
本教材をお使いになる方へ 

How to use this study material 
 

『オンライン日本語 N3 コース』は、日本語能力試験N3レベルの会話・語彙・文

法・読解を学習する eラーニング教材です。映像や音声による日本語能力試験の勉強

を通して、日本語のコミュニケーション能力を身につけることができます。 

この教材は日本語を母国語としない人を対象にしています。N5、N4レベルの日本

語をすでに習得した学習者でも、一般の中級日本語の学習者でも、中級ビジネス日本

語を勉強したい学習者でも、日本語能力試験 N3の受験生にもご利用いただける教材

になっております。漢字に馴染みが無い国の方でも勉強ができるように、すべての漢

字の上に、ひらがなのルビが付いています。 

すべての課の例文には英語を併記しています。また、ナレーション全てに英語字幕を

表示しているので、ナレーション全てに英語字幕が入っているので、初級日本語学習

が気軽に勉強ができます。 

“Online Japanese N3 Course” is an e-learning study material which you can learn 

JLPT level N3 conversation, vocabulary, grammar and reading comprehension. Along 

with studying the JLPT contents, you can attain communication proficiency through 

sounds and videos.  

These materials are intended for those whose native language is not Japanese. This 

course can be used for: Learners who already mastered N5 and N4 level Japanese, 

learners who want to study general intermediate Japanese and intermediate business 



Japanese, and those taking the JLPT N3.For those countries unfamiliar with kanji, 

hiragana characters are added above all of the kanji, so that learners can study 

effectively. 

All of the lesson examples are shown in English, so that all learners can study 

effectively. In addition, all of the narration contains English subtitles, so that those 

beginner Japanese learners can freely study the materials. 

 

１.構成   Components 

この教材は、映像、PDF テキスト、N3文法リスト、N3語彙リスト、日本語チェック

テスト(e ラーニングのご利用のみ)があります。 

『オンライン日本語N3コース』は全部で 10課で構成されています。 

These materials include videos, PDF textbooks, N3 grammar lists, N3 vocabulary lists, 

and Japanese Check tests (e-learning use only). 

The “Online Japanese N3 Course” consists a total of 10 lessons.  

 

2.映像内容 Video Content 

1)目標 Goals 

その課で何を学習するのか、またその課の勉強を通して、何ができるようになるのか

が分かります。 

It is written in this lesson what you will learn, and through studying the lesson, what 

you will become able to do. 



2)会話 Conversation 

日本でのさまざまな日常生活のシーンを見せます。日本で生活する外国人が登場し、

日本人と交流する際の会話を学習内容としてあげていきます。 

You will be shown various scenes of daily life in Japan. As part of the learning content, 

foreigners living in Japan appear, interacting with Japanese people through 

conversation.  

 

3)語彙 Vocabulary 

会話内で出てくる新しい単語やその関連単語を紹介します。また、キーワードについ

て、詳しく説明し、そのキーワードの使い方と応用の例文を紹介します。一部の語彙

はN3 レベルではありませんが、関連語彙として一緒に覚えておいたほうがよいもの

は、語彙表に入れております。 

New words that were used in the conversation, as well as related words, will be 

introduced. These keywords will be explained in full detail, in addition to showing 

example sentences on how to use them. Part of the vocabulary is not level N3, but for 

the benefit of memorizing related vocabulary, they are inserted in the vocabulary 

table.  

 

4)文法 Grammar 

その課で学ぶ基本文法をあげてあります。日本語能力試験N3レベルの文法項目です。 

文型の使い方を詳しく解説し、いくつかの例文をあげて、基本文型が実際どのように

使われているのかがわかるようになっています。さらに、文法項目ごとに練習問題を

設置しており、学習者はその文法をしっかり理解することができます。 



Basic grammar is learned in every lesson section, all of which are JLPT level N3 

grammar points. How to use the detailed sentence patterns are explained, along with 

some example sentences, so that you can begin to understand how the detailed 

sentences patterns are used. In addition, during the more complex grammar points, 

practice exercises are included so the learner can firmly understand.  

 

5)まとめ Conclusion 

語彙、文法の勉強が一通り終えたら、もう一度会話の映像を字幕なしで視聴します。

すでに学習した語彙、文法の理解度を確認できます。また、リスニングの練習にもな

ります。 

When the studying of the vocabulary and grammar has been completed, you will 

watch the lesson’s conversation video one more time, but without subtitles. This is so 

you can confirm that you understand the vocabulary and grammar that you learned. 

While there are no subtitles, this gives you the opportunity to practice your listening 

skills. 

 

6)読解 Reading Comprehension 

読解の部分では、日常的な話題、日本語の文章、新聞の見出しなどを読み、文章を理

解した上で、先生からの質問に答えてもらいます。 

In the reading comprehension section, you will be asked to answer questions from me 

after reading and understanding everyday topics, Japanese sentences, newspaper 

headlines, etc.. 



 

7)日本語チェックテスト（e ラーニングのみ）Japanese Check Test (e-learning only) 

e ラーニングで受講する場合では、映像教材を視聴した後、テストを受けることがで

きます。テストの問題はその課の学習内容に合わせた問題です。学習者は自分の理解

度チェックをすることができます。 

For those taking part in e-learning, a test can be taken after watching the video 

materials. The test questions correspond to the learning contents of the lesson. 

Through this, learners will be able to check their own level of understanding. 

 

3. PDF テキスト PDF Textbook 

PDF テキストは 学習者用テキストブックとだと思ってください。予習・復習・練習

に活用できます。 PDF テキストは受講前にプリントして、映像教材とあわせて使用

することをお勧めします。 

また、講座内容以外でいくつかの課には付録も付属し、日常生活でよく使うさまざま

種類の語彙が載せてあります。 

The PDF textbook is used as a textbook for learners to understand the lessons. You 

can take full advantage of the preparation, review, and practice. Before the lesson, it is 

recommended that the PDF textbook be printed, and used in conjunction with the 

video materials. In addition to the course content, some of the lessons include an 

appendix, which includes various types of vocabulary often used in daily life. 

  



4.学習項目リスト Learning Contents List 

この教材の学習項目をリストに整理しました。文法リストと語彙リストです。 レッ

スンの内容がわかるようになっています。 

A learning contents list, which consists of a grammar list and a vocabulary list, is 

organized and included with these materials, so you can understand the lesson’s 

contents 

 

5.表記 Notation 

『オンライン日本語N3コース』は漢字に馴染みが無い国の方でも勉強ができるよう

に、すべての漢字に振り仮名をつけています。 

For the learners those countries unfamiliar with kanji, hiragana characters are added 

above all of the kanji in “Online Japanese N3 Course”, so that learners can study 

effectively. 

 

  



６.品詞リストと活用形 

Parts of Speech List and Conjugation Forms 

日本語 Japanese 英語 English Abbreviation 

動詞 verb v. 

グループ 1動詞 group1 verb G1 

グループ 2動詞 group2 verb G2 

グループ 3動詞 group3 verb G3 

助動詞  modal verb modal v. 

代動詞 auxiliary verb aux. v. 

い形容詞 い－adjective い－adj. 

な形容詞 な－adjective な－adj. 

冠詞 articles artc. 

助数詞 counter suffixes counters 

名詞 noun n. 

代名詞 pronoun pron. 

連体詞 pre-noun adjectival n. adj.  

副詞 adverb adv.  

接続詞 conjunction conj. 

感動詞 interjection interj. 

前置詞 preposition prep. 

疑問詞 interrogatives interr. 



助詞 post-positional particle particle 

指示詞 demonstrative   

指示代名詞 demonstrative pronoun   

促音 a double consonant    

濁音 a dull sound   

副助詞 adverbial particle   

感嘆詞 interjection   

形容動詞 adjective verb   

半濁音 P‐sound    

不定 indefinite   

疑問代名詞 interrogative pronoun   

格助詞 case particle   

属性 attributive position   

Ｘ行 Row Ex. た行 た Row 

Ｘ段 Column Ex.あ段 あ Column 

活用形 a conjugated form 

丁寧体 polite style   

普通体 plain  style   

丁寧形 polite form   

普通形 plain form   

現在否定 present negative   

過去肯定 past affirmative   



過去完了 past perfect tense   

終助詞 sentence-ending particle   

非過去 non-past tense   

非過去否定 non-past tense negative   

移動動詞 movement verb   

辞書形 dictionary form   

ます形 ます-form   

て形 て-form   

ない形 ない-form   

た形 た-form   

固有名詞 proper noun   

現在進行形 present progressive form   

接続助詞 conjunctive particle   

程度副詞 degree adverb   

修飾する modify   

格助詞 case particle   

副詞用法の形 adverb usage form   

逆接 contradictory conjunction   

述語 predicative   

人称代名詞 personal pronoun   

一人称代名詞 first person pronoun   

疑問副詞 interrogative adverb   



普通体 plain style   

丁寧体 polite style   

普通形 plain form   

丁寧形 polite form   

連用形 conjunctive form   

普通形 plain form 

接尾詞 suffix   

直接引用 direct quote   

間接引用 indirect quote   

最上級 superlative (degree)   

文型 sentence pattern pattern 

動作主 agent   

過去否定 past negative   

他動詞 transitive verb vt. 

自動詞 intransitive verb vi. 

可能形 potential form   

意向形 volitional form   

使役形 causative form   

条件形 conditional form   

受身形 passive form   

命令形 imperative form   

訓読み Japanese reading   



音読み phonetic reading   

語幹 theme   

連語 collocation   

名詞化 nominalizer/nominalization   

縮約形 contractions   

状態動詞 stative verbs   

継続動詞 durative verbs   

瞬間動詞 punctual verbs   

第四種の動詞 verbs of the fourth group   

使役受身形 causative-passive form   

 

動詞の接続の示し方   

Showing the connections of verbs 

 

ます形：V[ます-form]ます 

例 example：「行き」ます           「行き」＝ ます-form 

 

ない形：V[ない-form]ない 

例 example：「行か」ない          「行か」＝ ない-form 

 

て形： V[て-form] 

例 example：「食べて」ください。    「食べて」＝ て-form 

 

た形： V[た-form] 

例 example：「帰った」ほうがいいです。「帰った」＝ た-form 


