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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （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　先週、日本に来たばかりです　지난주에 막 일본에 왔어요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. みんなを紹介しますね
☆☆☆

01
はじめての職場で、スタッフを紹介されたとき、名前や役割などを理解することができる。
첫 직장에서 직원을 소개받을 때 이름과 역할 등을 이해할 수 있다. 

2. 一生懸命がんばります
☆☆☆

02
職場などで、はじめてのあいさつをするとき、ややくわしい自己紹介をすることができる。
직장 등에서 첫인사를 할 때 다소 자세하게 자기소개를 할 수 있다. 

3. とても大きい町です
☆☆☆

03
自分の出身地について、簡単に話すことができる。
자신의 출신지에 대해 간단하게 말할 수 있다. 

4. SNSの自己紹介
☆☆☆

04
SNS上のコミュニティに、簡単な自己紹介を書き込むことができる。
SNS 커뮤니티에 간단한 자기소개를 적을 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第2課　まじめそうな人ですね　성실해 보이는 사람이네요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. どの人ですか？
☆☆☆

05
人を探している場面で、その人の特徴を言って教えたり、特徴を聞いてどの人か特定したりすることができる。
사람을 찾고 있는 장면에서 그 사람의 특징을 알려 주거나, 특징을 듣고 어떤 사람인지 특정 지을 수 있다. 

2. その写真、だれですか？
☆☆☆

06
その場にいない人について、どんな人か、見た目や様子などを話すことができる。
그 자리에 없는 사람에 대해 어떤 사람인지, 생김새나 모습 등을 말할 수 있다. 

3. 本当にかっこいいです
☆☆☆

07
好きな有名人について、好きな理由や好きになったきっかけを簡単に話すことができる。
좋아하는 유명인에 대해 좋아하는 이유나 좋아하게 된 계기를 간단하게 말할 수 있다. 

4. インタビュー記事
☆☆☆

08
人を紹介する簡単なインタビュー記事を読んで、内容を理解することができる。
사람을 소개하는 간단한 인터뷰 기사를 읽고 내용을 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

私の周りの人たち
내 주변 사람들

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （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　アレルギーがあるので、食べられないんです　알레르기가 있어서 못 먹어요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 定食屋のメニュー
☆☆☆

09 メニューを読んで、料理の名前や値段、サービスの内容などを理解することができる。
메뉴를 읽고 요리 이름과 가격, 서비스 내용 등을 이해할 수 있다. 

2. わさび抜きでお願いします
☆☆☆

10 いっしょに食事をする人や店の人に、自分が食べられないものと、その理由を伝えることができる。
함께 식사하는 사람이나 가게 직원에게 자신이 못 먹는 음식과 그 이유를 전달할 수 있다. 

3. 人気があるのはお刺身定食です
☆☆☆

11 飲食店で、店の人に、座席や注文などの希望を伝えることができる。
음식점에서 가게 직원에게 좌석과 주문 등의 희망을 전할 수 있다. 

4. 予約をしたいんですけど…
☆☆☆

12 電話で、飲食店の予約をすることができる。
전화로 음식점 예약을 할 수 있다. 

5. レストランのクーポン
☆☆☆

13 飲食店のクーポンを見て、必要な情報を読み取ることができる。
음식점 쿠폰을 보고 필요한 정보를 파악할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第4課　しょうゆをつけないで食べてください　간장에 찍지 말고 드세요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. どこかいい店、ありませんか？
☆☆☆

14 おすすめの飲食店についての紹介を聞いて、店の特徴を理解することができる。
추천 음식점에 관한 소개를 듣고 가게 특징을 이해할 수 있다. 

2. よく混ぜて食べてください
☆☆☆

15 料理の食べ方の説明を聞いて、理解することができる。
요리의 먹는 방법에 대한 설명을 듣고 이해할 수 있다. 

3. どうやって食べるんですか？
☆☆☆

16 料理の食べ方について、質問したり、質問に答えたりすることができる。
요리의 먹는 방법에 관해 질문하거나 질문에 대답할 수 있다. 

4. 餃子に似ています
☆☆☆

17 自分の国の料理について、料理の特徴、材料、食べ方などを、簡単に紹介することができる。
자기 나라 요리에 대해 요리의 특징, 재료, 먹는 법 등을 간단하게 소개할 수 있다. 

5. 飲食店の口コミ
☆☆☆

18 飲食店についてのネットの口コミを読んで、味や値段などの情報を読み取ることができる。
음식점에 관한 인터넷 후기를 읽고 맛과 가격 등의 정보를 파악할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

レストランで
레스토랑에서

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （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　早く予約したほうがいいですよ　빨리 예약하는 편이 좋아요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. いつか行ってみたいです
☆☆☆

19 日本の観光地についての簡単な紹介を聞いて、そこがどんなところか、何ができるかなどを理解することができる。
일본 관광지에 대한 간단한 소개를 듣고 그곳이 어떤 곳인지, 무엇을 할 수 있는지 등을 이해할 수 있다. 

2. 景色がきれいなところがいいです
☆☆☆

20 友人と旅行の計画を話し合うことができる。
친구와 여행 계획을 의논할 수 있다. 

3. どんなところに泊まったらいいですか？
☆☆☆

21 計画中の旅行について、ほかの人にアドバイスを求めたり、アドバイスをしたりすることができる。
계획 중인 여행에 대해 다른 사람에게 조언을 구하거나 조언을 할 수 있다. 

4. 旅行の口コミ
☆☆☆

22 旅行サイトの口コミを読んで、だいたいの内容を理解することができる。
여행 사이트의 후기를 읽고 대략적인 내용을 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第6課　いろいろなところに行けて、よかったです　여러 곳을 갈 수 있어서 좋았어요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 切符・掲示
☆☆☆

23 電車の切符、車内の表示、駅の掲示などを見て、必要な情報を読み取ることができる。
전철표, 차내 표시, 역의 게시문 등을 보고 필요한 정보를 파악할 수 있다. 

2. 中禅寺湖に行くつもりです
☆☆☆

24 旅行先で会った人に、旅行の予定などを簡単に話すことができる。
여행지에서 만난 사람에게 여행 예정 등을 간단하게 말할 수 있다. 

3. お客様にご案内いたします
☆☆☆

25 駅や電車などのアナウンスから必要な情報を理解したり、わからないときに周りの人に質問したりすることができる。
역이나 전철 등의 안내 방송에서 필요한 정보를 이해하거나, 잘 모를 때 주변 사람에게 질문할 수 있다. 

4. ショーが見られなくて残念でした
☆☆☆

26 旅行の感想を簡単に話すことができる。
여행에 대한 감상을 간단하게 말할 수 있다. 

5. 旅行の感想
☆☆☆

27 SNSに、旅行の経験や感想を簡単に書き込むことができる。
SNS에 여행 경험과 감상을 간단하게 올릴 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

旅行に行こう
여행을 가자

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （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　雨が降ったら、ホールでやります　비가 내리면 홀에서 합니다

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 掲示板のお知らせ
☆☆☆

28 地域の掲示板や郵便受けに入ったお知らせなどを見て、主な情報を読み取ることができる。
지역 게시판과 우편함에 들어 있는 안내문 등을 보고 주된 정보를 파악할 수 있다. 

2. ガス点検のお知らせですね
☆☆☆

29 地域のイベントやお知らせの内容について質問して、その答えを理解することができる。
지역 이벤트나 안내문 내용에 대해 질문하고 그 대답을 이해할 수 있다. 

3. さくら市民センターからお知らせします
☆☆☆

30 地域の無線放送で、イベントなどのお知らせを聞いて、主な情報を理解することができる。
지역 무선방송에서 이벤트 등의 안내를 듣고 주된 정보를 이해할 수 있다. 

4. 盆踊り？　何ですか？
☆☆☆

31 地域のイベントに誘われたときなどに、内容について質問したり、その答えを理解したりすることができる。
지역 이벤트를 권유받았을 때 등에 이벤트 내용에 대해 질문하거나 그 대답을 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第8課　屋台はどこかわかりますか？　포장마차는 어딘지 아세요?

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 国際交流フェスティバルのチラシ
☆☆☆

32 イベントのプログラムを見て、出し物の時間や内容など、主な情報を読み取ることができる。
이벤트 프로그램을 보고 공연의 시간이나 내용 등 주된 정보를 파악할 수 있다. 

2. スピーチコンテストは、もう始まりましたか？
☆☆☆

33 イベント会場で、係員などに時間や場所などを質問して、その答えを理解することができる。
이벤트 회장에서 담당자 등에게 시간이나 장소 등을 질문하고 그 대답을 이해할 수 있다. 

3. だれでも参加できますか？
☆☆☆

34 自分が参加したいイベントの参加条件や申し込み方法について、担当者に質問することができる。
자신이 참가하고 싶은 이벤트의 참가 조건과 신청 방법에 대해 담당자에게 질문할 수 있다. 

4. 皆様にお願いいたします
☆☆☆

35 イベント会場で、案内や注意事項などのアナウンスを聞いて、だいたいの内容を理解することができる。
이벤트 회장에서 안내나 주의 사항 등의 안내 방송을 듣고 대략적인 내용을 이해할 수 있다. 

5. 国際交流祭りの感想
☆☆☆

36 イベントに参加した友人の SNSの簡単な書き込みを読んで、内容を理解することができる。
이벤트에 참가한 친구가 SNS에 올린 간단한 글을 읽고 내용을 이해할 수 있다. 

6. イベントの感想
☆☆☆

37 SNSに、自分が参加したイベントについて、簡単に書き込むことができる。
SNS에 자신이 참가했던 이벤트에 대해 간단하게 글을 올릴 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

地域のイベント
지역 이벤트

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （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　成人の日は、何をするんですか？　성인의 날은 무엇을 하나요?

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 20 歳になった人をお祝いするんだよ
☆☆☆

38 日本の年中行事について、何をするか、何を食べるかなどを、聞いて理解することができる。
일본의 연중행사에 대해 무엇을 하는지, 무엇을 먹는지 등을 듣고 이해할 수 있다. 

2. あけましておめでとうございます
☆☆☆

39 年末年始などの休み中に何をしたか、どうだったかなどを簡単に話すことができる。
연말연시 등의 휴가 중에 무엇을 했는지, 어땠는지 등을 간단하게 말할 수 있다. 

3. 田舎に帰って家族でお祝いします
☆☆☆

40 自分の国の祭りや行事について、簡単に紹介することができる。
자기 나라의 축제나 행사에 대해 간단하게 소개할 수 있다. 

4. イベントの記事
☆☆☆

41 自分が参加した地域のイベントについての記事を読んで、だいたいの内容を理解することができる。
자신이 참가한 지역 이벤트에 대한 기사를 읽고 대체적인 내용을 이해할 수 있다. 

5. 新年のメッセージ
☆☆☆

42 新年のあいさつを書いて送ることができる。
새해 인사를 써서 보낼 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第10課　どんな服を着て行けばいいですか？　어떤 옷을 입고 가면 되나요?

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 今からお見舞いに行くんです
☆☆☆

43 日本の結婚式やお葬式などのマナーや習慣について質問して、その答えを理解することができる。
일본의 결혼식이나 장례식 등에 관한 매너와 습관에 대해 질문하고 그 대답을 이해할 수 있다. 

2. 食器は自分で片付けなくちゃ
☆☆☆

44 日本と自分の国のマナーや習慣の違いについて、質問したりコメントしたりすることができる。
일본과 자기 나라의 매너와 습관의 차이에 대해 질문하거나 코멘트를 할 수 있다. 

3. 国によって違うんですね
☆☆☆

45 異文化体験のできごとを簡単に話すことができる。
다문화 체험에서 생긴 일을 간단하게 말할 수 있다. 

4. 日本の習慣についての記事
☆☆☆

46 マナーや習慣の違いに関するネットの書き込みを読んで、だいたいの内容を理解することができる。
매너나 습관의 차이에 관한 인터넷 글을 읽고 대략적인 내용을 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

年中行事とマナー
연중행사와 매너

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （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　ポイントカードを忘れてしまいました　포인트 카드를 깜박하고 말았어요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 着てみてもいいですか？
☆☆☆

47 衣料品店などで、色やサイズなどの希望を伝えて、買いたいものを購入することができる。
의류점 등에서 색이나 사이즈 등의 희망을 알리고 사고 싶은 물건을 구입할 수 있다. 

2. 自転車を盗まれました
☆☆☆

48 買い物中などにトラブルがあったとき、周りの人に伝えることができる。
쇼핑 중 등에 트러블이 생겼을 때 주변 사람에게 알릴 수 있다. 

3. トイレに忘れたと思います
☆☆☆

49 落とし物をしたとき、特徴や落とした場所などを伝えることができる。
물건을 분실했을 때, 특징과 분실 장소 등을 알릴 수 있다. 

4. お客様のお呼び出しを申し上げます
☆☆☆

50 ショッピングモールなどの店内放送を聞いて、だいたいの内容を理解することができる。
쇼핑몰 등 매장 내 방송을 듣고 대략적인 내용을 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第12課　この掃除機は軽くて動かしやすいですよ　이 청소기는 가볍고 작동하기 쉽네요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. どこで買ったらいいですか？
☆☆☆

51 買いたいものがあるとき、何をどこで買えばいいかなどについて、ほかの人に相談することができる。
사고 싶은 것이 있을 때, 무엇을 어디서 사면 되는지 등에 대해 다른 사람에게 상의할 수 있다. 

2. フリマアプリ
☆☆☆

52 フリーマーケットのアプリやサイトを利用して、電気製品などを購入することができる。
프리마켓 앱이나 사이트를 이용해 전기제품 등을 구입할 수 있다. 

3. 商品の比較表
☆☆☆

53 家電量販店で電気製品の比較表や値札を見て、必要な情報を読み取ることができる。
가전양판점에서 전기제품의 비교표와 가격을 보고 필요한 정보를 파악할 수 있다. 

4. これ、安くなりますか？
☆☆☆

54 電気製品を買うとき、店の人に商品について質問したり、安くしてもらうよう頼んだりすることができる。
전기제품을 살 때 매장 직원에게 상품에 대해 질문하거나 싸게 해 달라고 부탁할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

上手な買い物
현명한 쇼핑

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （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　いろいろな資料を展示してあります　다양한 자료를 전시하고 있습니다

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 市の行事に使われてます
☆☆☆

55 施設などを案内されたとき、そこに何があるか、どんなことができるかを、聞いて理解することができる。
시설 등을 안내받았을 때 거기에 무엇이 있는지, 무엇이 가능한지를 듣고 이해할 수 있다. 

2. はじめて利用するんですが…
☆☆☆

56 ジムなどの公共施設の利用方法や規則などの説明を聞いて、理解することができる。
헬스장 등 공공시설의 이용 방법과 규칙 등의 설명을 듣고 이해할 수 있다. 

3. 図書館を使いたいんですが…
☆☆☆

57 図書館で、利用方法や規則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。
도서관에서 이용 방법이나 규칙 등에 대해 질문하고 그 대답을 이해할 수 있다. 

4. 図書館の利用案内
☆☆☆

58 外国人向けのやさしい日本語で書かれた図書館の利用案内を読んで、内容を理解することができる。
외국인을 위한 쉬운 일본어로 쓰인 도서관 이용 안내를 읽고 내용을 이해할 수 있다. 

5. 禁止の表示
☆☆☆

59 施設内にある「撮影禁止」などの表示を見て、理解することができる。
시설 내에 있는 「촬영 금지」 등의 표시를 보고 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第14課　前髪は、もう少し短く切ってもらえますか？　앞머리는 좀 더 짧게 잘라줄 수 있나요?

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 自転車の空気を入れたいんですが…
☆☆☆

60 宅急便やクリーニングなどのサービスを利用するとき、説明を聞いて利用方法を理解することができる。
택배나 세탁 등의 서비스를 이용할 때 설명을 듣고 이용 방법을 이해할 수 있다. 

2. 郵便局からの連絡
☆☆☆

61 郵便物などの不在連絡票を読んで、再配達の方法を理解することができる。
우편물 등의 부재 연락표를 읽고 재배달 방법을 이해할 수 있다. 

3. どのぐらい切りますか？
☆☆☆

62 美容院や理髪店で、どのような髪型にするか、希望を伝えることができる。
미용실이나 이발소에서 어떤 머리 모양을 할 것인지 희망을 전할 수 있다. 

4. 外国の方のために、いろいろなサービスがあります
☆☆☆

63 国際交流協会などで、どんな外国人向けサービスがあるか、聞いて理解することができる。
국제교류협회 등에서 외국인을 위한 어떤 서비스가 있는지 듣고 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

さまざまなサービス
다양한 서비스

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （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　会議室の電気がついたままでした　회의실 전기가 켜진 채였어요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. エコ活動の貼り紙
☆☆☆

64 職場などに貼ってあるエコ活動に関する貼り紙を見て、注意点などを理解することができる。
직장 등에 붙어 있는 친환경 활동에 관한 벽보를 보고 주의점 등을 이해할 수 있다. 

2. 水がもったいないですよ
☆☆☆

65 自分が環境のために気をつけていることを話したり、ほかの人の話を聞いて理解したりすることができる。
자신이 환경을 위해 신경 쓰고 있는 것을 말하거나, 다른 사람의 이야기를 듣고 이해할 수 있다. 

3. ごみの分け方・出し方
☆☆☆

66 ごみの捨て方についての説明を読んで、捨てたいごみをいつ捨てればいいかなどを理解することができる。
쓰레기 배출법에 관한 설명을 읽고 버리고 싶은 쓰레기를 언제 버리면 되는지 등을 이해할 수 있다. 

4. どうやって捨てればいいですか？
☆☆☆

67 ごみの捨て方について質問して、その答えを理解することができる。
쓰레기 배출법에 대해 질문하고 그 대답을 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第16課　地震が来ても、あわてて動かないでください　지진이 나도 당황해서 움직이지 마세요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 緊急地震速報です
☆☆☆

68 災害を知らせるニュースやアナウンスを聞いて、何があったか、何をすればいいかを理解することができる。
재해를 알리는 뉴스와 안내 방송을 듣고 어떤 일이 있었는지, 무엇을 하면 되는지를 이해할 수 있다. 

2. 避難訓練を始めます
☆☆☆

69 防災訓練の説明や指示を聞いて、やり方や注意点などを理解することができる。
방재훈련의 설명과 지시를 듣고 훈련방법과 주의점을 이해할 수 있다. 

3. 地震が起こったときは…
☆☆☆

70 防災訓練などで、地震が起こったときどうすればいいか、説明を聞いてだいたいの内容を理解することができる。
방재훈련 등에서 지진이 일어났을 때 어떻게 하면 좋은지 설명을 듣고 대체적인 내용을 이해할 수 있다. 

4. 避難所はどこですか？
☆☆☆

71 災害にあったとき、周りの人に質問して、必要な情報を得ることができる。
재해가 발생했을 때 주위 사람에게 질문하고 필요한 정보를 얻을 수 있다. 

5. 防災パンフレット
☆☆☆

72 外国人向けのやさしい日本語で書かれた防災パンフレットを読んで、内容を理解することができる。
외국인을 위한 쉬운 일본어로 쓰인 방재 팸플릿을 읽고 내용을 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

自然と環境
자연과 환경

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （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　日本語が前より話せるようになりました　전보다 일본어를 말할 수 있게 되었어요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 日本の生活には慣れましたか？
☆☆☆

73 日本に来てからのできごとや生活の変化について、簡単に話すことができる。
일본에 와서 겪은 일과 생활의 변화에 대해 간단하게 말할 수 있다. 

2. 知らないことばが多くて大変でした
☆☆☆

74 職場の人などに、最近の仕事の様子などについて簡単に話すことができる。
직장 사람 등에게 최근 업무에 관한 상황 등에 대해 간단하게 말할 수 있다. 

3. 近況報告のメッセージ
☆☆☆

75 日本語を教えてくれた先生などに、簡単な近況報告のメッセージを書いて送ることができる。
일본어를 가르쳐 준 선생님 등에게 간단한 근황 보고 메시지를 보낼 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第18課　将来、自分の会社を作ろうと思います　장래에 제 회사를 만들려고 합니다

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. すしの職人になりたいです
☆☆☆

76 自分の将来の夢や希望を、簡単に話すことができる。
자신의 장래의 꿈이나 희망을 간단하게 말할 수 있다. 

2. 最初はすごく苦労したよ
☆☆☆

77 日本で長く暮らしている人の経験やアドバイスを聞いて、だいたいの内容を理解することができる。
일본에서 오래 살고 있는 사람의 경험이나 조언을 듣고 대체적인 내용을 이해할 수 있다. 

3. みなさんには、とても親切にしてもらいました
☆☆☆

78 送別会などで、簡単なエピソードを入れながら、お礼のあいさつをすることができる。
송별회 등에서 간단한 에피소드를 담아 감사 인사를 할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

私の人生
나의 인생

▶トピック
　주제


