
【N5カリキュラム】

こんしゅうのもくひょう：①にほんごのあいさつをおぼえる　②ひらがな・カタカナをマスターする

day1/WEEK1 day2/WEEK1 day3/WEEK1 day4/WEEK1 day5/WEEK1

きょうのもくひょう：ひらがなQuizで 80% きょうのもくひょう：カタカナをおぼえる きょうのもくひょう：カタカナQuizで80％

5000.N5 スタートガイド【アプリ版】 きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする

5010.N5 スタートガイド 5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5020.N5 ひらがな

5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 1 あいさつ  【ふくしゅう】 1 あいさつ  【ふくしゅう】 1 あいさつ  【ふくしゅう】 5020-001 あいうえお.mp4  【ビデオを みる】

1 あいさつ  【ビデオを みる】 quiz #1  【ふくしゅう】 quiz #1  【ふくしゅう】 quiz #1  【ふくしゅう】 5020-002 かきくけこ.mp4   【ビデオを みる】

work sheet #1 5020.N5 ひらがな 5030.N5 カタカナ 5030.N5 カタカナ 5020-003 さしすせそ.mp4  【ビデオを みる】

quiz #1 5020-009 まみむめも.mp4  【ビデオを みる】 5030-001 アイウエオ.mp4  【ビデオを みる】 5030-009 マミムメモ.mp4  【ビデオを みる】 5020-004 HIRAGANA01.pdf  【５かい かく】

5020.N5 ひらがな 5020-013 HIRAGANA03.pdf  【５かい かく】 5030-004 KATAKANA01.pdf   【５かい かく】 5030-013 KATAKANA03.pdf  【５かい かく】 5020-005 たちつてと.mp4   【ビデオを みる】

Introduction (indonesian subtitle) 5020-010 やゆよ.mp4  【ビデオを みる】 5030-002 カキクケコ.mp4  【ビデオを みる】 5030-010 ヤユヨ.mp4  【ビデオを みる】 5020-006 なにぬねの.mp4  【ビデオを みる】

5020-001 あいうえお.mp4  【ビデオを みる】 5020-013 HIRAGANA03.pdf  【５かい かく】 5030-004 KATAKANA01.pdf   【５かい かく】 5030-013 KATAKANA03.pdf  【５かい かく】 5020-007 はひふへほ.mp4  【ビデオを みる】

5020-004 HIRAGANA01.pdf  【５かい かく】 5020-011 らりるれろ.mp4 【ビデオを みる】 5030-003 サシスセソ.mp4  【ビデオを みる】 5030-011 ラリルレロ.mp4  【ビデオを みる】 5020-008 HIRAGANA02.pdf  【５かい かく】

5020-002 かきくけこ.mp4  【ビデオを みる】 5020-013 HIRAGANA03.pdf  【５かい かく】 5030-004 KATAKANA01.pdf   【５かい かく】 5030-013 KATAKANA03.pdf  【５かい かく】 5020-009 まみむめも.mp4  【ビデオを みる】

5020-004 HIRAGANA01.pdf  【５かい かく】 5020-012 わをん.mp4 【ビデオを みる】 5030-005 タチツテト.mp4  【ビデオを みる】 5030-012 ワヲン.mp4  【ビデオを みる】 5020-010 やゆよ.mp4  【ビデオを みる】

5020-003 さしすせそ.mp4  【ビデオを みる】 5020-013 HIRAGANA03.pdf  【５かい かく】 5030-008 KATAKANA02.pdf   【５かい かく】 5030-013 KATAKANA03.pdf  【５かい かく】 5020-011 らりるれろ.mp4 【ビデオを みる】

5020-004 HIRAGANA01.pdf  【５かい かく】 5020-009 まみむめも.mp4  【ビデオを みる】 5030-006 ナニヌネノ.mp4  【ビデオを みる】 5030-009 マミムメモ.mp4  【ビデオを みる】 5020-012 わをん.mp4 【ビデオを みる】

5020-005 たちつてと.mp4  【ビデオを みる】 5020-010 やゆよ.mp4  【ビデオを みる】 5030-008 KATAKANA02.pdf   【５かい かく】 5030-010 ヤユヨ.mp4  【ビデオを みる】 5020-013 HIRAGANA03.pdf  【５かい かく】

5020-008 HIRAGANA02.pdf  【５かい かく】 5020-011 らりるれろ.mp4 【ビデオを みる】 5030-007 ハヒフヘホ.mp4  【ビデオを みる】 5030-011 ラリルレロ.mp4  【ビデオを みる】 ひらがな ふくしゅう（じしゅう）

5020-006 なにぬねの.mp4  【ビデオを みる】 5020-012 わをん.mp4 【ビデオを みる】 5030-008 KATAKANA02.pdf   【５かい かく】 5030-012 ワヲン.mp4  【ビデオを みる】 5020-014/015/016/017/018 Quiz (1-100)

5020-008 HIRAGANA02.pdf  【５かい かく】 5020-013 HIRAGANA03.pdf  【５かい かく】 5030-001 アイウエオ.mp4  【ビデオを みる】 5030-013 KATAKANA03.pdf  【５かい かく】 5030.N5 カタカナ

5020-007 はひふへほ.mp4  【ビデオを みる】 ひらがな ふくしゅう（じしゅう） 5030-002 カキクケコ.mp4  【ビデオを みる】 カタカナ ふくしゅう（じしゅう） 5030-001 アイウエオ.mp4  【ビデオを みる】

5020-008 HIRAGANA02.pdf  【５かい かく】 5020-014 Quiz (1-20) 5030-003 サシスセソ.mp4  【ビデオを みる】 5030-014 Quiz (1-20) 5030-002 カキクケコ.mp4  【ビデオを みる】

5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5020-015 Quiz (21-40)  5030-004 KATAKANA01.pdf   【５かい かく】 5030-015 Quiz (21-40) 5030-003 サシスセソ.mp4  【ビデオを みる】

1 あいさつ  【ビデオを みる】 5020-016 Quiz (41-60)  5030-005 タチツテト.mp4  【ビデオを みる】 5030-016 Quiz (41-60) 5030-004 KATAKANA01.pdf   【５かい かく】

5020.N5 ひらがな 5020-017 Quiz (61-80)  5030-006 ナニヌネノ.mp4  【ビデオを みる】 5030-017 Quiz (61-80) 5030-005 タチツテト.mp4  【ビデオを みる】

5020-001 あいうえお.mp4  【ビデオを みる】 5020-016 Quiz (81-100)  5030-007 ハヒフヘホ.mp4  【ビデオを みる】 5030-018 Quiz (81-100) 5030-006 ナニヌネノ.mp4  【ビデオを みる】

5020-002 かきくけこ.mp4   【ビデオを みる】 5030-008 KATAKANA02.pdf   【５かい かく】 5030-007 ハヒフヘホ.mp4  【ビデオを みる】

5020-003 さしすせそ.mp4  【ビデオを みる】 カタカナ ふくしゅう（じしゅう） 5030-008 KATAKANA02.pdf   【５かい かく】

5020-004 HIRAGANA01.pdf  【５かい かく】 5030-009 マミムメモ.mp4  【ビデオを みる】

5020-005 たちつてと.mp4   【ビデオを みる】 ひらがなクイズ ふりかえり 5030-010 ヤユヨ.mp4  【ビデオを みる】

5020-006 なにぬねの.mp4  【ビデオを みる】 5030-011 ラリルレロ.mp4  【ビデオを みる】

5020-007 はひふへほ.mp4  【ビデオを みる】 5030-012 ワヲン.mp4  【ビデオを みる】

5020-008 HIRAGANA02.pdf  【５かい かく】 5030-013 KATAKANA03.pdf  【５かい かく】

ひらがな ふくしゅう（じしゅう） カタカナ ふくしゅう（じしゅう）

5030-014/015/016/017/018 Quiz (1-100)

まとめ・ふりかえり

がくしゅうじかん：4じかん がくしゅうじかん：3.5じかん がくしゅうじかん：3.5じかん がくしゅうじかん：3.5じかん がくしゅうじかん：4じかん

もくひょう：あいさつquiz#1で100％とる もくひょう：ひらがなQuizで80％とる もくひょう：あいさつquiz#1で100％とる もくひょう：カタカナQuizで80％とる もくひょう：ひらがなQuiz・カタカナQuizで90％とる

きょうのもくひょう：あいさつと ひらが
なを おぼえる

きょうのもくひょう：ひらがな・カタ
カナQuizで90％

クエスト１ 

クエスト２ 

クエスト３ 

クエスト４ 

クエスト５ 

クエスト６ 

クエスト７ 



【N5カリキュラム】

こんしゅうのもくひょう：あたらしい ごいと ぶんぽうを おぼえよう

day1/WEEK2 day2/WEEK2 day3/WEEK2 day4/WEEK2 day5/WEEK2

きょうのもくひょう：ごいを 50こ おぼえる きょうのもくひょう：ごいを 50こ おぼえる きょうのもくひょう：ごいを 50こ おぼえる きょうのもくひょう：ごいを 50こ おぼえる きょうのもくひょう：ごいを 200こ おぼえる
　

きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする

5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ

JP/EN1-50 (5040-101)  【ビデオを みる】 JP/EN51-100 (5040-102)  【ビデオを みる】 JP/EN101-150 (5040-103)  【ビデオを みる】 JP/EN151-200 (5040-104)  【ビデオを みる】
JP/EN1-100 (5040-101/5040-102)  【ビデオを み
る】

N5 worksheet1 (5040-401)  【５かい かく】 N5 worksheet3 (5040-403)  【５かい かく】 N5 worksheet5 (5040-405)  【５かい かく】 N5 worksheet7 (5040-407)  【５かい かく】 N5 worksheet1,2,3,4  【５かい かく】

N5 worksheet2 (5040-402)  【５かい かく】 N5 worksheet4 (5040-404)  【５かい かく】 N5 worksheet6 (5040-406)  【５かい かく】 N5 worksheet8 (5040-408)  【５かい かく】
JP/EN101-200 (5040-103/5040-104)  【ビデオを
みる】

JP1-50 (5040-201)  【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

JP51-100 (5040-202)  【えいごを きく→にほん
ごを こたえる】

JP101-150 (5040-203)  【えいごを きく→にほ
んごを こたえる】

JP151-200 (5040-204)  【えいごを きく→にほん
ごを こたえる】

N5 worksheet5,6,7,8  【５かい かく】

EN1-50 (5040-301) 【にほんごを きく→えいごを
こたえる】

EN51-100 (5040-302) 【にほんごを きく→えい
ごを こたえる】

EN101-150 (5040-303) 【にほんごを きく→えい
ごを こたえる】

EN151-200 (5040-304) 【にほんごを きく→えい
ごを こたえる】

5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ）

5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） work sheet #2, #3, #4, #5

2電気屋で_1_  【ビデオを みる】 　 3電気屋で_2_  【ビデオを みる】 4きのうの買い物_1_  【ビデオを みる】 5きのうの買い物_2_  【ビデオを みる】 quiz #2, #3, #4, #5

work sheet #2 work sheet #3 work sheet #4 work sheet #5 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ

quiz #2 quiz #3 quiz #4 quiz #5
JP1-50 (5040-201)  【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ
EN1-50 (5040-301) 【にほんごを きく→えいごを
こたえる】

JP/EN1-50 (5040-101)  【ビデオを みる】 JP/EN51-100 (5040-102)  【ビデオを みる】 JP/EN101-150 (5040-103)  【ビデオを みる】 JP/EN151-200 (5040-104)  【ビデオを みる】
JP51-100 (5040-202)  【えいごを きく→にほん
ごを こたえる】

JP1-50 (5040-201)  【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

JP51-100 (5040-202)  【えいごを きく→にほん
ごを こたえる】

JP101-150 (5040-203)  【えいごを きく→にほ
んごを こたえる】

JP151-200 (5040-204)  【えいごを きく→にほん
ごを こたえる】

EN51-100 (5040-302) 【にほんごを きく→えいご
を こたえる】

EN1-50 (5040-301) 【にほんごを きく→えいごを
こたえる】

EN51-100 (5040-302) 【にほんごを きく→えい
ごを こたえる】

EN101-150 (5040-303) 【にほんごを きく→えい
ごを こたえる】

EN151-200 (5040-304) 【にほんごを きく→えい
ごを こたえる】

JP101-150 (5040-203)  【えいごを きく→にほん
ごを こたえる】

【じしゅう】 語彙（ごい）1-50 おぼえる 【じしゅう】 語彙（ごい）51-100 おぼえる 【じしゅう】 語彙（ごい）101-150 おぼえる 【じしゅう】 語彙（ごい）151-200 おぼえる
EN101-150 (5040-303) 【にほんごを きく→えい
ごを こたえる】

JP151-200 (5040-204)  【えいごを きく→にほん
ごを こたえる】

EN151-200 (5040-304) 【にほんごを きく→えい
ごを こたえる】

がくしゅうじかん：3じかん がくしゅうじかん：3じかん がくしゅうじかん：3じかん がくしゅうじかん：3じかん がくしゅうじかん：4じかん

　  　　   ぶんぽうquiz#2で 80％せいかいする 　  　　   ぶんぽうquiz#3で 80％せいかいする 　  　　   ぶんぽうquiz#4で 80％せいかいする 　  　　   ぶんぽうquiz#5で 80％せいかいする 　  　　   ぶんぽうquiz#1-5で 90％せいかいする

もくひょう：ごいビデオ1-50を みて、にほんご↔えい
ごが こたえられる

もくひょう：ごいビデオ51-100を みて、にほんご↔
えいごが こたえられる

もくひょう：ごいビデオ101-150を みて、にほんご↔
えいごが こたえられる

もくひょう：ごいビデオ151-200を みて、にほんご↔
えいごが こたえられる

もくひょう：ごいビデオ1-200を みて、にほんご↔え
いごが こたえられる

しゅくだい：【ごいビデオ】N5 worksheet1, 2
(5040-401, 5040-402)

しゅくだい：【ごいビデオ】N5 worksheet3, 4
(5040-403, 5040-404)

しゅくだい：【ごいビデオ】N5 worksheet5, 6
(5040-405, 5040-406)

しゅくだい：【ごいビデオ】N5 worksheet7, 8
(5040-407, 5040-408)

しゅくだい：【5030.N5 カタカナ】 5030-014 Quiz
(1-100)もういちど

クエスト８ クエスト９ 



【N5カリキュラム】

こんしゅうのもくひょう：ごいと かんじを おぼえよう

day1/WEEK3 day2/WEEK3 day3/WEEK3 day4/WEEK3 day5/WEEK3

　
きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする

5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ

JP/EN201-250 (5040-105)  【ビデオを みる】 JP/EN251-300 (5040-106)  【ビデオを みる】 JP/EN301-350 (5040-107)  【ビデオを みる】 JP/EN351-400 (5040-108)  【ビデオを みる】
JP/EN201-300 (5040-105/5040-106)  【ビデオを み
る】

N5 worksheet9 (5040-409)  【５かい かく】 N5 worksheet11 (5040-411)  【５かい かく】 N5 worksheet13 (5040-413)  【５かい かく】 N5 worksheet15 (5040-415)  【５かい かく】 N5 worksheet9, 10, 11, 12 【５かい かく】

N5 worksheet10 (5040-410)  【５かい かく】 N5 worksheet12 (5040-412)  【５かい かく】 N5 worksheet14 (5040-414)  【５かい かく】 N5 worksheet16 (5040-416)  【５かい かく】
JP/EN301-400 (5040-107/5040-108)  【ビデオを み
る】

JP201-250 (5040-205) 【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

JP251-300 (5040-206)  【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

JP301-350 (5040-207)  【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

JP351-400 (5040-208)  【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

N5 worksheet13, 14, 15, 16  【５かい かく】

EN201-250 (5040-305)【にほんごを きく→えいご
を こたえる】

EN251-300 (5040-306) 【にほんごを きく→えいご
を こたえる】

EN301-350 (5040-307) 【にほんごを きく→えいごを
こたえる】

EN351-400 (5040-308) 【にほんごを きく→えいご
を こたえる】

5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ）

5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） work sheet #6, #7, #8, #9

6上野の町_1_ 【ビデオを みる】 　 7上野の町_2_  【ビデオを みる】 8まんが_1_  【ビデオを みる】 9まんが_2_  【ビデオを みる】 quiz #6, #7, #8, #9

work sheet #6 work sheet #7 work sheet #8 work sheet #9 5050.N5 漢字（かんじ）

quiz #6 quiz #7 quiz #8 quiz #9 50040-002 kanji worksheet01

5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 50040-004 kanji worksheet02

JP/EN201-250 (5040-105)  【ビデオを みる】 JP/EN251-300 (5040-106)  【ビデオを みる】 JP/EN301-350 (5040-107)  【ビデオを みる】 JP/EN351-400 (5040-108)  【ビデオを みる】 50040-006 kanji worksheet03

JP201-250 (5040-205) 【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

JP251-300 (5040-206)  【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

JP301-350 (5040-207)  【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

JP351-400 (5040-208)  【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

50040-008 kanji worksheet04

EN201-250 (5040-305)【にほんごを きく→えいご
を こたえる】

EN251-300 (5040-306) 【にほんごを きく→えいご
を こたえる】

EN301-350 (5040-307) 【にほんごを きく→えいごを
こたえる】

EN351-400 (5040-308) 【にほんごを きく→えいご
を こたえる】

5500.N5 文法読解（ぶんぽう・どっかい）テスト

5050.N5 漢字（かんじ） 5050.N5 漢字（かんじ） 5050.N5 漢字（かんじ） 5050.N5 漢字（かんじ） 5500-01 TEST1 for 50mins

50040-001 KANJI N5-1  【ビデオを みる】 50040-003 KANJI N5-2  【ビデオを みる】 50040-005 KANJI N5-3  【ビデオを みる】 50040-007 KANJI N5-4  【ビデオを みる】 まとめ・ふりかえり

50040-002 kanji worksheet01 50040-004 kanji worksheet02 50040-006 kanji worksheet03 50040-008 kanji worksheet04

【じしゅう】 語彙（ごい）201-250, KANJI N5-1
おぼえる

【じしゅう】 語彙（ごい）251-300、KANJI N5-2 お
ぼえる

【じしゅう】 語彙（ごい）301-350、KANJI N5-3 お
ぼえる

【じしゅう】 語彙（ごい）351-400、KANJI N5-4 お
ぼえる

がくしゅうじかん：4じかん がくしゅうじかん：4じかん がくしゅうじかん：4じかん がくしゅうじかん：4じかん がくしゅうじかん：4じかん

　  　　   ぶんぽうquiz#6で 80％せいかいする 　  　　   ぶんぽうquiz#7で 80％せいかいする 　  　　   ぶんぽうquiz#8で 80％せいかいする 　  　　   ぶんぽうquiz#9で 80％せいかいする 　  　　   ぶんぽうquiz#6-9で 90％せいかいする

しゅくだい：【ごいビデオ】N5 worksheet9, 10 (5040-
409, 5040-410)

しゅくだい：【ごいビデオ】N5 worksheet11, 12
(5040-411, 5040-412)

しゅくだい：【ごいビデオ】N5 worksheet13, 14 (5040-
413, 5040-414)

しゅくだい：【ごいビデオ】N5 worksheet15, 16
(5040-415, 5040-416)

しゅくだい：【かんじ】kanji worksheet01, 02, 03, 04

きょうのもくひょう：ごいを 50こ、かんじ
を10こ おぼえる

きょうのもくひょう：ごいを 50こ、かんじ
を10こ おぼえる

きょうのもくひょう：ごいを 50こ、かんじを
10こ おぼえる

きょうのもくひょう：ごいを 50こ、かんじ
を10こ おぼえる

きょうのもくひょう：ぶんぽう・どっかいの
テストに ちょうせんする

もくひょう：ごいビデオ201-250を みて、にほんご↔え
いごが こたえられる

もくひょう：ごいビデオ251-300を みて、にほんご↔え
いごが こたえられる

もくひょう：ごいビデオ301-350を みて、にほんご↔えい
ごが こたえられる

もくひょう：ごいビデオ351-400を みて、にほんご↔え
いごが こたえられる

もくひょう：ごいビデオ201-400を みて、にほんご↔えい
ごが こたえられる

クエスト11 クエスト10 



【N5カリキュラム】

こんしゅうのもくひょう：ぶんぽうを べんきょうして、テストで アウトプットしよう

day1/WEEK4 day2/WEEK4 day3/WEEK4 day4/WEEK4 day5/WEEK4

　

きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする

5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ

JP/EN401-450 (5040-109)  【ビデオを みる】 JP/EN451-500 (5040-110)  【ビデオを みる】 JP/EN501-550 (5040-111)  【ビデオを みる】 JP/EN551-600 (5040-112)  【ビデオを みる】 JP/EN601-649 (5040-113)  【ビデオを みる】

N5 worksheet17 (5040-417)  【５かい かく】 N5 worksheet19 (5040-419)  【５かい かく】 N5 worksheet21 (5040-421)  【５かい かく】 N5 worksheet23 (5040-423)  【５かい かく】 N5 worksheet25 (5040-425)  【５かい かく】

N5 worksheet18 (5040-418)  【５かい かく】 N5 worksheet20 (5040-420)  【５かい かく】 N5 worksheet22 (5040-422)  【５かい かく】 N5 worksheet24 (5040-424)  【５かい かく】 N5 worksheet26 (5040-426)  【５かい かく】

JP401-450 (5040-209) 【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

JP451-500 (5040-210)  【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

JP501-550 (5040-211)  【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

JP551-600 (5040-212)  【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

JP601-649 (5040-213)  【えいごを きく→にほんごを
こたえる】

EN401-450 (5040-309)【にほんごを きく→えいごを
こたえる】

EN451-500 (5040-310) 【にほんごを きく→えいご
を こたえる】

EN501-550 (5040-311) 【にほんごを きく→えいごを
こたえる】

EN551-600 (5040-312) 【にほんごを きく→えいご
を こたえる】

EN61-649 (5040-313) 【にほんごを きく→えいごを
こたえる】

5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ）

10空港で_1_ 【ビデオを みる】 　 11駅で  【ビデオを みる】 12旅行_1_  【ビデオを みる】 13旅行_2_  【ビデオを みる】 work sheet #10, #11, #12, #13

work sheet #10 work sheet #11 work sheet #12 work sheet #13 quiz #10, #11, #12, #13

quiz #10 quiz #11 quiz #12 quiz #13 5050.N5 漢字（かんじ）

5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 50040-010 kanji worksheet05

JP/EN401-450 (5040-109)  【ビデオを みる】 JP/EN451-500 (5040-110)  【ビデオを みる】 JP/EN501-550 (5040-111)  【ビデオを みる】 JP/EN551-600 (5040-112)  【ビデオを みる】 50040-012 kanji worksheet06

JP401-450 (5040-209) 【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

JP451-500 (5040-210)  【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

JP501-550 (5040-211)  【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

JP551-600 (5040-212)  【えいごを きく→にほんご
を こたえる】

50040-014 kanji worksheet07

EN401-450 (5040-309)【にほんごを きく→えいごを
こたえる】

EN451-500 (5040-310) 【にほんごを きく→えいご
を こたえる】

EN501-550 (5040-311) 【にほんごを きく→えいごを
こたえる】

EN551-600 (5040-312) 【にほんごを きく→えいご
を こたえる】

50040-016 kanji worksheet08

5050.N5 漢字（かんじ） 5050.N5 漢字（かんじ） 5050.N5 漢字（かんじ） 5050.N5 漢字（かんじ） 5040.N5 語彙（ごい）ビデオ

50040-009 KANJI N5-5  【ビデオを みる】 50040-011 KANJI N5-6  【ビデオを みる】 50040-013 KANJI N5-7  【ビデオを みる】 50040-015 KANJI N5-8  【ビデオを みる】 JP/EN601-649 (5040-113)  【ビデオを みる】

50040-010 kanji worksheet05 50040-012 kanji worksheet06 50040-014 kanji worksheet07 50040-016 kanji worksheet08
JP601-649 (5040-213)  【えいごを きく→にほんごを
こたえる】

5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル
5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリ
ル

5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル
5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリ
ル

EN61-649 (5040-313) 【にほんごを きく→えいごを
こたえる】

5201-01 ぶんぽうdrill01 for 20 mins  5201-03 ぶんぽうdrill03 for 20 mins  5201-05 ぶんぽうdrill05 for 20 mins  5201-07 ぶんぽうdrill07 for 20 mins  5500.N5 文法読解（ぶんぽう・どっかい）テスト

5201-02 ぶんぽうdrill02 for 20 mins  5201-04 ぶんぽうdrill04 for 20 mins  5201-06 ぶんぽうdrill06 for 20 mins  5201-08 ぶんぽうdrill08 for 20 mins  5500-02 TEST2 for 50mins

【じしゅう】 語彙（ごい）401-450、KANJI N5-5 お
ぼえる

【じしゅう】 語彙（ごい）451-500、KANJI N5-6 お
ぼえる

【じしゅう】 語彙（ごい）501-550、KANJI N5-7 お
ぼえる

【じしゅう】 語彙（ごい）551-600、KANJI N5-8 お
ぼえる

まとめ・ふりかえり

がくしゅうじかん：5じかん がくしゅうじかん：5じかん がくしゅうじかん：5じかん がくしゅうじかん：5じかん がくしゅうじかん：5じかん

　  　　   ぶんぽうquiz#10で 80％せいかいする 　  　　   ぶんぽうquiz#11で 80％せいかいする 　  　　   ぶんぽうquiz#12で 80％せいかいする 　  　　   ぶんぽうquiz#13で 80％せいかいする 　  　　   ぶんぽうquiz#10-13で 90％せいかいする

            【かんじ】kanji worksheet05, 06, 07, 08

もくひょう：ごいビデオ601-649を みて、にほんご↔えい
ごが こたえられる

しゅくだい：【ごいビデオ】N5 worksheet17, 18 (5040-
417, 5040-418)

しゅくだい：【ごいビデオ】N5 worksheet19, 20
(5040-419, 5040-420)

しゅくだい：【ごいビデオ】N5 worksheet21, 22 (5040-
421, 5040-422)

しゅくだい：【ごいビデオ】N5 worksheet23, 24
(5040-423, 5040-424)

しゅくだい：【ごいビデオ】N5 worksheet25, 26 (5040-
425, 5040-426)

きょうのもくひょう：ごいを 50こ、かんじ
を10こ おぼえる

きょうのもくひょう：ごいを 50こ、かんじ
を10こ おぼえる

きょうのもくひょう：ごいを 50こ、かんじを
10こ おぼえる

きょうのもくひょう：ごいを 50こ、かんじ
を10こ おぼえる

きょうのもくひょう：ぶんぽう・どっかいの
テストに ちょうせんする

もくひょう：ごいビデオ401-450を みて、にほんご↔えい
ごが こたえられる

もくひょう：ごいビデオ451-500を みて、にほんご↔え
いごが こたえられる

もくひょう：ごいビデオ501-550を みて、にほんご↔えい
ごが こたえられる

もくひょう：ごいビデオ551-600を みて、にほんご↔え
いごが こたえられる

クエスト13 クエスト14 クエスト12 



【N5カリキュラム】

こんしゅうのもくひょう：おぼえたことをつかって、えんしゅうにちょうせんしよう

day1/WEEK5 day2/WEEK5 day3/WEEK5 day4/WEEK5 day5/WEEK5

　

きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする

5040.N5 語彙（ごい）ビデオ 5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル 5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル

JP/EN401-500 (5040-109/5040-110)  【ビデオを みる】 15文法の言葉  【ビデオを みる】 work sheet #14, 15 5101-01 もじ・ごいdrill01 for 20mins  5101-05 もじ・ごいdrill05 for 20mins 

N5 worksheet17, 18, 19, 20 【５かい かく】 work sheet #15 quiz #14, 15 5101-02 もじ・ごいdrill02 for 20mins  5101-06 もじ・ごいdrill06 for 20mins 

JP/EN501-649 (5040-111/5040-112/5040-113)  【ビデオを みる】quiz #15 5050.N5 漢字（かんじ） 5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル

N5 worksheet21, 22, 23, 24 ,25, 26 【５かい かく】 5050.N5 漢字（かんじ） 50040-018 kanji worksheet09 5204-03 ぶんぽうdrill20 for 20 mins  5204-07 ぶんぽうdrill24 for 20 mins 

5900.N5文法解説（ぶんぽうかいせつ） 50040-019 KANJI N5-10  【ビデオを みる】 50040-020 kanji worksheet10 5204-04 ぶんぽうdrill21 for 20 mins  5204-08 ぶんぽうdrill25 for 20 mins 

14昼休み 【ビデオを みる】 50040-020 kanji worksheet10 5300.N5 聴解（ちょうかい）ドリル 5300.N5 聴解（ちょうかい）ドリル 5202-03 どっかいdrill09 for 20 mins

work sheet #14 　 5300.N5 聴解（ちょうかい）ドリル 5302-01 - 5302-24 5304-01 - 5304-20 5202-04 どっかいdrill10 for 20 mins

quiz #14 5301-30 - 5301-49 5303-01 - 5302-13 5304-21 - 5304-48 5300.N5 聴解（ちょうかい）ドリル

5050.N5 漢字（かんじ） 5301-50 - 5301-74 5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル 5305-01 - 5305-20

50040-017 KANJI N5-9  【ビデオを みる】 5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5203-05 ぶんぽうdrill16 for 20 mins  5101-03 もじ・ごいdrill03 for 20mins  5305-21 - 5305-48

50040-018 kanji worksheet09 5202-02 ぶんぽうdrill11 for 20 mins  5203-06 ぶんぽうdrill17 for 20 mins  5101-04 もじ・ごいdrill04 for 20mins  5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル

5300.N5 聴解（ちょうかい）ドリル 5203-01 ぶんぽうdrill12 for 20 mins  5204-01 ぶんぽうdrill18 for 20 mins  5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5101-07 もじ・ごいdrill07 for 20mins 

5301-01 - 5301-15 5203-02 ぶんぽうdrill13 for 20 mins  5204-02 ぶんぽうdrill19 for 20 mins  5204-05 ぶんぽうdrill22 for 20 mins  5101-08 もじ・ごいdrill08 for 20mins 

5301-16 - 5301-29 5203-03 ぶんぽうdrill14 for 20 mins  5201-14 どっかいdrill05 for 20 mins 5204-06 ぶんぽうdrill23 for 20 mins  5500.N5 文法読解（ぶんぽう・どっかい）テスト

5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5203-04 ぶんぽうdrill15 for 20 mins  5201-15 どっかいdrill06 for 20 mins  5201-16 どっかいdrill07 for 20 mins 5500-03 TEST3 for 50mins

5201-09 ぶんぽうdrill09 for 20 mins  5201-12 どっかいdrill03 for 20 mins 5400.N5 文字・語彙（もじ・ごい）テスト 5201-17 どっかいdrill08 for 20 mins  まとめ・ふりかえり

5202-01 ぶんぽうdrill10 for 20 mins  5201-13 どっかいdrill04 for 20 mins   5401-001 TEST1 for 25mins 

5202-02 どっかいdrill01 for 20 mins  5800.N5 聴解模擬試験（ちょうかい もぎしけん）

5201-11 どっかいdrill02 for 20 mins  Instructions

TEST01

がくしゅうじかん：5じかん がくしゅうじかん：5じかん がくしゅうじかん：5.5じかん がくしゅうじかん：5.5じかん がくしゅうじかん：5.5じかん

もくひょう：ぶんぽうquiz#15で 80％せいかいする もくひょう：ぶんぽうquiz#14, 15で 90％せいかいする もくひょう：ドリルもんだいで50％せいかいする

　  　　   ぶんぽうquiz#14で 80％せいかいする しゅくだい：【かんじ】kanji worksheet10 しゅくだい：【かんじ】kanji worksheet09, 10 しゅくだい：【ふくしゅう】もじ・ごいdrill01/02/03/04 しゅくだい：【ふくしゅう】もじ・ごいdrill05/06/07/08

しゅくだい：【かんじ】kanji worksheet09 【ふくしゅう】ぶんぽうdrill20/21/22/23  【ふくしゅう】ぶんぽうdrill24/25

もくひょう：ぶんぽうどっかいテストで50％せいかいする

きょうのもくひょう：ぶんぽうを おぼえて
えんしゅうをする

きょうのもくひょう：もじ・ごいテストに
ちょうせんする

きょうのもくひょう：ドリルで JLPTのもん
だいに なれよう

きょうのもくひょう：ぶんぽう・どっかいのテ
ストで 60％せいかいする

きょうのもくひょう：ごいと かんじを おぼえ
る

もくひょう：ごいビデオ401-649を みて、にほんご↔えいご
が こたえられる

クエスト15 

クエスト16 



【N5カリキュラム】

こんしゅうのもくひょう：ドリルもんだいを たくさん といて、 ちからを つけよう

day1/WEEK6 day2/WEEK6 day3/WEEK6 day4/WEEK6 day5/WEEK6

　
きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする

5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル 5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル 5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル 5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル 5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル

5102-01 もじ・ごいdrill09 for 20mins  5102-06 もじ・ごいdrill14 for 20mins  5103-04 もじ・ごいdrill20 for 20mins  5104-01 もじ・ごいdrill26 for 20mins  5105-01 もじ・ごいdrill30 for 20mins 

5102-02 もじ・ごいdrill10 for 20mins  5102-07 もじ・ごいdrill15 for 20mins  5103-05 もじ・ごいdrill21 for 20mins  5104-02 もじ・ごいdrill27 for 20mins  5105-02 もじ・ごいdrill31 for 20mins 

5102-03 もじ・ごいdrill11 for 20mins  5102-08 もじ・ごいdrill16 for 20mins  5103-06 もじ・ごいdrill22 for 20mins  5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル

5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5204-18 ぶんぽうdrill35 for 20 mins  5204-23 ぶんぽうdrill40 for 20 mins 

5204-09 ぶんぽうdrill26 for 20 mins  5204-12 ぶんぽうdrill29 for 20 mins  5204-15 ぶんぽうdrill32 for 20 mins  5204-19 ぶんぽうdrill36 for 20 mins  5204-24 ぶんぽうdrill41 for 20 mins 

5204-10 ぶんぽうdrill27 for 20 mins  5204-13 ぶんぽうdrill30 for 20 mins  5204-16 ぶんぽうdrill33 for 20 mins  5204-20 ぶんぽうdrill37 for 20 mins  5205-01 ぶんぽうdrill42 for 20 mins 

5204-11 ぶんぽうdrill28 for 20 mins  　 5204-14 ぶんぽうdrill31 for 20 mins  5204-17 ぶんぽうdrill34 for 20 mins  5204-21 ぶんぽうdrill38 for 20 mins  5205-02 ぶんぽうdrill43 for 20 mins

5203-07 どっかいdrill11 for 20 mins 5203-08 どっかいdrill12 for 20 mins  5203-09 どっかいdrill13 for 20 mins  5204-22 ぶんぽうdrill39 for 20 mins  5600.N5 総合（そうごう）ワークシート

5300.N5 聴解（ちょうかい）ドリル 5300.N5 聴解（ちょうかい）ドリル 5600.N5 総合（そうごう）ワークシート 5203-10 どっかいdrill14 for 20 mins  5602-0102 worksheet01 

5306-01 - 5306-20 5307-01 - 5307-20 5601-05 worksheet05 5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル 5602-0304 worksheet02

5306-21 - 5306-48 5307-21 - 5307-48 5601-06 worksheet06 5104-03 もじ・ごいdrill28 for 20mins  5602-0506 worksheet03

5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル 5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル 5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル 5104-04 もじ・ごいdrill29 for 20mins  5602-0708 worksheet04

5102-04 もじ・ごいdrill12 for 20mins  5103-01 もじ・ごいdrill17 for 20mins  5103-07 もじ・ごいdrill23 for 20mins  5600.N5 総合（そうごう）ワークシート 5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル

5102-05 もじ・ごいdrill13 for 20mins  5103-02 もじ・ごいdrill18 for 20mins  5103-08 もじ・ごいdrill24 for 20mins  5601-07 worksheet07 5105-05 もじ・ごいdrill32 for 20mins 

5600.N5 総合（そうごう）ワークシート 5103-03 もじ・ごいdrill19 for 20mins  5103-09 もじ・ごいdrill25 for 20mins  5601-08 worksheet08 5105-06 もじ・ごいdrill33 for 20mins 

5601-01 worksheet01 5600.N5 総合（そうごう）ワークシート 5400.N5 文字・語彙（もじ・ごい）テスト 5601-09 worksheet09 5500.N5 文法読解（ぶんぽう・どっかい）テスト

5601-02 worksheet02 5601-03 worksheet03 5401-002 TEST2 for 25mins  5601-10 worksheet10 5500-03 TEST4 for 50mins

 5800.N5 聴解模擬試験（ちょうかい もぎしけん） 5601-04 worksheet04  5800.N5 聴解模擬試験（ちょうかい もぎしけん）

TEST02 TEST03

がくしゅうじかん：7じかん がくしゅうじかん：7じかん がくしゅうじかん：7じかん がくしゅうじかん：7じかん がくしゅうじかん：7じかん

もくひょう：ドリルもんだいで 60%せいかいする もくひょう：ドリルもんだいで 60%せいかいする もくひょう：ドリルもんだいと テストで 60%せいかいする もくひょう：ドリルもんだいで 60%せいかいする もくひょう：ドリルもんだいと テストで 60%せいかいする

           【ふくしゅう】ぶんぽうdrill25/26/27 　　       【ふくしゅう】ぶんぽうdrill29/30/31            【ふくしゅう】ぶんぽうdrill32/33/34          【ふくしゅう】ぶんぽうdril35/36/37/38/39        【ふくしゅう】ぶんぽうdrill40/41/42/43

きょうのもくひょう：ちょうかいもしに ちょう
せんしよう

きょうのもくひょう： えんしゅうもんだい
で 60％とろう

きょうのもくひょう：もじ・ごいテストで
60％とろう

きょうのもくひょう：えんしゅうもんだいで
60％とろう

きょうのもくひょう：ぶんぽう・どっかいのテ
ストで 60％せいかいする

しゅくだい：【ふくしゅう】もじ・ごい
drill09/10/11/12/13

しゅくだい：【ふくしゅう】もじ・ごい
drill14/15/16/17/18/19

しゅくだい：【ふくしゅう】もじ・ごい
drill20/21/22/23/24/25

しゅくだい：【ふくしゅう】もじ・ごい
drill26/27/28/29

しゅくだい：【ふくしゅう】もじ・ごいdrill30/31/32/33

クエスト17 



【N5カリキュラム】

こんしゅうのもくひょう：もんだいを せいかくにといて、スコアを あげよう

day1/WEEK7 day2/WEEK7 day3/WEEK7 day4/WEEK7 day5/WEEK7

　

きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする

5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル 5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル 5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル 5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル 5100.N5 文字・語彙（もじ・ごい）ドリル

5105-05 もじ・ごいdrill034 for 20mins  5106-01 もじ・ごいdrill38 for 20mins 5106-03 もじ・ごいdrill40 for 20mins 5106-05 もじ・ごいdrill42 for 20mins 5107-01 もじ・ごいMINI TEST for 20 mins

5105-06 もじ・ごいdrill035 for 20mins  5106-02 もじ・ごいdrill39 for 20mins 5106-04 もじ・ごいdrill41 for 20mins 5106-06 もじ・ごいdrill43 for 20mins 5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル

5105-07 もじ・ごいdrill036 for 20mins  5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5207-01 ぶんぽうMINI TEST1 for 25 mins

5105-08 もじ・ごいdrill037 for 20mins  5205-05 ぶんぽうdrill46 for 20 mins 5205-09 ぶんぽうdrill50 for 20 mins 5206-02 ぶんぽうdrill53 for 20 mins 5207-02 ぶんぽうMINI TEST2 for 25 mins 

5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5205-06 ぶんぽうdrill47 for 20 mins 5205-10 ぶんぽうdrill51 for 20 mins 5206-03 ぶんぽうdrill54 for 20 mins  5600.N5 総合（そうごう）ワークシート

5205-03 ぶんぽうdrill44 for 20 mins 5205-07 ぶんぽうdrill48 for 20 mins 5206-01 ぶんぽうdrill52 for 20 mins 5206-04 ぶんぽうdrill55 for 20 mins 5604-192021 worksheet09

5205-04 ぶんぽうdrill45 for 20 mins 　 5205-08 ぶんぽうdrill49 for 20 mins 5206-08 どっかいdrill18 for 20 mins 5206-05 ぶんぽうdrill56 for 20 mins 5604-222324 worksheet10

5203-11 どっかいdrill15 for 20 mins 5206-06 どっかいdrill16 for 20 mins 5600.N5 総合（そうごう）ワークシート 5206-09 どっかいdrill19 for 20 mins 5605-0102 worksheet01 

5203-12 どっかいdrill16 for 20 mins 5206-07 どっかいdrill17 for 20 mins 5603-07 worksheet07 5206-10 どっかいdrill20 for 20 mins 5605-0304 worksheet02

5600.N5 総合（そうごう）ワークシート 5600.N5 総合（そうごう）ワークシート 5603-08 worksheet08 5600.N5 総合（そうごう）ワークシート 5605-0506 worksheet03

5602-0910 worksheet05 5603-01 worksheet01 5603-09 worksheet09 5604-0506 worksheet03 5605-0708 worksheet04

5602-1112 worksheet06 5603-02 worksheet02 5603-10 worksheet10 5604-0708 worksheet04 5605-0910 worksheet05

5602-131415 worksheet07 5603-03 worksheet03 5604-0102 worksheet01 5604-0910 worksheet05 5605-1112 worksheet06

5602-161718 worksheet08 5603-04 worksheet04 5604-0304 worksheet02 5604-1112 worksheet06 5400.N5 文字・語彙（もじ・ごい）テスト

5602-192021 worksheet09 5603-05 worksheet05 5400.N5 文字・語彙（もじ・ごい）テスト 5604-131415 worksheet07 5401-004 TEST4 for 25mins 

5602-222324 worksheet10 5603-06 worksheet06 5401-003 TEST3 for 25mins  5604-161718 worksheet08 5500.N5 文法読解（ぶんぽう・どっかい）テスト

 5800.N5 聴解模擬試験（ちょうかい もぎしけん） 5800.N5 聴解模擬試験（ちょうかい もぎしけん） 5500-05 TEST5 for 50mins

TEST04 TEST05  5800.N5 聴解模擬試験（ちょうかい もぎしけん）

TEST06

がくしゅうじかん：7.5じかん がくしゅうじかん：7じかん がくしゅうじかん：7じかん がくしゅうじかん：7じかん がくしゅうじかん：7.5じかん

もくひょう：ドリルともしで 60%せいかいする もくひょう：ドリルで 60%せいかいする もくひょう：ドリルともしで 60%せいかいする もくひょう：ドリルで 60%せいかいする もくひょう：ドリルともしで 60%せいかいする

しゅくだい：【ふくしゅう】もじ・ごいdrill34/35/36/37 しゅくだい：【ふくしゅう】もじ・ごいdrill38/39 しゅくだい：【ふくしゅう】もじ・ごいdrill40/41 しゅくだい：【ふくしゅう】もじ・ごいdrill42/43 しゅくだい：【ふくしゅう】もじ・ごいMINI TEST

                  【ふくしゅう】ぶんぽうdrill44/45            【ふくしゅう】ぶんぽうdrill46/47/48/49              【ふくしゅう】ぶんぽうdrill50/51/52            【ふくしゅう】ぶんぽうdrill53/54/55/56               【ふくしゅう】ぶんぽうMINI TEST1/2

きょうのもくひょう：ちょうかいもしで 60％と
ろう

きょうのもくひょう： ワークシートで まと
めを しよう

きょうのもくひょう：テストもんだいで 60％
とろう

きょうのもくひょう：ワークシートで まと
めを しよう

きょうのもくひょう：フルもしに ちょうせん
しよう

クエスト18 



【N5カリキュラム】

こんしゅうのもくひょう：ワークシートと もぎしけんで N5の まとめを しよう 

day1/WEEK8 day2/WEEK8 day3/WEEK8 day4/WEEK8 day5/WEEK8

きょうのもくひょう：もぎしけんで 70％とろう きょうのもくひょう：もぎしけんで 70％とろう きょうのもくひょう：もぎしけんで 70%とろう

　
きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする きょうの よていを かくにんする

5600.N5 総合（そうごう）ワークシート 5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5400.N5 文字・語彙（もじ・ごい）テスト

5605-1314 worksheet07 5207-03 ぶんぽうMINI TEST3 for 25 mins 5207-05 ぶんぽうMINI TEST5 for 25 mins 5207-07 ぶんぽうMINI TEST7 for 25 mins 5401-007 TEST7 for 25mins 

5605-151617 worksheet08 5207-04 ぶんぽうMINI TEST4 for 25 mins  5207-06 ぶんぽうMINI TEST6 for 25 mins  5207-08 ぶんぽうMINI TEST8 for 25 mins  5500.N5 文法読解（ぶんぽう・どっかい）テスト

5605-181920 worksheet09 5600.N5 総合（そうごう）ワークシート 5600.N5 総合（そうごう）ワークシート 5600.N5 総合（そうごう）ワークシート 5500-07 TEST7 for 50mins

5605-21222324 worksheet10 5606-1314 worksheet07 5607-07 worksheet07 5607-05 worksheet05  5800.N5 聴解模擬試験（ちょうかい もぎしけん）

5606-0102 worksheet01  5606-1516 worksheet08 5607-0809 worksheet08 5607-06 worksheet06 TEST09

5606-0304 worksheet02 5606-1718 worksheet09 5607-1011 worksheet09 5607-07 worksheet07 5600.N5 総合（そうごう）ワークシート

5606-0506 worksheet03 　 5606-192021 worksheet10 5607-1213 worksheet10 5607-0809 worksheet08 5608-0809 worksheet07

5606-0708 worksheet04 5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5607-01 worksheet01 5607-1011 worksheet09 5608-10 worksheet08

5606-0910 worksheet05 5208-01 ぶんぽう・どっかいMINI TEST for 30 mins  5607-02 worksheet02 5607-1213 worksheet10 5608-1112 worksheet09

5606-1112 worksheet06 5600.N5 総合（そうごう）ワークシート 5607-03 worksheet03 5608-01 worksheet01 5608-1314 worksheet10

5400.N5 文字・語彙（もじ・ごい）テスト 5607-01 worksheet01 5607-04 worksheet04 5608-02 worksheet02 5400.N5 文字・語彙（もじ・ごい）テスト

5401-005 TEST5 for 25mins  5607-02 worksheet02 5400.N5 文字・語彙（もじ・ごい）テスト 5608-03 worksheet03 5401-008 TEST8 for 25mins 

5500.N5 文法読解（ぶんぽう・どっかい）テスト 5607-03 worksheet03 5401-006 TEST6 for 25mins  5608-04 worksheet04 5500.N5 文法読解（ぶんぽう・どっかい）テスト

5500-06 TEST6 for 50mins 5607-04 worksheet04 5200.N5 文法・読解（ぶんぽう・どっかい）ドリル 5608-05 worksheet05 5500-08 TEST8 for 50mins

 5800.N5 聴解模擬試験（ちょうかい もぎしけん） 5607-05 worksheet05 5206-11 ぶんぽう・どっかいMOCK TEST for 50 mins  5608-0607 worksheet06  5800.N5 聴解模擬試験（ちょうかい もぎしけん）

TEST07 5607-06 worksheet06  5800.N5 聴解模擬試験（ちょうかい もぎしけん） TEST10

TEST08

がくしゅうじかん：7じかん がくしゅうじかん：7じかん がくしゅうじかん：7じかん がくしゅうじかん：7じかん がくしゅうじかん：6じかん

もくひょう：もぎしけんで 70%せいかいする もくひょう：MINI TESTで 70% せいかいする もくひょう：もぎしけんで 70% せいかいする もくひょう：もぎしけんで 70% せいかいする もくひょう：もぎしけんで 70% せいかいする

しゅくだい：【ふくしゅう】ぶんぽうMINI TEST3/4 しゅくだい：【ふくしゅう】ぶんぽうMINI TEST5/6 しゅくだい：【ふくしゅう】ぶんぽうMINI TEST7/8

きょうのもくひょう： ワークシートで まと
めを しよう

きょうのもくひょう：ワークシートで まと
めを しよう

クエスト19 

クエスト20 


