
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 (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　おはようございます　Доброе утро!
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"  
評価

Самооценка

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。
Можете поприветствовать человека при встрече. 

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。
Можете попрощаться с собеседником.

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。
Можете поблагодарить кого-то или извиниться.

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。
Можете понимать смысл стикеров “доброе утро”, “спасибо” и т.д.

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

第2課　すみません、よくわかりません　Извините, я не очень понимаю.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Можете переспросить собеседника, когда не очень хорошо поняли то, что он сказал.

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。
Можете задавать вопросы о владении японским и другими языками и отвечать на подобные вопросы.

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。
Можете спросить, как называется по-японски тот или иной предмет, когда не знаете, и понять 
ответ.

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

はじめての日本語
Начинаем говорить по-японски

▶トピック
　Тема

　Can-do – что вы можете делать, используя японский язык? «ИРОДОРИ» для начинающих  (A1) 

                                   入門　Cамооценка "Can-do" - 1

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично      



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 (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　よろしくお願いします　Приятно познакомиться.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Можете представиться простыми словами, назвав своё имя, сказав, откуда вы, и т.п.

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。
Можете написать свою страну и имя на бейдже и т.п.

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。
Можете спросить у человека при первой встрече, как его зовут, откуда он и т.п., и ответить на 
подобные вопросы.

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。
Можете вписать в бланк заявления фамилию, имя, гражданство и дату рождения.

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

第4 課　東京に住んでいます　Я живу в Токио.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Послушав представление членов семьи, можете понять, кто есть кто.

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。
Можете спросить собеседника о его месте проживания и возрасте и ответить на подобные вопросы.

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。
Можете задавать простые вопросы (например, «Кто это?»), смотря на фотографию, и отвечать на 
подобные вопросы. 

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。
Можете прочитать короткий пост в социальной сети и понять его тему, используя фотографии 
как подсказки.

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

私のこと
О себе

▶トピック
　Тема

Can-do – что вы можете делать, используя японский язык? «ИРОДОРИ» для начинающих  (A1) 

                                   入門　Cамооценка "Can-do" - 2

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично      



入門　Can-doチェック - 3 ©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 (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　うどんが好きです　Мне нравится удон.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Можете ответить на вопросы о том, как еда вам нравится и не нравится.

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。
Можете спросить собеседника, что ему нравится и не нравится в японской кухне, и ответить на 
подобные вопросы.

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。
Можете ответить на предложение что-нибудь выпить.

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。
Можете спросить, что ест на завтрак ваш собеседник, и ответить на подобный вопрос.

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。
Можете простыми словами подписать фото еды и выложить пост в социальную сеть.

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

第6課　チーズバーガーください　Чизбургер, пожалуйста. 
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Можете понимать по меню, какая еда и напитки есть в кафе быстрого питания.

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。
Можете сделать заказ в кафе быстрого питания.

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。
Можете спросить, что будет есть человек, с которым вы едите вместе. 
Можете ответить на подобный вопрос.

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。
Можете заказать еду и попросить тарелки, стаканы и другие необходимые предметы.

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。
Можете понять, посмотрев на вывеску, какое заведение перед вами.

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

好きな食べ物
Моя любимая еда

▶トピック
　Тема

Can-do – что вы можете делать, используя японский язык? «ИРОДОРИ» для начинающих  (A1) 

                                   入門　Cамооценка "Can-do" - 3

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично      



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 (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　部屋が 4つあります　Здесь четыре комнаты. 
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Можете через простое описание понять, какие комнаты есть в доме, пока вам его показывают.

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。
Можете спросить и уточнить, есть ли в доме или комнате всё необходимое.

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。
Можете дать простой ответ на вопрос о месте жительства и о том, какой у вас дом.

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。
Можете спросить, в каком доме живёт собеседник, и ответить на подобный вопрос.

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。
Понимаете, какие кнопки нажимать на дисплее управления бытовыми электроприборами. 
Например, на пульте кондиционера.

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

第8課　山田さんはどこにいますか？　Где  Ямада?
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Через простые объяснения можете понять, в каком помещении находитесь, когда вам показывают 
офис. 

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。
Можете спросить о местонахождении кого-либо, и ответить на подобный вопрос.

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。
Можете спросить, например, на рабочем месте, где лежит та или иная вещь, и ответить на 
подобный вопрос.

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。
Понимаете, что за помещение перед вами, посмотрев на табличку на входе.

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

家と職場
Дом и работа

▶トピック
　Тема

Can-do – что вы можете делать, используя японский язык? «ИРОДОРИ» для начинающих  (A1) 

                                   入門　Cамооценка "Can-do" - 4

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично      



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 (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　12 時から1時まで昼休みです　Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Можете спросить, во сколько кто-то ложится спать и просыпается, и ответить на подобные 
вопросы.

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。
Можете понять простое описание рабочего расписания на день.

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。
Можете в общих чертах понять расписание другого человека, посмотрев на доску.

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。
Можете спросить, удобно ли собеседнику то или иное время, чтобы составить расписание. 
Можете ответить на подобные вопросы. 

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

第10課　ホチキス貸してください　Одолжи(-те), пожалуйста, степлер. 
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Можете понять, что нужно делать на работе, послушав короткие простые указания. 

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。
Можете уточнить и переспросить важные моменты во время получения указаний на работе.

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。
Можете понять содержание простых рукописных записок на работе.

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。
Можете попросить кого-нибудь на работе что-нибудь одолжить.

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。
Можете уточнить, всё ли на месте, сверившись со списком.

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

毎日の生活
Повседневная жизнь

▶トピック
　Тема

Can-do – что вы можете делать, используя японский язык? «ИРОДОРИ» для начинающих  (A1) 

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично      

                                   入門　Cамооценка "Can-do" - 5



入門　Can-doチェック - 6 ©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 (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　どんなマンガが好きですか？　Какой жанр комиксов манга тебе / Вам нравится?
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"  
評価

Самооценка

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。
Можете дать простые ответы на вопросы о хобби. 

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。
Можете расспросить собеседника о хобби и любимых занятиях и ответить на подобные вопросы.

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。
Можете спросить о планах на выходные и ответить на подобные вопросы.

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。
Можете прочитать простое описание профиля в социальной сети и понять, что нравится этому 
человеку.

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

第12課　いっしょに飲みに行きませんか？　Не хочешь сходить выпить вместе?
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Можете найти необходимую информацию, например, время и место, смотря на объявление о 
мероприятии.

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。
Можете спросить у собеседника, пойдёт ли он на мероприятие, и ответить на подобный вопрос.

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。
Можете сказать об удобном времени, дате и т.п., когда приглашаете собеседника куда-то или когда 
приглашают вас.

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。
Можете прочитать простое сообщение от друга с предложением куда-либо пойти и написать ответ. 

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

私の好きなこと
Вещи, которые мне нравятся

▶トピック
　Тема

Can-do – что вы можете делать, используя японский язык? «ИРОДОРИ» для начинающих  (A1) 

                                   入門　Cамооценка "Can-do" - 6

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично      



入門　Can-doチェック - 7 ©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 (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　このバスは空港に行きますか？　Этот автобус идёт до аэропорта?
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Можете спросить, едет ли поезд или автобус в нужное вам место, и понять ответ на этот вопрос.

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。
Можете спросить у других пассажиров, когда не поняли название остановки во время 
объявления в транспорте.

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。
Можете сказать, как добираетесь от дома до работы и сколько времени это занимает.

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。
Можете спросить, как добраться до места назначения, и понять ответ.

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。
Можете понять смысл объявлений / знаков, которые часто видите на станциях. 

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

第14 課　大きな建物ですね　Какое большое здание, правда?
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Можете спросить, где находится туалет, банкомат и другие подобные места во время прогулок и 
поездок.

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。
Можете сказать собеседнику по телефону, где вы находитесь. 

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。
Можете поделиться своими впечатлениями о разных местах во время экскурсии по городу.

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。
Можете понять время работы магазина или ресторана, прочитав информацию на вывеске. 

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

街を歩く
Прогулка по городу

▶トピック
　Тема

Can-do – что вы можете делать, используя японский язык? «ИРОДОРИ» для начинающих  (A1) 

                                   入門　Cамооценка "Can-do" - 7

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично      



入門　Can-doチェック - 8 ©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 (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　電池がほしいんですが…　Мне нужны батарейки.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Можете спросить у других людей, где можно купить необходимую вам вещь, и понять ответ.

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。
Можете найти, где находится то, что вам нужно, смотря на план этажей в торговом центре.

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。
Можете спросить у сотрудника торгового центра, где находится нужный вам товар, и понять ответ.

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。
Можете обмениваться простыми комментариями о товарах во время шопинга с друзьями. 

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。
Понимаете значение вывесок, которые часто встречаются в универмагах, торговых центрах и т.д.

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

第16課　これ、いくらですか？　Сколько это стоит?
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Можете понять стоимость товара, услышав её.

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。
Можете спросить у продавца в магазине, сколько стоит товар, и понять ответ.

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。
Можете назвать необходимое количество / объём желаемых товаров во время совершения покупки.

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。
Можете ответить на вопросы на кассе магазина (например, «Положить палочки?», «Нужен пакет?» 
и т.п.).

5. 割引表示
☆☆☆

70 店で割引表示を見て、商品の値段がわかる。
Можете понять стоимость товара в магазине, посмотрев на знак скидки.

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

店で
В магазине

▶トピック
　Тема

Can-do – что вы можете делать, используя японский язык? «ИРОДОРИ» для начинающих  (A1) 

                                   入門　Cамооценка "Can-do" - 8

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично      



入門　Can-doチェック - 9 ©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 (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　映画を見に行きました　Я ходил(-а) в кино. 
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Можете коротко ответить на вопрос о том, что делали на выходных.

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。
Можете спросить у собеседника, что он делал на выходных, о его впечатлениях и ответить на 
подобные вопросы.

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。
Можете прочитать простой пост в социальной сети, используя фото в качестве подсказки для понимания.

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。
В знакомых заведениях понимаете, сколько нужно заплатить, посмотрев на прейскурант.

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。
Можете отправить простое сообщение со своими впечатлениями человеку, с которым вместе 
провели время.

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

第18課　温泉に入りたいです　Я хочу поехать на горячие источники.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do" 
評価

Самооценка

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。
Можете спросить у собеседника, чем он хочет заняться выходных, и ответить на подобный вопрос.

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。
Можете простыми словами ответить, что вы хотите сделать в Японии.

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。
Можете написать простой пост в социальную сеть о том, как провели выходные.

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。
Можете рассказать простыми словами о том, что делали в путешествии, и поделиться своими 
впечатлениями.

コメント Комментарии （年 /月 /日）(Г/М/Д) （　　／　　／　　）

休みの日に
В выходные

▶トピック
　Тема

Can-do – что вы можете делать, используя японский язык? «ИРОДОРИ» для начинающих  (A1) 

                                   入門　Cамооценка "Can-do" - 9

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично      


