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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか

しかった (아직 어려웠다)　　　★★☆：できた (해냈다)　　　★★★：よくできた (잘 해냈다)

第1課　レストランで働いています　레스토랑에서 일하고 있어요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. お久しぶりです
☆☆☆

01
久しぶりに会った人とあいさつをすることができる。
오랜만에 만난 사람과 인사를 할 수 있다. 

2. 日本に来てどのぐらいですか？
☆☆☆

02
身近な人に聞かれたとき、自分の近況を簡単に話すことができる。
가까운 사람이 물었을 때 자신의 근황을 간단하게 말할 수 있다. 

3. 日本では何をしていますか？
☆☆☆

03
日本でしている仕事について、簡単に話すことができる。
일본에서 하고 있는 일에 대해 간단하게 말할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第2課　ゲームをするのが好きです　게임하는 것을 좋아해요 

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 趣味は料理をすることです
☆☆☆

04
趣味や好きなことについて、簡単に話すことができる。
취미나 좋아하는 것에 대해 간단하게 말할 수 있다. 

2. 休みの日は何をしますか？
☆☆☆

05
休みの日の過ごし方について、質問したり、質問に答えたりすることができる。
휴일을 보내는 법에 대해 질문하거나 질문에 대답할 수 있다. 

3. スタッフ紹介�
☆☆☆

06
店や施設などに貼られているスタッフ紹介を読んで、家族や趣味などについて理解することができる。
가게나 시설 등에 붙어 있는 직원 소개를 읽고 가족이나 취미 등에 대해 이해할 수 있다. 

4. 自己紹介
☆☆☆

07
職場に掲示するスタッフ紹介用に、自分の趣味や休みの日にすることなどを簡単に書くことができる。
직장에 게시할 직원 소개용에 자신의 취미와 휴일에 하는 일 등을 간단하게 쓸 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

今の私
지금의 나

▶トピック
　주제



初級1　Can-doチェック- 2 ©The Japan Foundation

Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか

しかった (아직 어려웠다)　　　★★☆：できた (해냈다)　　　★★★：よくできた (잘 해냈다)

第3課　冬はとても寒くなります　겨울은 매우 추워져요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 春は桜の花が咲きます
☆☆☆

08 日本の四季についての短い動画を見て、季節の特徴を理解することができる。
일본의 사계절에 대한 짧은 동영상을 보고 계절의 특징을 이해할 수 있다. 

2. どんな季節がありますか？
☆☆☆

09 自分の国の季節の特徴について、簡単に話すことができる。
자기 나라 계절의 특징에 대해 간단하게 말할 수 있다. 

3. もみじの景色がきれいですから
☆☆☆

10 自分が好きな季節とその理由について、簡単に話すことができる。
자기가 좋아하는 계절과 그 이유에 대해 간단하게 말할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第4課　昨日はすごい雨でしたね　어제는 비가 엄청났죠

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 朝から暑いですね
☆☆☆

11 天気の話題に触れながら、あいさつをすることができる。
날씨에 대한 화제를 언급하면서 인사를 할 수 있다. 

2. 明日は晴れるでしょう
☆☆☆

12 天気予報を聞いて、だいたいの内容を理解することができる。
일기예보를 듣고 대체적인 내용을 이해할 수 있다. 

3. 台風が来てます
☆☆☆

13 天気を話題にした SNSの短い書き込みを読んで、内容を理解することができる。
날씨를 화제로 한 SNS의 짧은 글을 읽고 내용을 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

季節と天気
계절과 날씨

▶トピック
　주제



初級1　Can-doチェック- 3 ©The Japan Foundation

Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか

しかった (아직 어려웠다)　　　★★☆：できた (해냈다)　　　★★★：よくできた (잘 해냈다)

第5課　とてもにぎやかで便利です　아주 번화하고 편리합니다

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. この町はどうですか？
☆☆☆

14 住んでいる町の感想を簡単に話すことができる。
살고 있는 동네에 대한 감상을 간단하게 말할 수 있다. 

2. 場所は不便だけどきれいですよ
☆☆☆

15 町のおすすめの場所について質問して、その答えを理解することができる。
동네의 추천 장소에 대해 질문하고 그 대답을 이해할 수 있다. 

3. タウンマップ
☆☆☆

16 町の案内図を見て、名所やお店などについての情報を読み取ることができる。
동네 안내도를 보고 명소와 가게 등에 대한 정보를 파악할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第6課　郵便局はどう行ったらいいですか？　우체국은 어떻게 가면 되나요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. バス停はどこですか？�
☆☆☆

17 ほかの人に道をたずねて、その答えを理解することができる。
다른 사람에게 길을 물어보고 그 대답을 이해할 수 있다. 

2. そちらに行きたいんですが…
☆☆☆

18 電話で道をたずねて、その答えを理解することができる。
전화로 길을 물어보고 그 대답을 이해할 수 있다. 

3. この先に白くて大きな家があります
☆☆☆

19 車に乗せてもらったときなどに、目的地までの行き方を伝えることができる。
차를 얻어 탔을 때 등 목적지까지 가는 법을 알려 줄 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

私の町
우리 동네

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか

しかった (아직 어려웠다)　　　★★☆：できた (해냈다)　　　★★★：よくできた (잘 해냈다)

第7課　道に迷ってちょっと遅れます　길을 잃어서 조금 늦습니다

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 何時にどこですか？
☆☆☆

20 待ち合わせや集合の時間と場所を質問して、その答えを理解することができる。
만날 약속이나 집합 시간과 장소를 질문하고 그 대답을 이해할 수 있다. 

2. 明日、何時にしますか？
☆☆☆

21 待ち合わせの時間と場所を相談して決めることができる。
만날 약속 시간과 장소를 상의해서 정할 수 있다. 

3. 電車が止まりました
☆☆☆

22 待ち合わせの相手からの遅刻を知らせるメッセージを読んで、内容を理解することができる。
약속 상대로부터 지각을 알리는 메시지를 읽고 내용을 이해할 수 있다. 

4. 30 分おくれます
☆☆☆

23 待ち合わせに遅れることを伝えるメッセージを書くことができる。
약속에 늦는 것을 전하는 메시지를 쓸 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第8課　野球、したことありますか？　야구해 본 적 있나요?

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. もう行きましたか？
☆☆☆

24 相手の経験や興味をたずねながら、食事や買い物、イベントなどに誘うことができる。
상대의 경험이나 흥미에 대해 물어보면서 식사나 쇼핑, 이벤트 등에 같이 가자고 권할 수 있다. 

2. このあと、どうしますか？
☆☆☆

25 いっしょに外出しているとき、次に何をするか、どこに行くか、話し合うことができる。
함께 외출했을 때 다음에 무엇을 할지, 어디에 갈지, 의논할 수 있다. 

3. パンダがかわいかったです
☆☆☆

26 いっしょに参加したイベントの感想を、相手に伝えることができる。
함께 참가했던 이벤트에 대한 감상을 상대에게 전할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

いっしょに出かける
함께 외출하기

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか

しかった (아직 어려웠다)　　　★★☆：できた (해냈다)　　　★★★：よくできた (잘 해냈다)

第9課　読み方を教えてもらえませんか？　읽는 법을 알려줄 수 있나요?

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. どこで日本語を勉強しましたか？
☆☆☆

27 日本語の学習経験について、簡単に話すことができる。
일본어 학습 경험에 대해 간단하게 말할 수 있다. 

2. 会話は得意です
☆☆☆

28 日本語の勉強について、感想やコメントを言うことができる。
일본어 공부에 대해 감상이나 의견을 말할 수 있다. 

3. 日本語をチェックしてもらえませんか？
☆☆☆

29 日本語で困ったときなどに、ほかの人に手伝いを頼むことができる。
일본어 때문에 곤란해졌을 때 등 다른 사람에게 도움을 청할 수가 있다. 

4. いい練習のし方がありますか？
☆☆☆

30 日本語学習についてのネットの掲示板を読んで、おすすめの学習方法が理解できる。
일본어 학습에 관한 인터넷 게시판을 읽고 추천 학습 방법을 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第10課　日本語教室に参加したいんですが…　일본어 교실에 참가하고 싶은데요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 教室案内
☆☆☆

31 公民館などの講座の案内を見て、場所や日時などの情報を読み取ることができる。
공민관 등의 강좌 안내를 보고 장소와 일시 등의 정보를 파악할 수 있다. 

2. 合気道をやってみたいんですが…
☆☆☆

32 役所の窓口などで、興味のある講座について質問して、その答えを理解することができる。
관공서 창구 등에서 흥미가 있는 강좌에 대해 질문하고 그 대답을 이해할 수 있다. 

3. 日本語のクラスはどうですか？
☆☆☆

33 地域の日本語教室について、友人に質問したり、質問に答えたりすることができる。
지역 일본어 교실에 대해 친구에게 질문하거나 질문에 대답할 수 있다. 

4. 高校のとき、少し勉強しました
☆☆☆

34 日本語教室に参加する前に、学習歴や学習希望などについての簡単なインタビューに答えることができる。
일본어 교실에 참가하기 전에 학습 경력이나 학습 희망 등에 대한 간단한 인터뷰에 대답할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

日本語学習
일본어 학습

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか

しかった (아직 어려웠다)　　　★★☆：できた (해냈다)　　　★★★：よくできた (잘 해냈다)

第11課　肉と野菜は私が買って行きます　고기와 채소는 제가 사 갈게요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. だれが何を持って行きますか？
☆☆☆

35 バーベキューなどをするとき、だれが何を準備するか話し合うことができる。
바비큐 등을 할 때 누가 무엇을 준비할지 의논할 수 있다. 

2. どっちがいいですか？
☆☆☆

36 ホームパーティーなどをするとき、何を買えばいいか話し合うことができる。
홈파티 등을 할 때 무엇을 사면 좋을지 의논할 수 있다. 

3. この料理、卵を使ってますか？
☆☆☆

37 店の人などに、食べ物の材料や消費期限について質問して、その答えを理解することができる。
가게 직원 등에게 음식 재료나 유통기한에 대해 질문하고 그 대답을 이해할 수 있다. 

4. 食品表示�
☆☆☆

38 食品表示を見て、食べられないものが入っていないかを確認することができる。
식품 표시를 보고 못 먹는 것이 들어 있지는 않은지 확인할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第12課　お弁当、おいしそうですね　도시락, 맛있어 보이네요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 辛そうな料理ですね
☆☆☆

39 食べ物を見て、見た目から感じた印象を言うことができる。
음식을 보고 겉모양에서 느낀 인상을 말할 수 있다. 

2. 甘くておいしいですね
☆☆☆

40 食べ物をすすめられたとき、食べて感想を言うことができる。
음식을 권유받았을 때 먹고 감상을 말할 수 있다. 

3. 卵の料理です
☆☆☆

41 料理について、味や材料などを質問したり、質問に答えたりすることができる。
요리에 대해 맛과 재료 등을 질문하거나 질문에 대답할 수 있다. 

4. カップ焼きそばの作り方�
☆☆☆

42 インスタント食品などの作り方の説明を読んで、手順を理解することができる。
인스턴트식품 등의 만드는 법 설명을 읽고 순서를 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

おいしい料理
맛있는 요리

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか

しかった (아직 어려웠다)　　　★★☆：できた (해냈다)　　　★★★：よくできた (잘 해냈다)

第13課　あと10 分ぐらいで終わりそうです　앞으로 10분 정도면 끝날 것 같아요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. パソコンが動かないんですが…
☆☆☆

43 職場で困ったことがあったとき、上司などに状況を伝えることができる。
직장에서 곤란한 일이 생겼을 때 상사 등에게 상황을 전달할 수 있다. 

2. どのぐらいかかりそうですか？
☆☆☆

44 仕事の作業状況を聞かれたとき、簡単に答えることができる。
일의 작업 상황을 물었을 때 간단하게 대답할 수 있다. 

3. コピー機の使い方を教えてもらえませんか？
☆☆☆

45 職場で、機械の使い方などについて質問して、その答えを理解することができる。
직장에서 기계 사용법 등에 대해 질문하고 그 대답을 이해할 수 있다. 

4. 会議の準備は、どうしますか？�
☆☆☆

46 職場で、仕事のやり方の説明や指示を聞いて、理解することができる。
직장에서 업무 방식에 대한 설명과 지시를 듣고 이해할 수 있다. 

5. お知らせのメール
☆☆☆

47 仕事上の簡単な連絡のメールを読んで、内容を理解することができる。
업무상의 간단한 연락 메일을 읽고 내용을 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第14課　休みを取ってもいいでしょうか？　휴가를 받아도 될까요?

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 少し遅くなります
☆☆☆

48 職場に、電話で休みや遅刻の連絡をすることができる。
직장에 전화로 휴가나 지각에 관한 연락을 할 수 있다. 

2. トイレに行って来てもいいですか？
☆☆☆

49 仕事の持ち場を離れるとき、周りの人に許可を求めることができる。
일하던 자리를 비울 때 주변 사람에게 허가를 구할 수 있다. 

3. 明日の午後、早退してもいいでしょうか？
☆☆☆

50 職場で、休暇を取りたいときなどに、事前に許可を求めることができる。
직장에서 휴가를 얻고 싶을 때 등에 사전에 허가를 구할 수 있다. 

4. 休暇届を出してください
☆☆☆

51 休暇届などの書類の記入方法について質問して、その答えを理解することができる。
휴가신청서 등의 서류의 기입 방법에 대해 질문하고 그 대답을 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

仕事の連絡
업무에 관한 연락

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか

しかった (아직 어려웠다)　　　★★☆：できた (해냈다)　　　★★★：よくできた (잘 해냈다)

第15課　熱があってのどが痛いんです　열이 나고 목이 아파요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 今日はどうしましたか？
☆☆☆

52 病院で、自分の症状を簡単に伝えることができる。
병원에서 자신의 증상을 간단하게 전할 수 있다. 

2. インフルエンザですね
☆☆☆

53 病院で、医者の指示を聞いて理解することができる。
병원에서 의사의 지시를 듣고 이해할 수 있다. 

3. 問診票
☆☆☆

54 病院の受付で、問診票の必要な項目に記入することができる。
병원 접수처에서 문진표에 필요한 항목을 기입할 수 있다. 

4. 熱を下げるお薬です
☆☆☆

55 薬の説明を聞いて、用法や注意点を理解することができる。
약에 대한 설명을 듣고 용법과 주의점을 이해할 수 있다. 

5. 薬の説明
☆☆☆

56 薬の説明を読んで、用法や用量を理解することができる。
약에 대한 설명을 읽고 용법과 용량을 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第16課　食べすぎないようにしています　너무 많이 먹지 않도록 하고 있습니다

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 具合が悪そうですね
☆☆☆

57 体調が悪いときの対処法をアドバイスしたり、アドバイスを聞いて理解したりすることができる。
몸 상태가 안 좋을 때의 대처법을 조언하거나, 조언을 듣고 이해할 수 있다. 

2. 夜は早く寝るようにしています
☆☆☆

58 自分が健康のために気をつけていることを話すことができる。
자신이 건강을 위해 신경 쓰고 있는 것을 말할 수 있다. 

3. 食中毒が増えています
☆☆☆

59 流行している病気のニュースを見て、病名や症状、予防法など、だいたいの内容を理解することができる。
유행 중인 병에 관한 뉴스를 보고 병명과 증상, 예방법 등 대체적인 내용을 이해할 수 있다. 

4. 病気予防のポスター
☆☆☆

60 病院などで病気に関するポスターを見て、症状や予防法などを理解することができる。
병원 등에서 병에 관한 포스터를 보고 증상과 예방법 등을 이해할 수 있다. 

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

健康な生活
건강한 생활

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか

しかった (아직 어려웠다)　　　★★☆：できた (해냈다)　　　★★★：よくできた (잘 해냈다)

第17課　兄がくれたお守りです　형이 준 부적이에요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. ごめんください
☆☆☆

61 ほかの人の家を訪問したとき、基本的なあいさつをすることができる。
다른 사람의 집을 방문했을 때 기본적인 인사를 할 수 있다. 

2. これ、お土産です
☆☆☆

62 お土産を渡すとき、それは何か、どんなものか、簡単に説明することができる。
기념품을 건넬 때 그것이 무엇인지, 어떤 것인지, 간단하게 설명할 수 있다. 

3. 誕生日に、友だちにもらったんです
☆☆☆

63 自分の持ち物について、どこで買ったか、だれにもらったかなどを話すことができる。
자신의 소지품에 대해 어디에서 샀는지, 누구에게 받았는지 등을 말할 수 있다. 

4. お礼のメール
☆☆☆

64 家に招待してくれた人など、お世話になった人に、簡単なお礼のメールを書くことができる。
집에 초대해 준 사람 등 신세를 진 사람에게 간단한 감사 메일을 쓸 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第18課　何かプレゼントをあげませんか？　뭔가 선물을 주지 않을래요?

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. おめでとうございます
☆☆☆

65 誕生日や結婚などのお祝いを言うことができる。
생일이나 결혼 등에 대한 축하를 할 수 있다.  

2. 送別会をしませんか？
☆☆☆

66 人への贈り物を選ぶとき、何にするか話し合うことができる。
다른 사람에게 줄 선물을 고를 때, 무엇으로 할지 의논할 수 있다. 

3. いろいろお世話になりました
☆☆☆

67 贈り物をもらったとき、お礼と感想を言うことができる。
선물을 받았을 때 감사 인사와 감상을 말할 수 있다. 

4. 誕生日の書き込み
☆☆☆

68 友人が自分の誕生日に投稿した SNSの書き込みを読んで、内容を理解することができる。
친구가 자기 생일에 올린 SNS 글을 읽고 내용을 이해할 수 있다. 

5. お祝いのメッセージ
☆☆☆

69 カードや色紙に、お祝いや送別のメッセージを書くことができる。
카드나 색지에 축하나 송별 메시지를 쓸 수 있다.  

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

交際
교제

▶トピック
　주제


