しゅうかん

しゅうりょう

8週間N5修了

そうてい

がくしゅうじかん

じかん

にち

想定される学習時間：1時間/日

Expected study hour: 1 hour per day

ほじゅうこうもく

補充項目： Notes
ほん

にほんご

えいぞうがくしゅう

・こちらは本e-ラーニングシステムにおけるオンライン日本語の映像学習のためのカリキュラムです。
しゅうとく

じかん ていど

にほんご がくしゅう ひつよう

N5を習得するには150時間程度の日本語学習が必要です。
This is the curriculum for Japanese language study with this e-learning system. You need to learn about 150 hours in total to master N5 level.
しゅう なら

ふくしゅう

もんだい

かいしゃ

じょうし

どうりょう かた

き

すす

・その週で習ったものを復習し、わからない問題などは会社の上司や同僚の方に聞くことをお勧めします。
Review all the things you learned in the week, and ask your bosses or colleagues if you have questions.
がくしゅうしゃ

りかいど

がくしゅう

ちょうせい ひつよう

かのうせい

・学習者の理解度により、学習ペースの調整が必要となる可能性があります。
You may need to adjust the pace depending on your understanding.
にほんご のうりょくしけん

う

にほんご のうりょくしけん

かた

ごい

ぶんぽう

きょうざい

べんきょう

すす

・日本語能力試験を受けたい方は、ほかの日本語能力試験の語彙や文法の教材とあわせて勉強することをお勧めします。
If you intend to take the JLPT, we recommend to study with other JLPT Vocabulary and Grammar textbooks, in addition to this e-learning system.
しゅうめ

にほんご

1週目

オンライン日本語

N5

1st week

Online Japanese

N5 Course

か

1課「わたしは

がくせいです。」

Lesson1 I am a student.
・イントロダクション Introduction
もくひょう

・目標 Goals of the lesson
1. しょたいめんの あいさつが できる
Day 1

Learn the basic greetings when meeting somebody for the first time.
2. きほんてきな へんとうが できる
Learn the basic replies.
3. 「です」 の つかいかた
How to use “です”.
かいわ

・会話 Conversation
ごい

・語彙 Vocabulary ：1～19
ひょうげん

・表現 Expressions
1. こんにちは。 Hello!
2. はじめまして。 First time meeting you, how do you do?
3. （どうぞ）よろしく おねがいします。 Nice to meet you.
4. わかりました。 I understood. / I knew it.
Day 2

5. あのかたは どなたですか。 Who is that person? (a polite way to ask)
6. そうですか。 I see.
ごい

・語彙 Vocabulary ：20～40
ぶんぽう

・文法 Grammar
1. N1 は N2 です。 N1 is N2.
2. N1 は N2 では（じゃ） ありません。 N1 is not N2.
3. N1 は N2 ですか。 Is N1 N2?

ぶんぽう

・文法 Grammar
4. N1 は N2でした。 N1 was N2.
5. N１ は N2 ではありませんでした。 N1 was not N2.
Day 3

6. N1 は N3 です。N2 も N3 です。 N1 is N3. N2 is N3,too.
7. しゅごの しょうりゃく

Omission of the subject

かいわ ふくしゅう

・会話復習 Conversation Review
・テスト Test
か

2課「このひとは だれですか。」
Lesson2 Who is this person?
・イントロダクション Introduction
もくひょう

・目標 Goals of the lesson
1. 「この」、「その」、「あの」 の つかいかた
Day 4

Learn how to use "kono", "sono" and "ano".
2. 「これ」、「それ」、「あれ」 の つかいかた
Learn how to use "kore", "sore" and "are"
3. かぞくの よびかた と にんずうの かぞえかた
Learn how to say family member names in Japanese and how to count people.
かいわ

・会話 Conversation
ごい

・語彙 Vocabulary ：1～26
ひょうげん

・表現 Expressions
1. ごめんください。 May I come in?
2. ありがとう ございます。

Thank you.

はい

3. どうぞ 入ってください。 Please come in.
4. おじゃまします。 Excuse me for disturbing you.
5. どうぞ。 Please.
6. いただきます。 Expression of gratitude before a meal.
Day 5

7. ごかぞくは なんにんですか。 How many people are there in your family?
ごい

・語彙 Vocabulary ：27～46
ぶんぽう

・文法 Grammar
1. ね isn’t it
2. この/その/あの + N

this/that/that…over there

どの＋Ｎ which
3. これ/それ/あれ this/that/that…over there
どれ Which thing

ぶんぽう

・文法 Grammar
4. かぞくの よびかた

How to say family member names

5. すうじの かぞえかた ①
Day 6

how to count numbers①

6. にんずうの かぞえかた how to count people
⇒Number+にん（nin）
かいわ ふくしゅう

・会話復習 Conversation Review
・テスト Test
Day 7

こんしゅう がくしゅう

ないよう

ふくしゅう

・今週に学習した内容を復習する。 Review all the contents you learned this week.

しゅうめ

にほんご

2週目

オンライン日本語

N5

2nd week

Online Japanese

N5 Course

か

3課「かいぎしつは どこにありますか。」
Lesson3 Where is the meeting room?
・イントロダクション Introduction
もくひょう

・目標 Goals of the lesson
1. ばしょをきくこと と こたえをりかいすることが できる
Day 8

Be able to ask and understand locations.
2. 「ここ」、「そこ」、「あそこ」 の つかいかた
Learn how to use "koko", "soko" and "asoko"
3. 100 いじょうの すうじの よみかた
Read numbers 100 and above correctly
かいわ

・会話 Conversation
ごい

・語彙 Vocabulary ：1～26
ひょうげん

・表現 Expressions
1. しつれいします。 Excuse me.
2. あのう。 Well/umm.
3. すみません。 Excuse me/pardon me/I'm sorry/Thank you.
4. どういたしまして。 You're welcome.
ごい

Day 9

・語彙 Vocabulary ：27～52
ぶんぽう

・文法 Grammar
1. ここ / そこ / あそこ / こちら / そちら / あちら
here/there/over there/here(this way)/ there(that way) /over there(that way)
どこ / どちら Where
2. こ/そ/あ/ど ことば demonstrative words こ/そ/あ/ど
3. N は P です。 Something/somebody is somewhere.
ぶんぽう

・文法 Grammar
4. N が あります / います。 There is/ There are
5. P に N が あります/ います。 There is something or somebody somewhere.
Day 10

6. N は P に あります/います。 Something/somebody is somewhere.
7. すうじの かぞえかた ② How to count numbers ②
かいわ ふくしゅう

・会話復習 Conversation Review
・テスト Test

か

4課「デパート は なんじから なんじまでですか。」
Lesson4 From what time to what time is the department store open?
・イントロダクション Introduction
もくひょう

・目標 Goals of the lesson
Day 11

1. じこく、ひづけやきかんについて はなすことが できる
Being able to talk about time.
2. 「から」と「まで」 の つかいかた
Learn how to use "から" and "まで".
かいわ

・会話 Conversation
ごい

・語彙 Vocabulary ：1～19
ひょうげん

・表現 Expressions
1. えっと（ええと） Let me see/well/umm…
2. どうしましたか。 What happened?
3. だいじょうぶです。 That's all right.
4. ほんとうですか。 Really?
5. よかった！ Good.
ごい

・語彙 Vocabulary ：20～38
ぶんぽう

・文法 Grammar
1. じかんの いいかた How to tell time
時（じ） Hour
Day 12

分（ふん/ぷん） Minute
2. ねんがっぴの いいかた How to say the dates
年（ねん） Year
月（がつ） Month
日（にち） Day
3. きかんの いいかた How to say periods of time
～時間（じかん） ～hours
～分間（ふん/ぷん かん） ～minutes
～年間（ねんかん） ～years
～か月間 （かげつかん） ～months
～週間 （しゅうかん） ～weeks
～日間 （にちかん） ～days

ぶんぽう

・文法 Grammar
4. …から…まで From N1 to N2
①じかん Time
②ばしょ Place
Day 13

5. …か、…か Is it…or…?
6. いつ When
ごい

・語彙 Vocabulary ：39～64
かいわ ふくしゅう

・会話復習 Conversation Review
・テスト Test
Day 14

こんしゅう がくしゅう

ないよう

ふくしゅう

・今週に学習した内容を復習する。 Review all the contents you learned this week.

しゅうめ

にほんご

3週目

オンライン日本語

N5

3rd week

Online Japanese

N5 Course

か

5課「かようびに ひろしまへ いきます。」
Lesson5 I will go to Hiroshima on Tuesday.
・イントロダクション Introduction
もくひょう

・目標 Goals of the lesson
1. どうしの しゅるいと どうしのフォーム
Day 15

Learn the types and forms of verbs
2. 「じしょけい」 と 「ますけい」をりかいする
Understand the dictionary form and ます-form.
じょし

3. 助詞「へ」、「に」、「を」 の つかいかた
How to use particles“へ”,“に”,“を”.
かいわ

・会話 Conversation
ごい

・語彙 Vocabulary ：1～28
ひょうげん

・表現 Expressions
1. ただいま。 I'm back (home). (A greeting used when arriving back home or someplace)
2. おかえりなさい。 Welcome home/Welcome back.
3. いかがでしたか。 How was it? /Was it ok?
4. いいですね。 Sounds good!
5. ちょっと…。 It is a little bit difficult. (an euphemistic way of declining an invitation)
6. だめですか。 Is it bad?
7. ざんねんですが。 I'm afraid that.../I am sorry, but...
ぶんぽう

・文法 Grammar
Day 16

1. どうしの しゅるい Types of verbs
グループ1どうし、グループ２どうし、グループ３どうし Group 1 verbs, Group2 verbs, Group3 verbs
2. どうしの フォーム Forms of verbs
①じしょ けい Dictionary form
②ます けい ます-form
③ない けい ない-form
④た けい た-form
⑤て けい て-form
3. じしょ けい Dictionary form
4. ます けい ます-form

ぶんぽう

・文法 Grammar
5. P へ V …to somewhere
6. N（time）に V This indicates the time occurrence of an action.
7. N を V This indicates an action.
Day 17

なにを しますか。/ なにを しましたか。
The question to ask about somebody's action/The question to ask about somebody's past action.
ごい

・語彙 Vocabulary ：29～54
かいわ ふくしゅう

・会話復習 Conversation Review
・テスト Test
か

6課「あきはばらまで、どうやって いきましたか。」
Lesson6 How did you go to Akihabara?
・イントロダクション Introduction
もくひょう

・目標 Goals of the lesson
1. こうつうしゅうだんなどについて、はなすことができる
Day 18

Being able to talk about means of transportation.
2. 「ない けい」、「て けい」、「た けい」を りかいする
Understand the ない-form, て-form, and た-form.
3. 「で」と「に」 の つかいかた
How to use particles “で” and “に”.
かいわ

・会話 Conversation
ごい

・語彙 Vocabulary ：1～27
ひょうげん

・表現 Expressions
1. おつかれさまです。 Thank you for your hard work.(Greeting in the workplace)
2. このせきは あいていますか。 Is this seat available?
3. そうなんですか。 Is it really? /Is that so?
4. おうちは どこですか。 Where is your home?
Day 19

5. そしたら（そうしたら） Then,
6. V dictionary form と すぐです。 As soon as…
ごい

・語彙 Vocabulary ：28～54
ぶんぽう

・文法 Grammar
1. ない けい ない-form
2. て けい て-form
3. た けい た-form
ぶんぽう

・文法 Grammar
4. N(means/method) で V The sentence indicates a means or method.
5. N(place) で V The sentence indicates the place in which an action occurs.
Day 20

6. どうやって How to…
7. N (Place) に V …to somewhere
かいわ ふくしゅう

・会話復習 Conversation Review
・テスト Test
Day 21

こんしゅう がくしゅう

ないよう

ふくしゅう

・今週に学習した内容を復習する。 Review all the contents you learned this week.

しゅうめ

にほんご

4週目

オンライン日本語

N5

4th week

Online Japanese

N5 Course

か

7課「いっしょに スキーに いきませんか。」
Lesson 7 Would you like to go skiing together?
・イントロダクション Introduction
もくひょう

・目標 Goals of the lesson
1. ひとを さそうことが できる
Day 22

Being able to invite someone to do something.
2. てけいの かんれんぶんぽうを かつようする
Learn how to use the て-form.
3. 「ています」 の つかいかた
Learn how to use “ています” .
かいわ

・会話 Conversation
ごい

・語彙 Vocabulary ：1～24
ひょうげん

・表現 Expressions
1. おひさしぶりです。 Long time no see.
2. おげんきですか。 How are you?
3. (おかげさまで)げんきです。 I am fine, thank you.
4. おめでとう ございます。 Congratulations.
Day 23

5. ええ。 Yes/ All Right /Really?
6. それから After that/Since then
ぶんぽう

・文法 Grammar
1. V［ます-form］ませんか。 Shall we…? / Would you like…? / Could you…? / Will you...?
2.V［ます-form］ ましょう。 Let's….
3. V［ます-form］ましょうか。 Shall I…？/Shall we…？
4. V［て-form］もいいです。 You can do…
ぶんぽう

・文法 Grammar
5. V［て-form］ はいけません。 You must not do…. / You can not do….
6. V [て-form] います。 To show a state.
Day 24

7. V1 [て-form]、V2 [て-form]… Use the て-form when you refer to a number of actions consecutively.
ごい

・語彙 Vocabulary ：25～44
かいわ ふくしゅう

・会話復習 Conversation Review
・テスト Test

か

8課「こんしゅうは

あまり

さむくないです。」

Lesson8 It won't be very cold this week.
・イントロダクション Introduction
もくひょう

・目標 Goals of the lesson
1. にほんごの けいようしが わかる
Day 25

Understanding Japanese adjectives.
2. いけいようしの つかいかた
Learn how to use い－adjectives.
3. せつぞくじょし「が」 の つかいかた
Learn how to use the conjunctive particle “が”
かいわ

・会話 Conversation
ごい

・語彙 Vocabulary ：1～21
ひょうげん

・表現 Expressions
1. おでんわ ありがとうございます。 Thank you for calling.
2. おせわに なっております。 Thank you for your cooperation.
3. あそこですか。（falling Intonation) Oh, it is there.
ごい

Day 26

・語彙 Vocabulary ：22～40
ぶんぽう

・文法 Grammar
1. けいようしの しゅるい Types of adjectives
2. いけいようしの かたち い-adjective Forms
3. N は い-adj です。 N is ….
4. い-adj N です。 It is … N.
ぶんぽう

・文法 Grammar
5. N は どうですか。 How is…?/ How do you think…?
6. N は い-adj (…い) くて It is …, and ….
Day 27

7. N は い－adj (…い) く V Using い-adjectives to describe verbs.
8. …が、… …,but…
9. N が …。 N is …. / N does….
ごい

・語彙 Vocabulary ：41～51
かいわ ふくしゅう

・会話復習 Conversation Review
Day 28

・テスト Test
こんしゅう がくしゅう

ないよう

ふくしゅう

・今週に学習した内容を復習する。 Review all the contents you learned this week.

しゅうめ

にほんご

5週目

オンライン日本語

N5

5th week

Online Japanese

N5 Course

か

9課「このみせは おいしくて とてもゆうめいですよ。 」
Lesson 9 This restaurant is delicious and very famous.
・イントロダクション Introduction
もくひょう

・目標 Goals of the lesson
1. なけいようしの つかいかた
Day 29

Learn how to use な-adjectives
2. レストランで ちゅうもんが できる
Being able to order food in a restaurant
3. じょし「から」と「よ」の つかいかた
Learn how to use the particles “から” and “よ”
かいわ

・会話 Conversation
ごい

・語彙 Vocabulary ：1～28
ひょうげん

・表現 Expressions
1. いらっしゃいませ。 Welcome! (in shops, etc.).
2. こちらへ どうぞ。 This way, please.
3. ごちゅうもんは？ May I take your order?
4. おねがいします。 Please.
5. しょうしょう おまちください。 Wait a moment please.
Day 30

6. おかいけいは ごいっしょですか、べつべつですか。 Are you going to pay all together or separately?
7. ごちそうさまでした。 Thank you for the meal.
ぶんぽう

・文法 Grammar
1. なけいようしの かたち な-adjective Forms
2. N は な-adj です。 N is ….
3. な-adj な N です。 It is …N.
4. N1 は どんな N2 ですか。 What sort of N2 is N1?
5. N は な-adj で….

It is …, and ….

ぶんぽう

・文法 Grammar
6. N は な-adj に V
7. …から、…
Day 31

Using な-adj to describe verbs

Because …, …

8. よ Particle at the end of a sentence used to indicate certainty, emphasis, etc.
ごい

・語彙 Vocabulary ：29～50
かいわ ふくしゅう

・会話復習 Conversation Review
・テスト Test

か

10課「あきはばらへ まんがを かいに いきます。」
Lesson10 I will go to Akihabara to buy comic books.
・イントロダクション Introduction
もくひょう

・目標 Goals of the lesson
1. じぶんの すききらいが いえる
Day 32

Be able to say likes and dislikes.
2. ひとから ものを もらったり、ひとに ものを あげたりするときの いいかた
Learn how to say getting something from someone and giving somebody something
3. どうし「ない けい」の ぶんぽうの かつよう
Learn to use grammar using the ない-form
かいわ

・会話 Conversation
ごい

・語彙 Vocabulary ：1～27
ひょうげん

・表現 Expressions
1. いいですよ。 That's fine.
2. じゃあ、… Then/well/so, …
ごい

・語彙 Vocabulary ：28～47
ぶんぽう

・文法 Grammar
Day 33

1. Pへ N / V [ます-form] に いきます / きます / かえります。
These three patterns express purposes of going/coming/returning.
2. Nが すきです / きらいです / じょうずです / へたです。 I like…/ hate…/I am good at…/bad at….
N が わかります。 I understand….
3. どんな N What kind of N
4. N1 は N2 が adj です。 N2 in/of N1 is ….
ぶんぽう

・文法 Grammar
5. …をしっています。/ …をしりません。 I know…./I don't know….
6. N1（person）に N2 を あげます / おくります。 I give N2 to N1.
Day 34

7. N1（person) に N2 を もらいます / かります。 I get N2 from N1.
8. N(time) までに V

I do…by N (time).

9. V[ない form]なければなりません。 I have to do….
10. じょしの しょうりゃく Omission of particles
かいわ ふくしゅう

・会話復習 Conversation Review
Day 35

・テスト Test
こんしゅう がくしゅう

ないよう

ふくしゅう

・今週に学習した内容を復習する。 Review all the contents you learned this week.

しゅうめ

にほんご

6週目

オンライン日本語

N5

6th week

Online Japanese

N5 Course

か

11課「あんどうさんは でんわを かけています。」
Lesson 11 Miss Ando is talking on the phone.
・イントロダクション Introduction
もくひょう

・目標 Goals of the lesson
1. ものごとの じゅんばんが いえる
Day 36

Being able to say the turn of things.
2. ひとや じぶんが いま していることを せつめいできる
Being able to explain what you and other people are doing now.
3. わかれるときの ひょうげん
Learn the expressions when people part from each other.
かいわ

・会話 Conversation
ごい

・語彙 Vocabulary ：1～28
ひょうげん

・表現 Expressions
1. おせわに なりました。 Many thanks for everything you have done for me.
2. ごめんなさい。 I am sorry.
3. じゃ、またあした。 See you tomorrow.
4. どうぞ おげんきで。 Please take care of yourself.
ぶんぽう

Day 37

・文法 Grammar
1. もう V [ます-form] ました。 Someone has already done something.
2. もくてきごの きょうちょう Making an object the topic of a sentence.
3. V [て-form] います。 To indicate that a certain action or motion is in progress.
4. …くなります/…になります。 …becomes…
5. どこか

anywhere / somewhere

6. どこも nowhere
ぶんぽう

・文法 Grammar
7. V１[て-form] から V2 do…,then do…
8. …まえに V Before doing…, do…
Day 38

9. V [た-form] あとで … After doing…, do…
ごい

・語彙 Vocabulary ：29～46
かいわ ふくしゅう

・会話復習 Conversation Review
・テスト Test

か

12課「あしたの てんきを しらべるね。」
Lesson12 I will check tomorrow's weather.
・イントロダクション Introduction
もくひょう

・目標 Goals of the lesson
1. ともだちや かぞくなどの したしいひとと カジュアルに はなす
Day 39

Talk casually with the familiar people, like friends, family members.
2. ていねいけい と ふつうけい
Polite form and plain form
3. ひとの よびかた
How to address people
かいわ

・会話 Conversation
ごい

・語彙 Vocabulary ：1～22
ひょうげん

・表現 Expressions
1. え？ Oh! / eh! / huh?
2. うん。 All right / Well.
3. どうしたの？ What's wrong? / What's the matter?
4. だから So / Therefore
Day 40

5. それでも Still / Nevertheless
6. そうなんだ。 I see.
ごい

・語彙 Vocabulary ：23～45
ぶんぽう

・文法 Grammar
1. ひとの よびかた How to address people
2. ていねいけい と ふつうけい Polite form and plain form
ぶんぽう

・文法 Grammar
3. … けど、… …, but …
Day 41

4. Plain form でしょう。 … right?
5. V[た-form] ことが あります。 I have done….
かいわ ふくしゅう

・会話復習 Conversation Review
・テスト Test
Day 42

こんしゅう がくしゅう

ないよう

ふくしゅう

・今週に学習した内容を復習する。 Review all the contents you learned this week.

しゅうめ

にほんご

7週目

オンライン日本語

N5

7th week

Online Japanese

N5 Course

か

13課「わたしは あたらしいくつを かいたいです。」
Lesson13 I want to buy new shoes.
・イントロダクション Introduction
もくひょう

・目標 Goals of the lesson
1. よっきゅう と きぼうが いえる
Day 43

Being able to talk about a desire or hope.
2. ものや ひとの ひかくが いえる
Being able to do comparisons.
3. じぶんの いけんや こじんてきな すいりょう・はんだんが いえる
Being able to say your own opinions, conjectures and judgments.
かいわ

・会話 Conversation
ごい

・語彙 Vocabulary ：1～28
ひょうげん

・表現 Expressions
1. おまたせしました。 Thank you for waiting.
2. かしこまりました。 Certainly, sir/madam.
ぶんぽう

・文法 Grammar
Day 44

1. N が ほしいです。 I want N.
2. V[ます-form] たいです。 I want to do …
3. N1 は N2 より adj です。 N1 is more/less… than N2.
4. N1 と N2 と どちらが adj ですか。 Which one is more adj, N1 or N2?
N1/N2 のほうが adj です。/ どちらも adj です。 N1/N2 is more adj / Both are adj
なか

5. N1（の中）で、N2 が いちばん adj です。
ぶんぽう

・文法 Grammar
6. adj の Substituting for a noun
7. plain form と おもいます。 I think that….
Day 45

8. plain form と いえます。 I say….
9. … を ください。 Please give me….
ごい

・語彙 Vocabulary ：29～45
かいわ ふくしゅう

・会話復習 Conversation Review
・テスト Test

N2 is the most adj in N1.

か

14課「ごご7じに えきに きてください。」
Lesson14 Please come to the station at 7:00 p.m..
・イントロダクション Introduction
もくひょう

・目標 Goals of the lesson
1. してほしいこと と してほしくないことを つたえる
Day 46

Being able to convey what you want a person to do, and not to do something.
2. どうしで めいしを しゅうしょくするほうほう
How to modify a noun with a verb
3. よくつかうじょすうしを はあくする
Master commonly used counter suffixes.
かいわ

・会話 Conversation
ごい

・語彙 Vocabulary ：1～26
ひょうげん

・表現 Expressions
1. なにか しつもんは ありますか。 Do you have any questions?
2. どうしますか。 What should I do? /What do you do?
ごい

・語彙 Vocabulary ：27～52
ぶんぽう

・文法 Grammar
Day 47

1. V[て-form] ください。 Please do….
2. V[ない-form］てください。 Please don't do ….
3. V[ない-form］くてもいいです。 One does not have to….
4. V[plain-form]＋N Using a verb to provide a detailed explanation of a noun
5. …が、… Introducing a topic
6. どうさのしゅたい（subject） で V

… by subject

7. N だけ Only…
ぶんぽう

・文法 Grammar
8. じょすうし

Counter suffixes

すうじ＋かい Number + times
すうじ＋ひき Number + Number+ animals / fish / insects
Day 48

すうじ＋はい Number + cups/glasses
すうじ＋ほん Number + thin and long things
すうじ＋さつ Number + books
すうじ＋だい Number + machines and vehicles
9. きかんに～かい ～times in one period
かいわ ふくしゅう

・会話復習 Conversation Review
Day 49

・テスト Test
こんしゅう がくしゅう

ないよう

ふくしゅう

・今週に学習した内容を復習する。 Review all the contents you learned this week.

しゅうめ

にほんご

8週目

オンライン日本語

N5

8th week

Online Japanese

N5 Course

か

15課「きのう、としょかんに ほんを かえすことが できませんでした。」
Lesson15 I couldn't return the book to the library yesterday.
・イントロダクション Introduction
もくひょう

・目標 Goals of the lesson
1. しゅみと かのう・ふかのうが いえる
Being able to say interests and possibility and impossibility.
Day 50

2. たくさんの どうさから 2ついじょうの れいを あげる
Giving two and more examples of many actions.
3. どうしじしょけい＋こと の つかいかた
How to use “V dictionary form + こと”.
4. 「とき」 の つかいかた
How to use “とき”.
かいわ

・会話 Conversation
ごい

・語彙 Vocabulary ：1～25
ひょうげん

・表現 Expressions
1. がんばって ください。 Please do your best.
2. いってきます。 I am going.
3. いってらっしゃい。 Take care.
ぶんぽう

Day 51

・文法 Grammar
1. V1 [た-form] り、V2 [た-form] りします。 Giving two and two more examples of many actions.
2. V1[ます-form] ながら、V2 Two actions occur at the same time.
3. N1 は N2 が できます。 N1 can do N2.
N は V dictionary form ことが できます。 N can do….
ぶんぽう

・文法 Grammar
4. しゅみは N です。 The interest is….
しゅみは V dictionary form ことです。 The interest is to do….
Day 52

5. …とき、…

When…

ごい

・語彙 Vocabulary ：26～47
かいわ ふくしゅう

・会話復習 Conversation Review
・テスト Test
Day 53

こんしゅう がくしゅう

ないよう

ふくしゅう

・今週に学習した内容を復習する。 Review all the contents you learned this week.

