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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1課　先週、日本に来たばかりです　Я только приехал(-а) в Японию на прошлой неделе.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете понять имена, должности и др. информацию о сотрудниках, которых вам представили на 
новом рабочем месте.

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。
Можете относительно подробно рассказать о себе на рабочем месте и в др. местах, когда впервые 
представляетесь. 

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。
Можете простыми словами рассказать о месте, откуда вы родом.

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。
Можете простыми словами рассказать о себе в группе в социальной сети.

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

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　Он / она кажется ответственным человеком.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете описать внешность человека, которого ищут, или понять, о ком идёт речь, услышав 
характерные особенности.

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。
Можете описать внешность человека, обстоятельства, связанные с ним, и т.п., когда его нет рядом. 

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。
Можете простыми словами рассказать о своём кумире, почему он / она вам нравится и как вы стали 
его / её фанатом.

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。
Можете прочитать и понять текст простого интервью, знакомящего с тем или иным человеком.

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

私の周りの人たち
Люди вокруг меня

▶トピック
　Тема

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично



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　Я не могу это есть, потому что у меня аллергия.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете прочитать меню и понять, какие в нём есть блюда, их стоимость, дополнительные опции и т.д.

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。
Можете сказать человеку, вместе с которым едите, или сотруднику кафе, что и почему вы не можете 
употреблять.

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。
Можете сообщить сотруднику ресторана / кафе свои пожелания по поводу мест, заказа и т.д

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。
Можете по телефону забронировать столик в ресторане.

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。
Можете понять необходимую информацию, смотря на купон ресторана.

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

第4 課　しょうゆをつけないで食べてください　Ешь(-те) это без соевого соуса.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете послушать описание рекомендованного ресторана и понять, в чём его особенность.

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。
Можете на слух понять объяснение, как правильно есть то или иное блюдо.

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。
Можете задавать вопросы о том, как правильно есть то или иное блюдо, и отвечать на подобные 
вопросы.

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。
Можете простыми словами рассказать про блюдо своей страны: особенности, ингредиенты, 
способ употребления и т.д.

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。
Можете прочитать в интернете отзывы о ресторане и узнать, какие там блюда на вкус, их стоимость 
и т.д. 

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

レストランで
В ресторане

▶トピック
　Тема

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично
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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5課　早く予約したほうがいいですよ　Стоит заранее забронировать столик.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете послушать простое описание туристических мест в Японии и понять, что это за места, что 
там можно делать и т.д.

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。
Можете обсудить с другом планы на путешествие.

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。
Можете попросить совета по поводу планирования путешествия и дать совет на эту тему другому 
человеку.

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。
Можете в общих чертах понять содержание отзывов на сайте о путешествиях.

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

第6課　いろいろなところに行けて、よかったです　Хорошо, что мне удалось посетить разные места.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете найти необходимую информацию, посмотрев на билет на поезд, знаки в поезде, 
объявления на станции и т.п.

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。
Можете простыми словами рассказать о своих планах человеку, с которым встретились во время 
путешествия.

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。
Можете на слух понять необходимую информацию из объявлений на станциях, в вагоне и в др. 
местах, и, если не поняли, можете задать вопрос окружающим.

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。
Можете простыми словами поделиться своими впечатлениями от путешествия.

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。
Можете написать простой пост в социальную сеть про ваш опыт во время путешествия и свои 
впечатления.

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

旅行に行こう
Давай(-те) поедем в путешествие.

▶トピック
　Тема

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично
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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7課　雨が降ったら、ホールでやります　Если пойдёт дождь, мероприятие будет проведено в зале.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете прочитать основную информацию, посмотрев объявление на доске информации или в 
почтовом ящике.

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。
Можете задать вопросы о местных мероприятиях и объявлениях и понять ответы.

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。
Можете понять основную информацию, послушав объявление про мероприятия или др. события 
по региональной системе радиооповещения.

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。
Можете задать вопросы про мероприятие, на которое вас пригласили, и понять ответы.

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

第8課　屋台はどこかわかりますか？　Вы знаете / Ты знаешь, где стоят киоски с едой?
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете найти основную информацию (время и содержание мероприятия и т.д.), смотря на афишу.

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。
Можете задать вопросы (о времени, месте и т.д.) сотруднику на месте проведения мероприятия и понять 
ответы. 

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。
Можете узнать у ответственного лица условия и способ подачи заявки на мероприятие, в котором 
хотите поучаствовать.

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。
Можете понять общее содержание объявления (про меры предосторожности и т.д.) на месте проведения 
мероприятия.

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。
Можете прочитать и понять простой пост друга в социальной сети, участвовавшего в каком-либо 
мероприятии.

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。
Можете написать простой пост в социальную сеть про мероприятие, в котором принимали участие.

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

地域のイベント
Местные события

▶トピック
　Тема

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично
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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9課　成人の日は、何をするんですか？　Что делают в День совершеннолетия?
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете на слух понять информацию о ежегодных мероприятиях в Японии (что на них делают, что 
едят и т.п.).

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。
Можете простыми словами рассказать о том, как провели новогодние праздники или другие выходные.

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。
Можете простыми словами рассказать о фестивалях и других мероприятиях, которые проходят в 
вашей стране.

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。
Можете прочитать и в общих чертах понять статью о местном мероприятии, в котором вы участвовали.

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。
Можете написать и отправить новогоднее поздравление.

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

第10課　どんな服を着て行けばいいですか？　Какую одежду лучше надеть?
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете спросить о правилах этикета и обычаях на свадьбе, похоронах и др. ситуациях в Японии и 
понять ответ.

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。
Можете спросить и прокомментировать разницу в правилах этикета и обычаях между Японией и 
вашей страной.

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。
Можете простыми словами рассказать о событии, связанном с опытом межкультурного общения.

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。
Можете читать и в общих чертах понимать публикации в интернете о различиях в правилах 
этикета и обычаях.

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

年中行事とマナー
Ежегодные мероприятия и правила этикета

▶トピック
　Тема

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично
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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　Я забыл(-а) бонусную карту.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете сообщить сотруднику в магазине одежды желаемый цвет, размер и др. параметры вещи и 
приобрести то, что хотите.

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。
Можете сообщить человеку поблизости о своей проблеме во время шопинга.

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。
Можете описать потерянный предмет, место, где вы его потеряли, и т.п.

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。
Можете на слух в общих чертах понимать объявления в торговом центре и др. местах.

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

第12課　この掃除機は軽くて動かしやすいですよ　Этот пылесос легче, и его проще передвигать.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете спросить совет у других людей, когда хотите приобрести какую-то вещь (что, где лучше 
купить и т.д.).

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。
Можете купить электронику и другие товары через приложения и сайты для продажи 
подержанных вещей.

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。
Можете понять необходимую информацию, посмотрев сравнительную таблицу и ценники 
электротоваров в магазине бытовой техники.

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。
Можете при покупке техники расспросить сотрудника магазина о товаре и попросить снизить цену.

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

上手な買い物
Покупки с умом

▶トピック
　Тема

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично



初級2　Can-doチェック- 7 ©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13課　いろいろな資料を展示してあります　Представлены различные материалы.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете послушать и понять, что есть в том или ином учреждении, что там можно делать и т.п., во 
время экскурсии по нему.

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。
Можете на слух понять объяснение правил пользования и посещения тренажёрного зала и других 
общественных мест.

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。
Можете задать вопросы о правилах пользования и посещения библиотеки и понять ответы.

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。
Можете читать и понимать информацию о пользовании библиотекой, написанную на несложном 
японском языке для иностранцев.

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。
Можете понимать значение объявлений («Фотографировать запрещено» и т.д.), размещённых в 
учреждениях.

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

第14 課　前髪は、もう少し短く切ってもらえますか？　Можете, пожалуйста, чёлку ещё покороче сделать?
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете послушать объяснения и понять, как пользоваться службой доставки, химчисткой и 
другими услугами. 

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。
Можете прочитать уведомление о невручении посылки и понять, как запросить повторную 
доставку.

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。
Можете объяснить свои пожелания по причёске в салоне красоты и парикмахерской.

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。
Можете послушать и понять, какие услуги доступны иностранцам в Ассоциации международного 
обмена и других местах.

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

さまざまなサービス
Различные услуги 

▶トピック
　Тема

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично



初級2　Can-doチェック- 8 ©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15課　会議室の電気がついたままでした　Свет в комнате для совещаний остался включённым.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете прочитать и понять основные пункты экологических плакатов, которые развешаны на 
работе и в др. местах.

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。
Можете рассказать о том, что вы делаете для окружающей среды, и понять, что говорит ваш 
собеседник.

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。
Можете прочитать и понять инструкцию о правильном выкидывании мусора.

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。
Можете спросить, как выбросить тот или иной мусор, и понять ответ.

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

第16課　地震が来ても、あわてて動かないでください　Не паникуйте, даже если начнётся землетрясение.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете послушать новость / объявление о стихийном бедствии и понять, что произошло и что 
делать.

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。
Можете слушать объяснения и инструкции во время учений по чрезвычайным ситуациям и 
понимать, что делать.

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。
Можете на учениях по ЧС и т.п. послушать и в целом понять объяснение, что делать в случае 
землетрясения. 

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。
Можете спросить у окружающих необходимую информацию в случае бедствия.

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。
Можете читать и понимать содержание брошюр про обеспечение безопасности в случае ЧС, 
написанных на простом японском языке для иностранцев. 

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

自然と環境
Природа и окружающая среда

▶トピック
　Тема

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично
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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　По сравнению с тем, что было раньше, я лучше говорю по-японски. 
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете простыми словами рассказать о том, что у вас произошло и как изменилась ваша жизнь 
после приезда в Японию.

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。
Можете простыми словами рассказать коллегам о том, как продвигается ваша работа в последнее 
время.

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。
Можете написать своему учителю японского языка или кому-то ещё простое сообщение о том, как у вас 
дела.

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

第18課　将来、自分の会社を作ろうと思います　Я думаю о создании собственной компании в будущем.
活動・Can-do

Практика (задания) и "Can-do"
評価

Самооценка

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。
Можете простыми словами рассказать о своих мечтах и   надеждах.

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。
Можете выслушать и в целом понять опыт и советы человека, много лет живущего в Японии.

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。
Можете выразить благодарность на прощальной вечеринке и др. мероприятиях, ссылаясь на 
эпизоды из жизни.

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

私の人生
Моя жизнь

▶トピック
　Тема

Не очень (пока сложно) Хорошо Отлично


