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GCSE日本語リソース「力－CHIKARA－」学習項目表 

「読む力」：日本の生活・文化をテーマにしたGCSE～GCE(AS)レベルの読解教材 

CHIKARA for READING: Resources for Reading Japanese at GCSE/GCE(AS) level 
Topic : Life and Culture in Japan 

 

 トピック：日本の生活と文化  

 
 

※ 1 文型／文法項目は、「JFLLC版GCSE日本語文型リスト」による。 

※ 2 文型に付してある(A)(B)(C)は、同リストによる文型の難度を示す。（A）最も基本的なレベル （B）基本的なレベル （C）やや難しいレベル 

   なお、( AS) は、GCE(AS)Japaneseの項目でもある。 

※ 3 番号を付してない項目は、疑問文等の付加情報。 

※ 4  表中の記号は次の通り。  N：名詞 Aイ：イ形容詞 AN：ナ形容詞 V：動詞 

※ 5 発展課題の教師用資料のうち、「写真パネルバンク」は、（  ）の写真以外は「みんなの教材サイト」でダウンロード可能。 

    http://momiji.jpf.go.jp/kyozai/Resources/Photo/Index.php 

 

※ 1 Structures and grammar are based on List of GCSE Japanese Structures by JFLLC .  
※ 2 (A),(B) and (C) attached to the structures are the levels of difficulty derived from List of GCSE Japanese Structures by JFLLC.  

(A): Most Basic, (B): Basic, (C): Slightly More Difficult 

Structures marked (AS) are also covered by GCE(AS ) Japanese. 

※ 3 Unnumbered structures represent additional information such as interrogative sentences.  

※ 4  The abbreviations in the table stand for the following.  N：Noun Aイ：I-Adjective AN：NA-Adjective V：Verb 

※ 5 The photos are taken from Photo Panel Collection and most of them are downloadable from the website below.  The photos in parentheses(  )  are  

available only in hard copy. 

http://momiji.jpf.go.jp/kyozai/English/Resources/Photo/Index.php 
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 トピック：日本の生活と文化  

 

No. ｻﾌﾞﾄﾋﾟｯｸ 
Subtopic  

文型           （レベル） 
Structure/Grammar   （level） 
  

キーワード 
Keywords 

日本文化事情 
Cultural points 

発展課題の教師用情報 
Teacher’s Information for 
Extended Exercises 

本文の写真と参考資料 
Pictures ＆ References for 
the main text 

 

J1 

 

 

ホーム 

ステイ 

 

 

 

①V-てみます             (C，AS) 

②V-てはいけません      (B) 

③V-たほうがいいです／ 

V-ないほうがいいです    (B，AS) 

④V-ﾏｽ かた              (B，AS) 

⑤V-plainとき             (C，AS) 

 

ホームステイ、生活、

玄関、家に上がります、

スリッパ、お風呂、 

お湯、茶わん、箸、 

トイレ、畳、和室 

 

・玄関で靴を脱ぐ 

・おふろの入り方 

・食事の仕方 

・トイレのスリッパ 

・和室 

 

・ビデオ「日常生活に見る日本

文化１」東京書籍 

・DVD「エリンが挑戦！にほ

んごできます。」 

（第３課、第７課） 

・「写真パネルバンク」の番号 

住居：1-032～049 

玄関：1-034, 5-086 

ふろ：1-046, 5-027 

食事：1-035, 1-040, 5-008, 

5-009, 5-017, 5-018 

トイレ：1-045 

和室：1-038, 1-043, 5-006 

Vol.5日常生活シリーズ全般 

 

・教科書をつくろう 

13-6日本でホームステイ 

・写真パネル 

1-002 洋服2 

1-017 朝食1 

1-039 ＬＤＫ 

1-045トイレ 

 

 

 

J2 

 

 

日本人 

の 

おいわい 

 

①V-ﾏｽ はじめます／V-ﾏｽ おわります

／V-ﾏｽ つづけます           (C) 

②(人)に(もの)をあげます／ 

(人)から・に (もの)をもらいます 

(B，AS) 

③S1から、S2／S1が、S2     (B) 

④V-dic.のが、楽しみです   (C，AS) 

⑤V-Plain form + N        (C，AS) 

 

おめでとうございます、 

お祝い、誕生日、 

お年寄り、長生き、 

入学、卒業、 

入学試験、合格、会社、 

就職、結婚 

 

・誕生日のパーティー 

・小学校の入学式 

・大学受験の合格 

・就職、希望の職業 

・結婚式 

 

・お祝いのメッセージ 

・日本のウェブサイト 

（無料グリーティングカード） 

・「写真パネルバンク」の番号 

2-126～132, 

(2-153～156 ), 

4-30, 4-103～125, 

5-035, 5-055 

 

・写真パネル 

5-108 誕生日会をする 

4-108 冠婚葬祭1 

4-022 合格祈願 

4-115 結婚5 

・日本語教育通信49 

 写真で見る日本人の生活

「おめでとうございます-お

祝い-」 
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J3 

 

 

きもの 

 

①V-ﾏｽやすいです／V-ﾏｽにくいです 

                          (C，AS) 

②N１のほうがN2より～   (C，AS) 

③N2はN1ほど～Negative  (C，AS) 

④～(も)～し、～(も)～         (－) 

⑤S1から、S2／S1が、S2     (B) 

 

 

伝統的、着物、洋服、

特別な、お祝い、 

きれいな、 

ルール、場所、目的、

季節、ゆかた、夏、 

旅館 

 

・着物を着ない日本人 

・着物を着る日 

・着物のルール 

・ゆかた 

 

・DVD「エリンが挑戦！にほ

んごできます。」 

（第11課、第15課） 

・「写真パネルバンク」の番号 

 1-004～007,1-009, 

  (2-156), 

  3-054,(055),056,(057,058),   

  3-059, 060 

4-006, 010, 013, 054, 064, 

4-065, 067, 068, 072, 083, 

4-105, 106, 108, 110, 112, 

4-113, 115, 116 

5-111, 121 

 

 

・日本語教育通信36 

 写真で見る日本人の生活

「着物」 

 

J4 

 

 

きせつと 

はいく 

 

①V-ﾏｽながら、～             (－) 

②V-dic.ことが好きです         (C) 

③Nしか ～Negative        (－) 

 

季節、春、夏、秋、冬、 

はっきり、変化します、 

俳句、詩、短い 

 

・日本の季節 

・季節と俳句 

・俳句の鑑賞 

・いろいろな俳句 

 

・各季節の俳句 

・日本のウェブサイト 

（俳句関連） 

・「写真パネルバンク」の番号 

 以下すべてVol.3  

3-(001,005,006), 009,(010), 

011, (012,013), 014, 015, 

(016),017～020, 

(021～029),030,031, 

(032,033), 034, (035),  

036, (037,038), (062), 

(087) 

Vol.4 行事＞年中行事全般 
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J5 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の 

ロボット 

 

①～(も)～し、～(も)～        (－) 

②V-Plain form + N        (C，AS) 

③V-volitionalと思います    (C，AS) 

④Ｖ-dic.よていです         (－)

⑤Plain form+でしょう      (AS) 

 

ロボット、物作り、 

からくり人形、 

役に立ちます、 

楽しい、面白い、 

ロボットコンテスト、

チーム、協力します 

 

 

・ロボットの始まり：

からくり人形 

・今のロボット 

・ロボットコンテスト 

 

 

・日本のウェブサイト 

（ロボット関連） 

 

・教科書をつくろう 

 20-6いろいろな未来 

・日本語教育通信40 

 新聞・雑誌から見る現代日

本8「感情を持つロボット」 

 

 

J6 

 

 

 

 

東京 

 

①Adj.-Plain form + N     (C，AS) 

②V-たり、V-たりします        (B) 

③～(も)～し、～(も)～         (－) 

④S1から、S2／S1が、S2     (B) 

 

 

首都、中心、人口、 

東京駅、新幹線、浅草、

下町、古い、 

渋谷、ファッション、

ハチ公、待ち合わせ、

秋葉原、電気屋さん、

オタク 

 

・首都東京 

・東京駅とその近く 

・浅草、浅草寺、 

隅田川 

・渋谷、ハチ公前広場 

・秋葉原、電気屋さん

の町、オタクの町 

 

 

・日本のウェブサイト 

（東京観光、日本観光） 

・「写真パネルバンク」の番号 

Vol.2社会生活＞交通 

2-044, (047), 053, 054 

2-081：英国大使館 

Vol.3 自然と余暇＞観光地全

般 

  

 

・写真パネル 

3-090 東京（部分） 

3-093 渋谷 

3-096 浅草、雷門（部分) 

3-097 秋葉原 

・日本語教育通信38 

 写真で見る日本人の生活

「東京」 

 

 

J7 

 

 

 

 

 

 

 

 

じしん 

 

①V-てしまいます     (C，AS) 

②V-ておきます      (C，AS) 

③V１-ないで、V2します       (C) 

④V-dic.ことがあります／ 

V-ないことがあります         (C) 

⑤V-ﾏｽ かた        (B，AS) 

 

 

地震、火事、 

起こります、死にます、

壊れます、倒れます、

焼けます、 

トレーニング、準備、

危険な、注意します 

 

・日本で起こった大地

震の被害 

・防災訓練 

・地震のときどうする

か 

 

・発展課題の教師用情報の記載

はないが、本文２つのうち、

１つが地震対策学習として

使える。 

・「写真パネルバンク」の番号 

  (3-008) 

 

・写真パネル 

3-008解説文 

・みんなの教材サイト＞みん

なのアイディア 

 


