
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 (Lo hice, pero me resulta difícil.)　　　★★☆：できた (Lo hice. )　　　★★★：よくできた (Lo hice bien.)

第1課　おはようございます　¡Buenos días!
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo intercambiar saludos cuando me encuentro con alguien.

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。
Puedo despedirme al marcharme.

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。
Puedo dar las gracias o pedir disculpas a alguien.

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。
Puedo entender stickers con mensajes como "Buenos días" o "Gracias".

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

第2課　すみません、よくわかりません　Lo siento. No entiendo bien.
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo pedirle a alguien que repita algo si no lo he entendido bien.

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。
Puedo responder cuando alguien me pregunta si sé japonés u otros idiomas y preguntarle lo mismo 
a alguien.

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。
Puedo preguntar cómo se dice algo en japonés y entender la respuesta.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

はじめての日本語
Mis primeras palabras en japonés

▶トピック
　Tema
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Can-do チェック　『いろどり』入門 （A1）

第3課　よろしくお願いします　¡Es un placer conocerte!
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo presentarme de manera sencilla, por ejemplo, diciendo mi nombre y mi lugar de origen.

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。
Puedo escribir mi nombre y país en una tarjeta identificativa, etc.

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。
Puedo hacer preguntas acerca del nombre o lugar de origen cuando me encuentro con alguien 
por primera vez y también responder a esas preguntas.

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。
Puedo escribir mi nombre completo, nacionalidad, fecha de nacimiento, etc., en un formulario.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

第4 課　東京に住んでいます　Vivo en Tokio.
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo escuchar la presentación de una familia y entender quién es quién.

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。
Puedo preguntar y responder a preguntas acerca del lugar de residencia y la edad.

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。
Puedo formular preguntas y respuestas sencillas sobre una fotografía, como "¿Quién es esa persona?". 

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。
Puedo leer una breve publicación de un amigo en las redes sociales y entender de qué trata 
con ayuda de una fotografía.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

私のこと
Acerca de mí

▶トピック
　Tema

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Lo hice, pero me resulta difícil.)　　　★★☆：できた (Lo hice.)　　　★★★：よくできた (Lo hice bien.)
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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 (Lo hice, pero me resulta difícil.)　　　★★☆：できた (Lo hice. )　　　★★★：よくできた (Lo hice bien.)

第5課　うどんが好きです　Me gusta el udon.
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo responder a preguntas sobre la comida que me gusta y la que no me gusta.

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。
Puedo preguntar sobre gustos en la comida y responder a mi vez.

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。
Puedo responder cuando me ofrecen una bebida, por ejemplo, diciendo lo que quiero beber.

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。
Puedo preguntarle a alguien sobre lo que desayuna y responder a mi vez.

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。
Puedo escribir una explicación sencilla sobre una fotografía de comida y publicarla en las redes sociales.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

第6課　チーズバーガーください　Una hamburguesa con queso, por favor.
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo mirar la carta de un restaurante de comida rápida y entender qué ofrece.

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。
Puedo hacer un pedido en un restaurante de comida rápida.

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。
Puedo hacerle preguntas a alguien acerca de lo quiere comer y responder a esas mismas preguntas 
cuando como con otras personas.

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。
Puedo pedir comida en un restaurante y solicitar un plato o un vaso, etc.

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。
Puedo mirar el cartel de un restaurante y entender qué tipo de restaurante es.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

好きな食べ物
Mis platos favoritos

▶トピック
　Tema
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Can-do チェック　『いろどり』入門 （A1）

第7課　部屋が 4つあります　Hay cuatro habitaciones.
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo escuchar explicaciones sencillas mientras me enseñan una casa y entender su distribución.

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。
Puedo preguntar y confirmar si una casa o habitación tiene las cosas que necesito.

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。
Puedo responder de manera sencilla cuando me preguntan dónde vivo y cómo es mi casa.

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。
Puedo preguntar sobre el tipo de casa donde alguien vive y responder también.

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。
Puedo leer las indicaciones de un aparato eléctrico, por ejemplo, el mando a distancia del aire 
acondicionado, y entender qué botón debo pulsar.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

第8課　山田さんはどこにいますか？　¿Dónde está Yamada-san?
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo escuchar una explicación sencilla mientras me muestran una habitación en el lugar de 
trabajo y entender de qué habitación se trata.

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。
Puedo formular preguntas y respuestas acerca de dónde se encuentra alguien.

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。
Puedo formular preguntas y respuestas acerca de la ubicación de algunos equipos, por ejemplo, 
en el trabajo.

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。
Puedo leer un cartel situado en la entrada de una habitación y entender de qué habitación se trata.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

家と職場
Viviendas y lugares de trabajo

▶トピック
　Tema

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Lo hice, pero me resulta difícil.)　　　★★☆：できた (Lo hice.)　　　★★★：よくできた (Lo hice bien.)
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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 (Lo hice, pero me resulta difícil.)　　　★★☆：できた (Lo hice. )　　　★★★：よくできた (Lo hice bien.)

第9課　12 時から1時まで昼休みです　El almuerzo es de doce a una.
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo formular preguntas y respuestas sobre las horas de levantarse y acostarse.

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。
Puedo escuchar y comprender una explicación sencilla acerca de un horario de trabajo.

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。
Puedo mirar una pizarra en el trabajo y entender en su mayor parte los horarios de otras personas.

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。
Puedo formular preguntas y respuestas sobre la disponibilidad para decidir un horario.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

第10課　ホチキス貸してください　¿Me prestas la grapadora?
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo escuchar instrucciones breves y sencillas en el trabajo y entender lo que debo hacer.

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。
Puedo identificar los puntos importantes y pedirle a alguien que los repita cuando recibo instruc-
ciones en el trabajo.

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。
Puedo leer una nota manuscrita sencilla en el trabajo y comprender las instrucciones que contiene.

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。
Puedo pedirle a alguien que me preste algo en el trabajo.

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。
Puedo mirar una lista de artículos y comprobar si están todos.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

毎日の生活
Vida cotidiana

▶トピック
　Tema
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Can-do チェック　『いろどり』入門 （A1）

第11課　どんなマンガが好きですか？　¿Qué tipo de manga te gusta?
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo responder de forma sencilla al preguntarme sobre mis aficiones.

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。
Puedo formular preguntas y respuestas acerca de las aficiones y las actividades favoritas.

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。
Puedo formular preguntas y respuestas sobre las actividades de los días libres.

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。
Puedo leer un perfil sencillo de alguien en una red social y entender lo que le gusta.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

第12課　いっしょに飲みに行きませんか？　¿Por qué no vamos a tomar algo?
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Puedo leer un anuncio de un evento y encontrar la información importante, como la fecha, la 
hora y el lugar de celebración.

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。
Puedo hacerle preguntas a alguien sobre si va a ir a un evento, etc., y responder a esas mismas 
preguntas.

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。
Puedo decir cuándo estoy disponible, cuando invito a alguien a hacer algo o cuando me invitan.

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。
Puedo escribir una respuesta a un amigo cuando me envía un mensaje con una invitación.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

私の好きなこと
Mis actividades favoritas

▶トピック
　Tema

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Lo hice, pero me resulta difícil.)　　　★★☆：できた (Lo hice.)　　　★★★：よくできた (Lo hice bien.)
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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 (Lo hice, pero me resulta difícil.)　　　★★☆：できた (Lo hice.)　　　★★★：よくできた (Lo hice bien.)

第13課　このバスは空港に行きますか？　¿Este autobús va al aeropuerto?
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo preguntar si un tren o un autobús va a donde quiero ir y entender la respuesta.

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。
Puedo escuchar el nombre de una estación anunciado en un tren y preguntárselo a alguien si 
no lo entiendo bien.

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。
Puedo decir en qué medio de transporte voy al trabajo y cuánto tardo.

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。
Puedo hacer preguntas sobre cómo llegar a un lugar y entender las respuestas.

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。
Puedo leer las señales típicas de una estación y entender su significado.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

第14 課　大きな建物ですね　¡Qué edificio tan grande!
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo preguntar dónde está un lugar, como los aseos o un cajero automático.

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。
Puedo indicarle a alguien por teléfono el lugar donde me encuentro.

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。
Puedo expresar mis impresiones cuando alguien me guía por diversos lugares.

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。
Puedo leer el cartel de una tienda, un restaurante, etc., y entender cuándo está abierto o cerrado, etc.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

街を歩く
Recorrer la ciudad

▶トピック
　Tema
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Can-do チェック　『いろどり』入門 （A1）

第15課　電池がほしいんですが…　Quiero unas pilas.
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo preguntar dónde comprar algo que necesito y entender la respuesta.

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。
Puedo mirar el esquema de las plantas de una tienda y encontrar el artículo que deseo.

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。
Puedo preguntar al personal de un centro comercial, etc., dónde está un artículo que quiero y entender la respuesta.

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。
Puedo intercambiar comentarios sencillos acerca de los productos cuando voy de compras con un amigo.

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。
Puedo entender el significado de los carteles más comunes en grandes almacenes, centros comerciales, etc.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

第16課　これ、いくらですか？　¿Cuánto cuesta?
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo escuchar y comprender el precio de un producto.

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。
Puedo preguntar el precio de algo al personal y entender la respuesta.

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。
Puedo decir la cantidad que necesito cuando estoy de compras.

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。
Puedo responder a preguntas como "¿Quiere unos palillos?" o "¿Desea una bolsa?"

5. 割引表示
☆☆☆

70
店で割引表示を見て、商品の値段がわかる。
Puedo mirar un cartel de descuento y entender el precio del producto.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

店で
De compras

▶トピック
　Tema

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Lo hice, pero me resulta difícil.)　　　★★☆：できた (Lo hice.)　　　★★★：よくできた (Lo hice bien.)
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★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Lo hice, pero me resulta difícil.)　　　★★☆：できた (Lo hice.)　　　★★★：よくできた (Lo hice bien.)

第17課　映画を見に行きました　Fui a ver una película. 
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo contestar de manera sencilla cuando me preguntan qué he hecho en mis días libres.

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。
Puedo formular preguntas y respuestas acerca de las actividades realizadas en un día libre y 
las impresiones al respecto.

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。
Puedo leer una publicación sencilla de alguien en las redes sociales y entender, con ayuda de una fo-
tografía, lo que hizo esa persona.

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。
Puedo leer la lista de precios de un establecimiento cercano y entender cuánto hay que pagar.

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。
Puedo enviarle a alguien un mensaje sencillo con mis impresiones después de haber ido juntos a algún sitio.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

第18課　温泉に入りたいです　Quiero ir a unas aguas termales.
活動・Can-do

Actividades & Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo preguntarle a alguien qué quiere hacer en sus días libres y responder a mi vez.

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。
Puedo contestar de forma sencilla al preguntarme qué quiero hacer en Japón.

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。
Puedo publicar algo sencillo en redes sociales sobre lo que he hecho en vacaciones.

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。
Puedo hablar de forma sencilla sobre un viaje y cuáles fueron mis impresiones.

コメント Comentarios （年 /月 /日）(A/M/D) （　　／　　／　　）

休みの日に
Vacaciones

▶トピック
　Tema


