
SKILL INDEXNO CEFR-JCAN-DO 細分化したCAN-DO 英語の例 日本語訳 マレーシア語

SPOKEN

INTERACTION
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。

 A: Hari ini hari apa?

 B: Hari Isnin/Selasa/Rabu/Khamis/Jumaat 

/Sabtu/Ahad.

 A: Hari ini berapa hari bulan?

 B: 7 hari bulan Mac.

 

 A: Pukul berapa? /Sekarang pukul berapa?

 B: Pukul 5.15.

 A: 5:15, ya. Terima kasih.

SPOKEN

INTERACTION
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。

 Siapa nama 

encik/puan/cik/saudara/saudari?

 Siapa nama dia?

SPOKEN

INTERACTION
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。

A: Encik/Puan/Cik ada adik-beradik?

 B: Ada. Saya ada seorang abang/adik lelaki/ 

seorang kakak/adik perempuan/ seorang 

abang/adik lelaki dan seorang kakak/adik 

perempuan/ dua orang abang/adik lelaki / 

dua orang kakak/adik perempuan.

 B: Tidak, saya anak tunggal.

 

 A: Berapa orang adik beradik 

encik/puan/cik/saudara/saudari?

SPOKEN

INTERACTION
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。

 Apa hobi encik/puan/cik/saudara/saudari?

 Apa hobi encik/puan/cik/saudara/saudari?

 Pada waktu lapang, 

encik/puan/cik/saudara/saudari suka buat 

apa?

SPOKEN

PRODUCTION
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.

私の名前はメアリーです。/私はメアリーで
す。
私は14歳です。
私は（日本の）東京出身です。今、私は北海
道に住んでいます。

 Nama saya Mazwin./ Saya Mazwin.

 Saya 14 tahun. / Saya berumur 14 tahun.

 Saya dari Johor (Malaysia). Sekarang, saya 

tinggal di Shah Alam.

SPOKEN

PRODUCTION
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。

 Hobi saya mendengar muzik.

 Saya suka bermain besbol. Biasanya saya 

bermain besbol pada hari Sabtu.

SPOKEN

PRODUCTION
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。

 Biasanya, saya tidur pukul 10.00 malam dan 

saya bangun pukul 7.00 pagi.

 Saya tidur kira-kira pukul 1.00 pagi. Saya 

bangun pukul 7.00.


