
入門　Can-doチェック - 1 ©The Japan Foundation

Can-do チェック　『いろどり』入門 （A1）

★☆☆：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　おはようございます　안녕하세요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. こんにちは
☆☆☆

01
人に会ったとき、あいさつをすることができる。
다른 사람을 만났을 때 인사할 수 있다. 

2. お先に失礼します
☆☆☆

02
人と別れるとき、あいさつをすることができる。
다른 사람과 헤어질 때 인사할 수 있다. 

3. ありがとうございます
☆☆☆

03
人にお礼を言ったり、謝ったりすることができる。
다른 사람에게 감사 인사를 하거나 사과할 수 있다. 

4. メッセージスタンプ
☆☆☆

04
「おはよう」や「ありがとう」などのメッセージスタンプを見て、意味を理解することができる。
「안녕」이나 「고마워」 등의 문자 이모티콘을 보고 의미를 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第2課　すみません、よくわかりません　죄송하지만 잘 모르겠어요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. もういちど、お願いします
☆☆☆

05
相手の言っていることがよくわからないとき、聞き返すことができる。
상대방의 말을 잘 못 알아들을 때 다시 물어볼 수 있다. 

2. 日本語、できますか？
☆☆☆

06
日本語やほかのことばができるかどうか質問したり、質問に答えたりすることができる。
일본어나 다른 외국어가 가능한지 질문하거나 질문에 대답할 수 있다. 

3. これは日本語で何と言いますか？
☆☆☆

07
日本語の言い方がわからないとき、どう言えばいいか質問して、その答えを理解することができる。
일본어 표현을 모를 때 어떻게 말하면 좋을지 질문하고 그 대답을 이해할 수 있다. 

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

はじめての日本語
일본어 첫걸음

▶トピック
　주제



入門　Can-doチェック - 2 ©The Japan Foundation

Can-do チェック　『いろどり』入門 （A1）

★☆☆：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　よろしくお願いします　잘 부탁드립니다

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. はじめまして
☆☆☆

08 名前や出身などを言って、簡単な自己紹介をすることができる。
이름이나 출신 등을 말하고, 간단한 자기소개를 할 수 있다.  

2. 名札
☆☆☆

09 名札などに、自分の国と名前を書くことができる。
명찰 등에 자신의 나라와 이름을 쓸 수 있다. 

3. ご出身は？
☆☆☆

10 はじめて会った人に、名前や出身などを質問したり、質問に答えたりすることができる。
처음 만난 사람에게 이름이나 출신 등을 질문하거나 질문에 대답할 수 있다. 

4. 申込書
☆☆☆

11 申込書に、氏名、国籍、生年月日などを書き込むことができる。
신청서에 성명, 국적, 생년월일 등을 기입할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第 4課　東京に住んでいます　도쿄에 살고 있어요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 夫と子どもです
☆☆☆

12 家族の紹介を聞いて、家族のメンバーを理解することができる。
가족 소개를 듣고 가족 멤버(구성원)를 이해할 수 있다. 

2. 25 歳です
☆☆☆

13 住んでいるところや年齢などを質問したり、質問に答えたりすることができる。
사는 곳이나 나이 등을 질문하거나, 질문에 답할 수 있다.

3. ペットのジョンです
☆☆☆

14 写真を見ながら、その人がだれかなどの簡単な質問をしたり、質問に答えたりすることができる。
사진을 보며 그 사람이 누구인지 등 간단한 질문을 하거나 질문에 대답할 수 있다. 

4. 友だちと海！
☆☆☆

15 友人の SNSの短い書き込みを読んで、写真を手がかりに、話題を理解することができる。
친구의 짧은 SNS 글을 읽고, 사진을 단서로 화제를 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

私のこと
나에 대해서

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』入門 （A1）

★☆☆：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　うどんが好きです　우동을 좋아해요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 魚、好きですか？
☆☆☆

16 食べ物の好き嫌いを聞かれたとき、答えることができる。
음식의 호불호를 물었을 때, 대답할 수 있다. 

2. わさびは、ちょっと…
☆☆☆

17 日本の食べ物について、好き嫌いを質問したり、質問に答えたりすることができる。
일본 음식에 대해, 호불호를 질문하거나 질문에 대답할 수 있다. 

3. お茶、飲みますか？
☆☆☆

18 飲み物をすすめられたとき、何を飲むかなど、答えることができる。
음료를 권유받았을 때 무엇을 마실지 등 대답할 수 있다. 

4. 朝ご飯は、あまり食べません
☆☆☆

19 朝ご飯に何を食べるか質問したり、質問に答えたりすることができる。
아침에 무엇을 먹는지 질문하거나 질문에 대답할 수 있다. 

5. 今日の朝ご飯
☆☆☆

20 食事の写真に簡単な説明をつけて、SNSに投稿することができる。
식사 사진에 간단한 설명을 달아 SNS에 올릴 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第 6課　チーズバーガーください　치즈버거 주세요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. ハンバーガー店のメニュー
☆☆☆

21 ファストフード店のメニューを見て、どんな食べ物や飲み物があるかがわかる。
패스트푸드점의 메뉴를 보고 어떤 음식과 음료가 있는지를 알 수 있다. 

2. こちらでおめしあがりですか？
☆☆☆

22 ファストフード店で、注文することができる。
패스트푸드점에서 주문할 수 있다. 

3. 私はカレーにします
☆☆☆

23 ほかの人と食事をするとき、何を食べるか質問したり、質問に答えたりすることができる。
다른 사람과 식사할 때 무엇을 먹을지 질문하거나 질문에 대답할 수 있다. 

4. 枝豆 2つください
☆☆☆

24 飲食店で、料理を注文したり、お皿やグラスなど、ほしいものを頼んだりすることができる。
음식점에서 요리를 주문하거나 접시나 컵 등 원하는 것을 요청할 수 있다. 

5. 飲食店の看板
☆☆☆

25 飲食店の看板を見て、何の店かがわかる。
음식점 간판을 보고 어떤 가게인지 알 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

好きな食べ物
좋아하는 음식

▶トピック
　주제



入門　Can-doチェック - 4 ©The Japan Foundation

Can-do チェック　『いろどり』入門 （A1）

★☆☆：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　部屋が 4つあります　방이 4개 있습니다

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. ここは台所です
☆☆☆

26 家の中を案内してもらいながら、簡単な説明を聞いて、間取りを理解することができる。
집 안을 안내받으면서 간단한 설명을 듣고 집 구조를 이해할 수 있다. 

2. 電子レンジはありますか？
☆☆☆

27 家や部屋に必要なものがそろっているか質問して、確認することができる。
집과 방에 필요한 것이 갖추어져 있는지 질문하고 확인할 수 있다. 

3. ちょっとせまいです
☆☆☆

28 どこに住んでいるか、家はどうか質問されたとき、簡単に答えることができる。
어디에 살고 있는지, 집은 어떤지 질문받았을 때 간단히 대답할 수 있다. 

4. アパートに住んでいます
☆☆☆

29 どんな家に住んでいるか質問したり、質問に答えたりすることができる。
어떤 집에 살고 있는지 질문하거나 질문에 대답할 수 있다. 

5. 洗濯機・エアコンのボタン
☆☆☆

30 エアコンのリモコンなど、家電を操作するための表示を見て、どのボタンを押せばいいかがわかる。
에어컨의 리모컨 등 가전 제품을 조작하기 위한 표시를 보고 어떤 버튼을 누르면 되는지 알 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第8課　山田さんはどこにいますか？　야마다 씨는 어디에 있나요 ?

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. ここで打ち合わせをします
☆☆☆

31 職場の部屋を案内してもらいながら、簡単な説明を聞いて、何の部屋かがわかる。
직장의 공간을 안내받으면서 간단한 설명을 듣고 어떤 공간인지 알 수 있다.  

2. 食堂にいます
☆☆☆

32 人の居場所を質問したり、質問に答えたりすることができる。
누가 어디에 있는지를 질문하거나 질문에 대답할 수 있다.  

3. はさみは、そこにあります
☆☆☆

33 職場などで、ものの置き場を質問したり、質問に答えたりすることができる。
직장 등에서 물건이 있는 곳을 질문하거나 질문에 대답할 수 있다.  

4. 部屋の表示
☆☆☆

34 部屋の入り口の表示を見て、何の部屋かがわかる。
공간 입구에 붙어있는 표시를 보고 어떤 공간인지 알 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

家と職場
집과 직장

▶トピック
　주제



入門　Can-doチェック - 5 ©The Japan Foundation

Can-do チェック　『いろどり』入門 （A1）

★☆☆：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　12 時から1時まで昼休みです　12시부터 1시까지 점심시간입니다

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 何時に起きますか？
☆☆☆

35 起きる時間や寝る時間を質問したり、質問に答えたりすることができる。
일어나는 시간과 잠드는 시간을 질문하거나 질문에 대답할 수 있다.  

2. 1日のスケジュールを説明します
☆☆☆

36 職場で、1日のスケジュールについての簡単な説明を聞いて、理解することができる。
직장에서 하루 스케줄에 대한 간단한 설명을 듣고 이해할 수 있다.  

3. スケジュールボード
☆☆☆

37 職場のホワイトボードを見て、ほかの人のスケジュールがだいたいわかる。
직장의 화이트보드를 보고 다른 사람의 스케줄을 대략 알 수 있다.  

4. 私は日曜日がいいです
☆☆☆

38 日程を決めるために、都合をたずね合うことができる。
일정을 정하기 위해, 사정을 서로 물어볼 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第10課　ホチキス貸してください　스테이플러 빌려주세요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. ちょっと手伝ってください
☆☆☆

39 職場で、短い簡単な指示を聞いて、何をすればいいか理解することができる。
직장에서 짧고 간단한 지시를 듣고, 무엇을 하면 좋을지 이해할 수 있다.  

2. すみません、いくつですか？
☆☆☆

40 職場で指示を受けたとき、大切な点を確認したり、聞き返したりすることができる。
직장에서 지시받았을 때 중요한 점을 확인하거나 다시 물어볼 수 있다.  

3. 仕事のメモ
☆☆☆

41 職場で、手書きの簡単なメモを見て、指示の内容を理解することができる。
직장에서 손으로 쓴 간단한 메모를 보고 지시 내용을 이해할 수 있다.  

4. スマホの充電器、ありますか？
☆☆☆

42 職場などで、借りたいものがあるとき、貸してもらえるように頼むことができる。
직장 등에서 빌리고 싶은 것이 있을 때 빌려 달라고 부탁할 수 있다.  

5. チェックリスト
☆☆☆

43 備品リストを見て、必要なものがそろっているかどうか確認することができる。
비품 목록을 보고 필요한 것이 갖추어져 있는지 아닌지 확인할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

毎日の生活
하루하루의 생활

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』入門 （A1）

★☆☆：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　どんなマンガが好きですか？　어떤 만화를 좋아하나요 ?

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 趣味は何ですか？
☆☆☆

44 趣味について質問されたとき、簡単に答えることができる。
취미에 대해 질문받았을 때 간단히 대답할 수 있다. 

2. 「ドラゴンボール」が大好きです
☆☆☆

45 趣味や好きなことを質問したり、質問に答えたりすることができる。
취미나 좋아하는 것을 질문하거나 질문에 대답할 수 있다. 

3. うちでゆっくりします
☆☆☆

46 休みの日に何をするか、質問したり、質問に答えたりすることができる。
쉬는 날에 무엇을 하는지 질문하거나 질문에 대답할 수 있다.  

4. SNSのプロフィール
☆☆☆

47 SNSの簡単なプロフィールを読んで、その人の好きなことを理解することができる。
SNS의 간단한 프로필을 읽고 그 사람이 좋아하는 것을 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

第12課　いっしょに飲みに行きませんか？　함께 마시러 가지 않을래요?

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. イベントの案内
☆☆☆

48 イベントのお知らせを見て、日時や場所などの大切な情報を探すことができる。
행사 안내문을 보고, 날짜와 장소 등 중요한 정보를 찾을 수 있다. 

2. 来週、夏祭りがありますね
☆☆☆

49 イベントなどに行くかどうか質問したり、質問に答えたりすることができる。
행사 등에 갈지 말지 질문하거나 질문에 대답할 수 있다.  

3. いっしょに行きましょう
☆☆☆

50 相手を誘ったり、誘われたりしたとき、自分の都合を言うことができる。
상대에게 권하거나 권유받았을 때 자신의 사정에 대해 말할 수 있다.  

4. 誘いの返事
☆☆☆

51 友人からの簡単な誘いのメッセージを読んで、返事を書くことができる。
친구로부터의 간단한 제안 문자를 읽고 답장을 쓸 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년/월/일) （　　／　　／　　）

私の好きなこと
내가 좋아하는 일

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』入門 （A1）

★☆☆：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　このバスは空港に行きますか？　이 버스는 공항으로 가나요?

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 何番線ですか？
☆☆☆

52 電車やバスなどが自分の行きたいところに行くかどうか質問して、その答えを理解することができる。
전철이나 버스 등이 자신이 가고 싶은 곳으로 가는지 아닌지 질문하고, 그 대답을 이해할 수 있다.  

2. すみません、今どこですか？
☆☆☆

53 駅名を知らせる車内アナウンスを聞いて、よくわからないとき、ほかの人に質問することができる。
역 이름을 알려주는 차내 안내 방송을 듣고, 잘 모를 경우 다른 사람에게 물어볼 수 있다.

3. 1時間ぐらいかかります
☆☆☆

54 家から職場までの交通手段や所要時間を言うことができる。
집에서 직장까지의 교통수단과 소요 시간을 말할 수 있다.  

4. 市役所まで、どうやって行きますか？
☆☆☆

55 目的地までの行き方を質問して、その答えを理解することができる。
목적지까지 가는 방법을 질문하고, 그 대답을 이해할 수 있다.  

5. 駅の中の表示
☆☆☆

56 駅でよく見かける表示を見て、意味がわかる。
역에서 자주 보는 표시를 보고 의미를 알 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년 /월 /일) （　　／　　／　　）

第14課　大きな建物ですね　커다란 건물이네요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. トイレはどこですか？
☆☆☆

57 外出先で、トイレやATMなどの場所を質問することができる。
외출한 곳에서 화장실이나 ATM 등의 장소를 질문할 수 있다. 

2. 今、改札の前にいます
☆☆☆

58 自分のいる場所を、電話で相手に伝えることができる。
자신이 있는 장소를 전화로 상대방에게 전할 수 있다.  

3. ここは十条商店街です
☆☆☆

59 町のいろいろな場所を案内されたとき、相手に感想を伝えることができる。
동네의 여러 장소를 안내받았을 때, 상대방에게 감상을 전달할 수 있다.   

4. 街にある看板
☆☆☆

60 店やレストランなどの掲示を見て、営業時間や休業日などを理解することができる。
가게나 레스토랑 등의 게시글을 보고 영업시간이나 휴업일 등을 이해할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년 /월 /일) （　　／　　／　　）

街を歩く
거리를 걷다

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』入門 （A1）

★☆☆：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　電池がほしいんですが…　건전지를 찾고 있는데요……

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. どこで買えますか？
☆☆☆

61 必要なものがあるとき、どこで買えばいいか、ほかの人に質問して、その答えを理解することができる。
필요한 것이 있을 때 어디에서 사면 되는지 다른 사람에게 질문하고 그 대답을 이해할 수 있다.  

2. フロアガイド
☆☆☆

62 店のフロアガイドを見て、ほしいものがどこにあるか探すことができる。
매장의 층별 안내를 보고 원하는 것이 어디에 있는지 찾을 수 있다.  

3. カメラは何階ですか？
☆☆☆

63 ショッピングセンターなどで、ほしいものがどこにあるか、店の人に質問して、その答えを理解することができる。
쇼핑센터 등에서 원하는 것이 어디에 있는지 매장 직원에게 질문하고 그 대답을 이해할 수 있다.  

4. わあ、かっこいいですね
☆☆☆

64 友人などと買い物をしながら、商品について簡単にコメントし合うことができる。
친구 등과 쇼핑을 하면서 상품에 대해 간단히 의견을 주고받을 수 있다.  

5. ショッピングセンターの表示
☆☆☆

65 デパートやショッピングセンターなどで、よく見かける表示の意味がわかる。
백화점이나 쇼핑센터 등에서 자주 보이는 표시의 의미를 알 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년 /월 /일) （　　／　　／　　）

第16課　これ、いくらですか？　이거 얼마인가요?

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 1,980 円です
☆☆☆

66 商品の値段を聞いて、理解することができる。
상품의 가격을 듣고 이해할 수 있다. 

2. あのTシャツ、いくらですか？
☆☆☆

67 店の人に値段を質問して、その答えを理解することができる。
매장 직원에게 가격을 질문하고 그 대답을 이해할 수 있다. 

3. ひき肉 200gください
☆☆☆

68 買い物をするとき、必要な量や数を伝えることができる。
쇼핑할 때 필요한 양이나 수를 전달할 수 있다. 

4. こちら、温めますか？
☆☆☆

69 コンビ二のレジで、はしをつけるか、袋に入れるかなどの質問に答えることができる。
편의점 계산대에서 젓가락을 가져갈지, 봉투에 넣을지 등 질문에 대답할 수 있다. 

5. 割引表示
☆☆☆

70 店で割引表示を見て、商品の値段がわかる。
매장에서 할인 표시를 보고 상품의 가격을 알 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년 /월 /일) （　　／　　／　　）

店で
가게에서 

▶トピック
　주제
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Can-do チェック　『いろどり』入門 （A1）

★☆☆：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　映画を見に行きました　영화를 보러 갔습니다

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. 週末は何をしましたか？
☆☆☆

71 休みの日にしたことを質問されたとき、簡単に答えることができる。
쉬는 날에 한 일을 질문받았을 때 간단히 대답할 수 있다. 

2. 楽しかったです
☆☆☆

72 休みの日にしたことやその感想を質問したり、質問に答えたりすることができる。
쉬는 날에 한 일과 그에 대한 감상을 질문하거나 질문에 대답할 수 있다.  

3. 家族で水族館に行きました
☆☆☆

73 SNSの簡単な書き込みを読んで、写真を手がかりに、何をしたかを理解することができる。
SNS의 간단한 글을 읽고 사진을 근거로 무엇을 했는지 이해할 수 있다. 

4. 料金表
☆☆☆

74 身近な施設の料金表を見て、いくら払えばいいかがわかる。
 주변 시설의 요금표를 보고 얼마를 지불하면 되는지 알 수 있다.  

5. 今、家に着きました
☆☆☆

75 いっしょに出かけた人に、あとから、感想を書いた簡単なメッセージを送ることができる。
함께 나갔던 사람에게 나중에 감상을 쓴 간단한 문자를 보낼 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년 /월 /일) （　　／　　／　　）

第18課　温泉に入りたいです　온천에 들어가고 싶어요

活動・Can-do
활동 & Can-do

評価
평가

1. ゴールデンウィークの予定は？
☆☆☆

76 休みの日にしたいことを質問したり、質問に答えたりすることができる。
쉬는 날에 하고 싶은 것을 질문하거나 질문에 대답할 수 있다. 

2. 日本で何がしたい？
☆☆☆

77 日本でしたいことを質問されたとき、簡単に答えることができる。
일본에서 하고 싶은 일을 질문받았을 때 간단히 대답할 수 있다.  

3. 船に乗りました
☆☆☆

78 休みの日にしたことについて、SNSなどに簡単に書き込むことができる。
쉬는 날에 한 일에 대해 SNS에 간단한 글을 올릴 수 있다.  

4. はじめて露天風呂に入りました
☆☆☆

79 旅行先でしたことやその感想について、簡単に話すことができる。
여행지에서 한 일과 그 감상에 대해 간단히 이야기할 수 있다.

コメント 의견 （年 /月 /日）(년 /월 /일) （　　／　　／　　）

休みの日に
쉬는 날에

▶トピック
　주제




