
Look over the table of contents, and pick 【 】themes which you want to study.
Please write down numbers of them. 
目次を見て下さい。これから勉強したいテーマを【 】こ選びましょう。
トピックの番号を書いてください。

How much are you interested in the topics you chose?
Please circle either one from “1 a little”, “2 So so” and “3 Very”.
自分が選んだトピックにどれくらい興味ありますか。
１少し ２ まあまあ ３ とても から一つ選んで、〇を書きましょう。

How much is the topic you chose difficult to you?
Please circle either one from “1 Easy”, “2 A little easy”, “3 A little 
difficult” and “4 Very difficult”.
自分が選んだトピックは今、どれくらい難しいですか。
１簡単 ２少し簡単 ３少し難しい ４とても難しい
から一つ選んで、〇を書きましょう。

Topic number
トピック番号

Interest
興 味

Difficulty 
むずかしさ

１－２－３ １－２－３－４

１－２－３ １－２－３－４

１－２－３ １－２－３－４

１－２－３ １－２－３－４

１－２－３ １－２－３－４

１－２－３ １－２－３－４

１－２－３ １－２－３－４

（英語） 月 日 名前

Ａ
えら

テーマ選び

Teema erabi

Choose themes



For preparation of the speech next week, talk with Japanese language supporters 
and review the contents that you have studied. Let's make a speech note regarding 
to the topic you chose. The note should include the contents you want to talk in 
your speech.
来週のスピーチのための準備をします。今までのワークシートを見て、サポーターと話し
ながら、これまで勉強したことを思い出しましょう。スピーチしたいトピックを選んで、
話したいことをメモしましょう。

Write down what you want to talk about in Japanese on a big piece of paper. 
You can draw pictures too.
自分が伝えたいことを大きな紙に日本語で書いたり、絵を描いたりしましょう。

Please look over the work sheet and 
note down the words or sentences you 
want to memorize.
今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

How was the class today? Write in your own language.
今日のクラスはどうでしたか？ 自分のわかることばで書きましょう。

Ｂ
じゅんび

スピーチの準備

Supiichi no junbi

Preparation for speech

月 日 名前

If you have time, you can practice 
your speech. Note down the points 
you want to be aware of to make it 
better.
時間があったら、スピーチの練習を
しましょう。よいスピーチのために
気をつけることをメモしましょう。

（英語）



Ｃ
スピーチとふりかえり

Supiichi to furikaeri

Review of speech

月 日 名前

Make a speech and listen to others' 
speeches.  Note down things you 
understand or words you want to 
remember from their speeches.
スピーチをしましょう。ほかの人の
スピーチを聞いて、わかったことや、
覚えたい言葉をメモしましょう。

Listen and note down comments from 
others about your speech.
自分のスピーチについて他の人の
コメントをメモしましょう。

Please look over the work sheet and 
note down the words or sentences you 
want to memorize.
今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

How was the class today? 
Write in your own language.
今日のクラスはどうでしたか？
自分のわかることばで書きましょう。

（英語）



（ ）（ ）

（ ）（ ）

Ｄ
がくしゅう

学習のふりかえり

Gakushuu no furikaeri

Review of your study

月 日 名前

Please look over the list of topics. Please put the following marks beside each 
topic. ◎: for the topics you were satisfied with, △: for the topics you felt 
were difficult, ☆: for the topics you want to study more.
トピックの一覧を見てください。勉強してよかったものに◎、難しかったものに△、
もっと勉強したいものに☆を書きましょう。

Please choose four words you think are most important to you from those you have 
learned or memorized.
このクラスで勉強したことばや覚えたことばの中で、自分にとって大切だと思うものを
4つ選びましょう。

Please talk about the four words 
you chose in "2" with others. If 
you find some new words you want to 
memorize from the ones they chose, 
write those down as well. 
２について他の人と話しましょう。
他の人の勉強したことばや覚えたこと
ばで自分も覚えたいことばがあったら
メモしましょう。

Please look over the work sheet and 
note down the words or sentences you 
want to memorize.
今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

How was the class today? Write in your own language.
今日のクラスはどうでしたか？ 自分のわかることばで書きましょう。

（英語）



Topics you want to study
勉強したいこと

① when you want
to finish   
studying them 
いつまで？

② where you 
want to study
どこで？

Ｅ
べんきょう

これから勉強したいこと

Korekara benkyoo shitai koto

Further things you want to study

月 日 名前

"Do you have trouble using Japanese in the following "situations of daily life" 
from 1 to 10? Also, is there anything you want to study in the near future?
「生活上の行為の事例」１～１０の中で、今、日本語で困っていることはありますか？
また、これから勉強したいことはありますか？

Please choose 3 topics you want to study from “1”. 
Please tell us ① when you want to finish studying them and ② where you want to 
study. 
１の中から勉強することを3つ選びましょう。①いつまでに、②どこで、勉強したいですか。

Please look over the work sheet and 
note down the words or sentences you 
want to memorize.
今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

How was the class today? 
Write in your own language.
今日のクラスはどうでしたか？
自分のわかることばで書きましょう。

（英語）


