
Ver al índice. Elegir los temas que le interese.
Escribir los números de tópicos
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。

Cuánto le interesa los tópicos elegidos?

1 poco  2 más o menos  3 mucho

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。

Le parecen dificiles los tópicos ejegidos con su nivel actual de japonés?

1 fácil  2 un poco fácil  3 un poco difícil  4 muy difícil

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。

Número de tópicos
トピック番号

Interés
興 味

Dificultad
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

（スペイン語） 月 日 名前

Ａ
えら

テーマ選び

Teema erabi

Elegir la tema



Preparar para la presentación de la semana que viene. Recordar lo que estudió 
conversando con el ayudante. Escoger el tema y apuntar lo que quiere contar.
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。

Escribir lo que quiere contar en japonés en una hoja grande y dibujar en ella.
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。

Fijar la hoja de ejercicio. Escoger 
las palabras y frases que quiere 
aprender y escribirlas.
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。

¿Cómo fue la clase de hoy? Escribir su opinión en su lengua.
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

Preparación para presentación

月 日 名前（スペイン語）

Si tiene tiempo, practicar para la 
presentación. Apuntar las cosas
para que pueda hacer buena
presentación.
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。



Ｃ
スピーチとふりかえり

Supiichi to furikaeri

Presentación y repaso

月 日 名前（スペイン語）

Hacer una presentación.
Aquntar la que ha entendido y las 
palabras que quiere aprender, 
escuchando las presentaciones de 
otras personas.
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。

Apuntar los comentarios de otras
Personas sobre su presentación.
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。

Fijar la hoja de ejercicio. Escoger 
las palabras y frases que quiere 
aprender y escribirlas.
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。

¿Cómo fue la clase de hoy? 
Escribir su opinión en su lengua.
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。



（ ）（ ）

（ ）（ ）

Ｄ
がくしゅう

学習のふりかえり

Gakushuu no furikaeri

Reflexión del estudio

月 日 名前（スペイン語）

Ver la lista de tópicos. Marcar como siguiente: ◎: era útil △: era difícil  
☆quiero estudiar más.
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。

Elegir 4 palabras importantes para usted entre las palabaras que ha aprendido en 
esta clase.
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。

Conversar con los demás sobre la 
pregunta 2. Apuntar las palabras de 
otras personas que usted también 
quiera aprender.
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。

Fijar la hoja de ejercicio. Escoger 
las palabras y frases que quiere 
aprender y escribirlas.
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。

¿Cómo fue la clase de hoy? Escribir su opinión en su lengua.
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。



Lo que quiere estudiar
勉強したいこと

① ¿Cuándo?
いつまで？

② ¿Dónde?
どこで？

Ｅ
べんきょう

これから勉強したいこと

Korekara benkyoo shitai koto

Lo que quiere estudiar desde ahora

月 日 名前（スペイン語）

¿Tiene dificultad en japonés ahora mismo desde los siguientes 1 a 10?
¿Hay algunas cosas que quiere estudiar desde ahora?
「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？

Elegir 3 cosas que quiere estudiar  desde 1.
①¿Hasta cuándo? ②¿Dónde quiere estudiar?

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。

Fijar la hoja de ejercicio. Escoger 
las palabras y frases que quiere 
aprender y escribirlas.
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。

¿Cómo fue la clase de hoy? 
Escribir su opinión en su lengua.
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。


