
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　I just came to Japan last week.
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can understand the name and role, etc. of staff members at your new job when they’re intro-
duced to you.

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。
Can give a somewhat detailed self-introduction when you give first greetings at work and other 
places. 

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。
Can talk in simple terms about your hometown.

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。
Can write a simple self-introduction on social media.

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

私の周りの人たち
People around Me

▶トピック
　Topic



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　I cannot eat it because of an allergy.
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can read a menu and understand the names of dishes, prices, and services.

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。
Can tell someone you are dining with or the restaurant staff what you cannot eat and the reasons.

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。
Can tell the restaurant staff your requests for seating, orders, etc.

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。
Can make a restaurant reservation by phone.

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。
Can look at a restaurant coupon and find the necessary information.

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

第4 課　しょうゆをつけないで食べてください　Please eat it without soy sauce.
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can listen to information about a recommended restaurant and understand its features.

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。
Can listen to and understand the instructions on how to eat a dish.

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。
Can ask or answer questions about how to eat a dish.

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。
Can give a simple explanation about a dish from your country, such as the characteristics, 
ingredients, and how to eat it.

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。
Can read online reviews about restaurants and find information, such as taste and price. 

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

レストランで
At a Restaurant

▶トピック
　Topic



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　You should make a reservation early.
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can listen to brief information of tourist destinations in Japan and understand what these places are like and 
what you can do there.

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。
Can discuss travel plans with a friend.

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。
Can ask someone for advice or give them your advice on travel planning.

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。
Can read reviews on a travel site and more or less understand the contents.

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

第6課　いろいろなところに行けて、よかったです　I am glad that I went to a lot of different places.
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can look at a train ticket, signs on a train, the bulletin board at a station, etc. to find the neces-
sary information.

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。
Can talk in simple terms about your travel plans to a person you met during your trip.

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。
Can listen to the announcements at a station or on the train and get the necessary information 
or ask questions to someone nearby when you are not sure.

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。
Can talk in simple terms about how your trip was.

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。
Can write a simple post on social media about your experience and impressions of a trip.

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

旅行に行こう
Let’s Go on a Trip

▶トピック
　Topic



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　If it rains, it will be held at the hall.
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can get the main information from notices on a community bulletin board or in your mailbox, 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。
Can ask questions about community events and notices and understand the answers.

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。
Can listen to an event announcement on a community radio broadcast and understand the main 
information.

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。
Can ask questions about the content and understand the answers when you are invited to a com-
munity event.

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

第8課　屋台はどこかわかりますか？　Do you know where the food stands are?
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can look at an event program and find the main information, such as the starting time and the 
performances.

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。
Can ask staff members or others about the time and place of events and understand the answers. 

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。
Can ask the person in charge about the requirements for participating in the event you are 
interested in and how to apply.

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。
Can listen to and more or less understand precautions and other announcements at an event 
venue.

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。
Can read and understand simple posts on social media written by a friend who participated in 
the event.

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。
Can write simple posts on social media about the event you participated in.

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

地域のイベント
Local Events

▶トピック
　Topic



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？　What do people do on Coming-of-Age Day?
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can listen to and understand what to do and what to eat, etc. for annual events in Japan.

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。
Can talk in simple terms about what you did during vacation, such as the New Year holidays, 
and how it was, 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。
Can talk in simple terms about festivals and events in your country.

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。
Can read and more or less understand an article about a local event you participated in.

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。
Can write and send New Year’s greetings.

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

第10課　どんな服を着て行けばいいですか？　What kind of clothes should I wear?
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can ask about manners and customs for weddings and funerals in Japan and understand the 
answers.

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。
Can ask and comment about the difference in manners and customs between Japan and your 
country.

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。
Can talk in simple terms about an event relating to intercultural experiences.

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。
Can read and more or less understand online posts about differences in manners and customs.

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

年中行事とマナー
Annual Events and Manners

▶トピック
　Topic



初級2　Can-doチェック- 6 ©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11課　ポイントカードを忘れてしまいました　I forgot to bring my point card.
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can tell a shop assistant your request about color, size, etc. at a clothing store and buy what you 
want.

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。
Can tell people nearby about a problem while shopping.

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。
Can describe a lost item and the place you lost it.

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。
Can listen to and more or less understand in-store announcements at, for example, a shopping 
mall.

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

第12課　この掃除機は軽くて動かしやすいですよ　This vacuum cleaner is light and easy to move around.
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can ask someone which model to buy and where, when you want something.

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。
Can use a flea market application or website to buy electric appliances and other items.

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。
Can look at a product comparison chart and the price tags of electric appliances at an electronics 
retail store to get the necessary information.

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。
Can ask store staff about a product or ask for a discount when you are buying electric appliances.

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

上手な買い物
Shopping Wisely

▶トピック
　Topic
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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　They display a lot of materials.
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can listen to and understand what there is and what can be done when you are shown around 
facilities.

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。
Can listen to and understand instructions, such as how to use the gym and other public facilities.

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。
Can ask questions about how to use the library, etc., and understand the answers.

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。
Can read and understand library information written in simple Japanese for non-Japanese 
residents.

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。
Can look at and understand signs, such as “no photography allowed,” posted in facilities.

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

第14 課　前髪は、もう少し短く切ってもらえますか？　Will you cut my bangs a little shorter?
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

1. 自転車の空気を入れたいんですが…

☆☆☆
60

宅配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。
Can listen to the instructions and understand how to use delivery, dry cleaning, and other 
services. 

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。
Can read a delivery notice for mail or an express package and understand how to request rede-
livery.

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。
Can explain your wishes about a hairstyle at a beauty salon or a barbershop.

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。
Can listen to and understand what kind of services are available to non-Japanese residents at 
the International Exchange Association, etc.

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

さまざまなサービス
Various Services

▶トピック
　Topic
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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　The lights in the meeting room were left on.
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can look at a notice about eco-friendly activities posted at work, etc. and understand what to be 
mindful of.

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。
Can talk about things you are mindful of for the environment or listen to and understand what 
others say.

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。
Can read and understand instructions on how to throw away of garbage, such as when to throw 
away a certain kind of garbage.

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。
Can ask and understand how to throw away a certain kind of garbage.

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

第16課　地震が来ても、あわてて動かないでください　Do not panic in case of an earthquake.
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can listen to news and announcements about a disaster and understand what happened and 
what to do.

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。
Can listen to the explanation and instructions for emergency drills and understand what to do 
and what to keep in mind.

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。
Can listen to and more or less understand the explanation on what to do in case of earthquakes 
at emergency drills, 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。
Can ask people around you for the necessary information in case of a disaster.

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。
Can read and understand brochures for disaster prevention written in simple Japanese for 
non-Japanese residents. 

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

自然と環境
Nature and Environment

▶トピック
　Topic
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★☆☆：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　I can speak Japanese better than before. 
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can talk in simple terms about what you’ve experienced and how life has changed after coming 
to Japan.

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。
Can talk in simple terms about how your work is going lately to your co-workers.

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。
Can write a simple message about how you are doing lately and send it to your Japanese-language 
teacher, etc.

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

第18課　将来、自分の会社を作ろうと思います　I am thinking about starting my own company in the future.
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

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。
Can talk in simple terms about your dreams and hopes.

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。
Can listen to and more or less understand the experience and advice of a person who has lived 
in Japan for many years.

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。
Can express thanks at a farewell party, etc. referring to some brief episodes.

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

私の人生
My Life

▶トピック
　Topic




