
SKILL INDEXNO CEFR-JCAN-DO 細分化したCAN-DO 英語の例 日本語訳 ベンガル語

SPOKEN

INTERACTIO

N

A1.1-SI1

なじみのある定型表現を使って、時

間・日にち・場所について質問した

り、質問に答えたりすることができ

る。

時間・日にち・月について質問した

り答えたりできる

A: What day is it today?

B: It's Monday/ Tuesday/ 

Wednesday/ Thursday/ Friday/ 

Saturday/ Sunday.

A: What's the date today?

B: It's March 7th.

A: What's the time?/ What time is it 

now?

B: It’s 5:15.

A: 5:15. Thank you.

A：今日は何曜日ですか。
B：［月曜日/火曜日/水曜日/木曜日/金曜
日/土曜日/日曜日］です。

A：今日は何月何日ですか。
B：3月7日です。
 
A：今何時ですか。
B：5時15分です。
A：5時15分ですね。ありがとうございました。

ক: আজ কী বার?

খ: আজ স ামবার / মঙ্গলবার / বধুবার / বহৃস্পতিবার  

/ শুক্রবার / শতিবার / রতববার।

ক: আজ কি িাতরখ?

খ: আজ ৭ মার্চ।

 

ক: এখি কটা বাজজ?

খ: এখি পাাঁর্টা পজিজরা।

ক: আচ্ছা, পার্াঁ টা পজিজরা সবজজজে। ধিযবাদ।

SPOKEN

INTERACTIO

N

A1.1-SI2

家族、日課、趣味などの個人的なト

ピックについて、（必ずしも正確で

はないが）なじみのある表現や基礎

的な文を使って、質問したり、質問

に答えたりすることができる。

相手や第三者の名前をたずねて答え

ることができる

What's your name?

What's his/her name?

お名前は。
［彼/彼女］の名前は何ですか。

আপিার িাম কী?

িার িাম কী?

SPOKEN

INTERACTIO

N

A1.1-SI2

家族、日課、趣味などの個人的なト

ピックについて、（必ずしも正確で

はないが）なじみのある表現や基礎

的な文を使って、質問したり、質問

に答えたりすることができる。

兄弟姉妹がいるかどうかたずねて答

えることができる

A: Do you have any brothers or 

sisters?

B: Yes, I do. I have a brother/ a 

sister/ one brother and one sister/ 

two brothers/two sisters.

B: No. I am a only child.

A: How many brothers and sisiters do 

you have?

A：（あなたは）兄弟や姉妹がいますか。
B：はい。私は［兄・弟が/姉・妹が/兄・弟が1
人と姉・妹が1人/ 兄・弟が2人/姉・妹が2人］
います。
B：いいえ、私は一人っ子です。
 
A：あなたは兄弟（姉妹）が何人いますか。

ক: আপিার তক সকাজিা ভাই বা সবাি আজে?

খ: হযা াঁ, আমার একজি ভাই / সবাি / একজি ভাই ও 

একজি সবাি / দুই ভাই / দুই সবাি আজে।

খ: িা, আমার সকাজিা ভাই-সবাি সিই।

 

ক: আপিারা কয় ভাই-সবাি?

SPOKEN

INTERACTIO

N

A1.1-SI2

家族、日課、趣味などの個人的なト

ピックについて、（必ずしも正確で

はないが）なじみのある表現や基礎

的な文を使って、質問したり、質問

に答えたりすることができる。

趣味をたずねて答えることができる

What is your hobby?

What are your hobbies?

What do you enjoy doing in your free 

time?

趣味は何ですか。
あなたの趣味は何ですか。
あなたは暇なときに何をしますか。

আপিার শখ কী?

আপিার শখ কী কী?

আপতি অব র  মজয় কী কজরি?

SPOKEN

PRODUCTIO

N

A1.1-SP1

基礎的な語句、定型表現を用いて、

限られた個人情報（家族や趣味な

ど）を伝えることができる。

名前・年齢・出身地・住んでるとこ

ろなどが言える

My name is Mary./ I am Mary.

I am 14 (years old).

I am from Tokyo (, Japan). Now, I 

live in Hokkaido.

私の名前はベﾉジルです。/私はベﾉジルで
す。
私は14歳です。
私は（バングラデシュの）ダカ出身です。今、
私はシャンティニケトン

আমার িাম সবিজজর। আতম সবিজজর। 

আমার বয়  সর্ৌদ্দ বের। 

আতম (বাাংলাজদজশর) ঢাকা সেজক এজ তে। এখি আতম 

শাতিতিজকিজি  ব বা  করতে।

SPOKEN

PRODUCTIO

N

A1.1-SP1

基礎的な語句、定型表現を用いて、

限られた個人情報（家族や趣味な

ど）を伝えることができる。

自分の趣味について言える

My hobby is listening to music. 

I like playing baseball. I usually do on 

Saturday.

私の趣味は音楽を聴くことです。
私は野球をするのが好きです。私はたいて
い土曜日に野球をします。

আমার শখ গাি সশািা।

সব বল সখলজি আমার ভাল লাজগ। আতম  াধারণি 

শতিবাজর সব বল সখতল।

SPOKEN

PRODUCTIO

N

A1.1-SP2

基礎的な語句、定型表現を用いて、

簡単な情報（時間や日時、場所な

ど）を伝えることができる。

時間を伝えられる

I go to bed at 10 in the evening, 

usually, and I get up at seven in the 

morning.

I go to bed about 1 o'clock in the 

morning. I get up at seven.

私はたいてい夜10時に寝て、朝7時に起きま
す。
私は深夜1時に寝ます。私は7時に起きま
す。

আতম  াধারণি রাি দশটায় ঘতুমজয়  কাল  ািটায় 

ঘমু সেজক উঠি। 

আতম রাি একটার তদজক ঘমুাই। আতম  কাল  ািটায় 

ঘমু সেজক উঠি।


