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

Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか

しかった (I did it, but could do it better.)　　　★★☆：できた (I did it. )　　　★★★：よくできた (I did it well.)

第1課　先週、日本に来たばかりです　Acabo de llegar a Japón la semana pasada.
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo entender el nombre y la función, etc., de los miembros del personal de mi nuevo trabajo 
cuando me los presentan.

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。
Puedo presentarme de manera algo detallada cuando saludo a alguien por primera vez en el 
trabajo u otros lugares. 

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。
Puedo hablar en términos sencillos sobre mi lugar de origen.

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。
Puedo presentarme en un texto para publicarlo en las redes sociales.

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

第 2 課　まじめそうな人ですね　He looks a serious person.
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can describe a person’s characteristics or identify a person by listening to their characteristics 
when you are looking for someone.

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。
Can talk about the traits and appearance of a person who is not present. 

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。
Can talk in simple terms about a famous person you like, why you like them and why you first 
liked them.

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。
Can read a simple interview article and understand the contents.

コメント Comments （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第 2 課　まじめそうな人ですね　Parece una persona serie.
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo describir las características de una persona o identificar a una persona cuando la estoy 
buscando y alguien me explica sus características.

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。
Puedo hablar sobre los rasgos y la apariencia de una persona que no está presente. 

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。
Puedo hablar en términos sencillos sobre una persona famosa que me gusta, por qué me gusta 
y por qué me empezó a gustar.

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。
Puedo leer una entrevista sencilla y comprender su contenido.

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

私の周りの人たち
La gente que me rodea

▶トピック
　Tema

Lo hice bienLo hiceLo hice, pero me resulta difícil



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

Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか

しかった (I did it, but could do it better.)　　　★★☆：できた (I did it. )　　　★★★：よくできた (I did it well.)

第 3 課　アレルギーがあるので、食べられないんです　No puedo comerlo porque me da alergia.
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo leer una carta de un restaurante y entender los nombres de los platos, los precios, los servicios, etc.

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。
Puedo decir lo que no puedo comer y el motivo a alguien con quien estoy comiendo o al personal de un restaurante.

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。
Puedo expresar preferencias de asiento, pedidos, etc., en el restaurante.

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。
Puedo reservar sitio en un restaurante por teléfono.

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。
Puedo leer un vale de un restaurante y encontrar la información necesaria.

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

第 4 課　しょうゆをつけないで食べてください　Tómalo sin salsa de soja.
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo escuchar información sobre un restaurante recomendado y entender sus características.

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。
Puedo escuchar y comprender instrucciones sobre cómo se come un plato.

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。
Puedo formular preguntas y respuestas sobre cómo se come un plato.

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。
Puedo explicar de manera sencilla un plato de mi país indicando, por ejemplo, cuáles son 
sus características, ingredientes y modo de comerlo.

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。
Puedo leer reseñas en internet sobre un restaurante y encontrar información como el sabor y el precio de los platos. 

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

レストランで
En el restaurante

▶トピック
　Tema

Lo hice bienLo hiceLo hice, pero me resulta difícil



初級2　Can-doチェック- 3 ©The Japan Foundation

Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか

しかった (I did it, but could do it better.)　　　★★☆：できた (I did it. )　　　★★★：よくできた (I did it well.)

第 5 課　早く予約したほうがいいですよ　Es mejor que reserves con tiempo.
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo escuchar una presentación breve acerca de un destino turístico de Japón y entender 
cómo es ese lugar y qué se puede hacer en él.

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。
Puedo hablar con un amigo acerca de un plan de un viaje.

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。
Puedo solicitar y dar consejos acerca de la planificación de un viaje.

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。
Puedo leer reseñas en una web de viajes y entender más o menos su contenido.

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

第 6 課　いろいろなところに行けて、よかったです　Me alegro de haber podido ir a tantos sitios.
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo encontrar la información necesaria cuando miro un billete de tren, los carteles de un 
tren, el tablón de anuncios de una estación, etc.

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。
Puedo hablar en términos sencillos sobre mis planes de viaje con una persona que haya conocido durante un viaje.

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。
Puedo escuchar un anuncio emitido por megafonía en una estación o en el tren y obtener la in-
formación necesaria, o hacerle preguntas a alguien cercano si no lo he entendido bien.

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。
Puedo hablar en términos sencillos acerca de mis impresiones sobre un viaje que he hecho.

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。
Puedo escribir una publicación sencilla en una red social acerca de mi experiencia e impre-
siones sobre un viaje que he hecho.

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

旅行に行こう
¡Vámonos de viaje!

▶トピック
　Tema

Lo hice bienLo hiceLo hice, pero me resulta difícil



初級2　Can-doチェック- 4 ©The Japan Foundation

Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか

しかった (I did it, but could do it better.)　　　★★☆：できた (I did it. )　　　★★★：よくできた (I did it well.)

第7課　雨が降ったら、ホールでやります　Si llueve, se celebrará en el auditorio.
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo extraer la información principal de los avisos de un tablón de anuncios de mi zona, de mi buzón, etc.

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。
Puedo hacer preguntas sobre eventos y anuncios de mi zona y entender las respuestas.

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。
Puedo escuchar un anuncio de un acontecimiento en una emisora de radio de mi zona y comprender la información principal.

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。
Puedo hacer preguntas y entender las respuestas acerca del contenido de un evento de mi zona cuando alguien me invita a asistir.

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

第 8 課　屋台はどこかわかりますか？　¿Sabes dónde están los puestos callejeros?

活動・Can-do
Actividades y Can-do

評価
Autoevaluación

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。
Puedo mirar el programa de un evento y encontrar la información principal, como la hora de inicio y el contenido de cada actividad.

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。
Puedo preguntar a los encargados y otras personas acerca de la hora y el lugar de las actividades de un evento y 
comprender las respuestas. 

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。
Puedo preguntarle a un responsable de un evento en el que me interesa participar acerca de los requisitos de 
participación y la forma de inscripción.

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。
Puedo escuchar y entender las informaciones y advertencias anunciadas por megafonía durante un evento.

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。
Puedo leer y comprender publicaciones sencillas en las redes sociales escritas por un amigo que haya participado en un evento.

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。
Puedo escribir mensajes sencillos en las redes sociales sobre un evento en el que he participado.

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

地域のイベント
Acontecimientos locales

▶トピック
　Tema

Lo hice bienLo hiceLo hice, pero me resulta difícil



初級2　Can-doチェック- 5 ©The Japan Foundation

Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか

しかった (I did it, but could do it better.)　　　★★☆：できた (I did it. )　　　★★★：よくできた (I did it well.)

第 9 課　成人の日は、何をするんですか？　¿Qué se hace el Día de la mayoría de edad?
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo escuchar y comprender lo que se hace, come, etc., en las celebraciones anuales de Japón.

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。
Puedo hablar en términos sencillos sobre lo que hice durante las vacaciones, como las vaca-
ciones de Año Nuevo, y decir mis impresiones, etc.

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。
Puedo hablar en términos sencillos sobre los festivales y celebraciones de mi país.

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。
Puedo leer y entender más o menos un artículo sobre un evento local en el que he participado.

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。
Puedo escribir y enviar felicitaciones de Año Nuevo.

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

第10 課　どんな服を着て行けばいいですか？　¿Qué ropa debería ponerme?
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo preguntar acerca las normas de educación y costumbres de las bodas, funerales, etc., 
de Japón y entender las respuestas.

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。
Puedo preguntar y hacer comentarios acerca de las diferencias entre las normas de educación 
y costumbres de Japón y las de mi país.

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。
Puedo hablar en términos sencillos sobre alguna experiencia relacionada con otras culturas.

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。
Puedo leer y comprender más o menos publicaciones de internet acerca de las diferencias con 
respecto a las normas de educación y las costumbres.

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

年中行事とマナー
Celebraciones y costumbres

▶トピック
　Tema

Lo hice bienLo hiceLo hice, pero me resulta difícil
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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 (I did it, but could do it better.)　　　★★☆：できた (I did it. )　　　★★★：よくできた (I did it well.)

第11課　ポイントカードを忘れてしまいました　Olvidé traer la tarjeta de puntos.
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo comprar algo que quiero en una tienda de ropa indicándole al dependiente mis deseos 
con respecto al color, la talla, etc.

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。
Puedo informar sobre un problema al personal cuando estoy de compras.

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。
Puedo describir un objeto perdido y el lugar donde lo he perdido.

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。
Puedo escuchar y entender más o menos los anuncios emitidos por megafonía en una tienda, 
por ejemplo, en un centro comercial.

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

第12 課　この掃除機は軽くて動かしやすいですよ　Esta aspiradora es ligera y fácil de manejar.
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo preguntarle a alguien qué modelo comprar de un producto que quiero y dónde puedo 
comprarlo.

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。
Puedo utilizar una aplicación de un mercadillo digital o una web para comprar electrodomésticos 
y otros artículos.

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。
Puedo leer una tabla de comparación de productos y las etiquetas con los precios de los aparatos 
en una tienda de electrodomésticos y extraer la información necesaria.

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。
Puedo preguntar a un dependiente acerca un producto o pedirle un descuento, cuando estoy de 
compras en una tienda de electrodomésticos.

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

上手な買い物
Una buena compra

▶トピック
　Tema

Lo hice bienLo hiceLo hice, pero me resulta difícil
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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 (I did it, but could do it better.)　　　★★☆：できた (I did it. )　　　★★★：よくできた (I did it well.)

第13 課　いろいろな資料を展示してあります　Tienen expuestos muchos materiales.
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo escuchar y comprender qué instalaciones hay y para qué sirven cuando me guían por un lugar.

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。
Puedo escuchar y comprender instrucciones, por ejemplo, sobre cómo utilizar el gimnasio y 
otras instalaciones públicas.

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。
Puedo hacer preguntas sobre cómo usar una biblioteca y entender las respuestas.

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。
Puedo leer y comprender la información de una biblioteca que está escrita en japonés senci- 
llo para extranjeros.

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。
Puedo leer y entender señales, como "Prohibido hace fotografías", colocadas en las instala-
ciones públicas.

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

第14 課　前髪は、もう少し短く切ってもらえますか？　¿Podría cortarme el flequillo un poco más?
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo escuchar y entender instrucciones sobre cómo utilizar un servicio de mensajería, tin-
torería, etc. 

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。
Puedo leer un aviso de un paquete no entregado y entender cómo solicitar una nueva entrega.

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。
Puedo explicar qué tipo de corte de pelo deseo en una peluquería.

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。
Puedo escuchar y entender qué tipo de servicios están disponibles para los extranjeros en una 
asociación de intercambio internacional o similares.

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

さまざまなサービス
Diversos servicios

▶トピック
　Tema

Lo hice bienLo hiceLo hice, pero me resulta difícil
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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 (I did it, but could do it better.)　　　★★☆：できた (I did it. )　　　★★★：よくできた (I did it well.)

第15 課　会議室の電気がついたままでした　Las luces de la sala de reuniones estaban encendidas.
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo leer un cartel sobre acciones respetuosas con el medio ambiente publicado en el lugar 
de trabajo, etc., y entender lo que hay que tener en cuenta.

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。
Puedo hablar sobre las cosas en las que me fijo para cuidar del medio ambiente o escuchar y 
entender lo que dicen los demás.

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。
Puedo leer y comprender instrucciones sobre cómo tirar la basura, por ejemplo, cuándo hay 
que tirar un determinado tipo de basura.

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。
Puedo preguntar y comprender cómo se tira un determinado tipo de basura.

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

第16 課　地震が来ても、あわてて動かないでください　En caso de terremoto, no actúes de manera precipitada.
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo escuchar noticias y anuncios sobre una catástrofe y comprender lo que ha ocurrido y lo 
que hay que hacer.

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。
Puedo escuchar las explicaciones e instrucciones de un simulacro de catástrofe y comprender 
lo que hay que hacer y lo que hay que tener en cuenta.

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。
Puedo escuchar y entender más o menos las explicaciones sobre qué hacer en caso de terre-
moto durante un simulacro de emergencia, etc. 

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。
Puedo pedir a las personas de mi entorno la información necesaria en caso de catástrofe.

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。
Puedo leer y comprender un folleto de prevención de catástrofes redactado en japonés sencillo 
para extranjeros. 

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

自然と環境
Naturaleza y medio ambiente

▶トピック
　Tema

Lo hice bienLo hiceLo hice, pero me resulta difícil
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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 (I did it, but could do it better.)　　　★★☆：できた (I did it. )　　　★★★：よくできた (I did it well.)

第17課　日本語が前より話せるようになりました　Puedo hablar japonés mejor que antes. 
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo hablar en términos sencillos sobre lo que he experimentado y cómo ha cambiado mi vida 
después de venir a Japón.

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。
Puedo hablar en términos sencillos con mis compañeros de trabajo acerca de cómo me va en el 
trabajo.

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。
Puedo escribir un mensaje sencillo sobre cómo me va últimamente y enviárselo, por ejemplo, a mi 
profesor de japonés.

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

第18 課　将来、自分の会社を作ろうと思います　Estoy pensando en montar mi propia empresa en el futuro.
活動・Can-do

Actividades y Can-do
評価

Autoevaluación

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。
Puedo hablar en términos sencillos sobre mis sueños y deseos para el futuro.

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。
Puedo escuchar y comprender más o menos la experiencia y los consejos de una persona que 
ha vivido en Japón durante muchos años.

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。
Puedo expresar mi agradecimiento en una f iesta de despedida, etc., haciendo referencias 
breves a algunas anécdotas.

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

私の人生
Mi vida

▶トピック
　Tema

Lo hice bienLo hiceLo hice, pero me resulta difícil


