ロールカード①
あなたは

日本の

八百屋で

買い物を

しています。

店の人に、 買いたい 野菜や 果物の

ロールカード

名前と

数を

言ってください。

당신은 지금 일본의 청과물 가게에서
장을 보고 있습니다.
사고 싶은 채소 혹은 과일의 이름과
개수를 점원에게 말해 주세요.
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ロールカード②
あなたは

職場で、体の

調子が

ロールカード③
あなたは

職場で、荷物を

運んで

悪くなりました。

いますが、とても

日本人の

近くに 日本人の 同僚が 来ました。

同僚に、そのことを

重いです。

伝えてください。

手伝いを

당신은 직장에서 몸 상태가
나빠졌습니다.
일본인 동료에게 그 사실을
전하세요.

당신은 직장에서 짐을 나르고
있는데, 짐이 매우 무겁습니다.
근처에 온 일본인 동료에게
도와달라고 요청하세요.

Ⓒ国際交流基金

たのんでください。

Ⓒ国際交流基金

Ⓒ国際交流基金

JF 日本語教育スタンダード準拠 ロールプレイテスト

ロールカード①
あなたは今、自分の国にいます。
日本人の友だちに、土曜日にピクニッ
ク に 行こ う と 誘わ れ ま し た。 ピ ク

ロールカード

A2

ニックに行く場所、待ち合わせをす
る時間と場所を決めてください。

당신은 지금 당신의 나라에
있습니다. 일본인 친구한테서
토요일에 소풍을 가자고 연락이
왔습니다. 소풍을 갈 장소,
만나기로 할 시간과 장소를 결정해
주세요.
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ロールカード②

ロールカード③

あなたは今、日本にいます。デパー

あ な た は 仕事で 日本に 来て、明日

トで、とてもいい色の服を見つけま

帰国します。 急に具合が悪くなった

した。

ので病院に来ました。医者の質問に

しかし、サイズが合いません。お店

答えてください。

の人に相談してください。

당신은 지금 일본에 있습니다.
백화점에서 아주 마음에 드는
색상의 옷을 발견했습니다.
하지만 사이즈가 안 맞습니다.
점원과 의논해 주세요.

Ⓒ国際交流基金

Ⓒ国際交流基金

당신은 업무로 일본에 왔다가
내일 귀국합니다. 갑자기 몸 상태가
안 좋아져서 병원에 왔습니다.
의사의 질문에 대답해 주세요.

Ⓒ国際交流基金

ロールカード①
あなたの町に来た日本人の友だちが、
食 料 品を買いに行きたいと言っていま
す。あなたが知っているお店を紹介し、

ロールカード

B1

どんな店か、なぜその店がいいのかな
ど、詳しく説明してください。

당신이 사는 곳을 방문한 일본인
친구가 식료품을 사러 가고 싶다고
합니다. 당신이 알고 있는 가게를
소개하고, 거기가 어떤 가게인지,
왜 그 가게가 좋은지 등을 자세하게
설명해 주세요.
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ロールカード②

ロールカード③

日本人の友だちに、あなたの国の有名

あなたの町に来た日本人の友だちが、

な料理について聞かれました。

観光に行きたいと言っています。

どんな料理なのか、どうやって作るの

あなたのおすすめの場所を紹介し、そ

かなど、友達に詳しく説明してください。

こがどんなところか、なぜそこがいい
のかなど、詳しく説明してください。

일본인 친구가 당신에게, 당신의
나라에서 유명한 요리에 관해서
물었습니다. 어떤 요리인지, 어떻게
만드는지 등을 친구에게 자세하게
설명해 주세요.

Ⓒ国際交流基金

당신이 사는 곳에 온 일본인 친구가
관광을 하고 싶다고 합니다. 당신이
추천하는 장소를 소개하고, 거기가
어떤 곳인지, 왜 거기가 좋은지를
자세하게 설명해 주세요.

Ⓒ国際交流基金

Ⓒ国際交流基金

JF 日本語教育スタンダード準拠 ロールプレイテスト

ロールカード①
あ な た は 日本語の 先生で、昼休み に 日本人の
同僚とおしゃべりをしています。あなたが働
いている学校では、15年間同じ教科書を使っ
て い ま す が、最近、出版さ れ た 新し い 教科書
が話題になっています。教科書を新しいもの

ロールカード

B2

に変えた方がいいか、今までのものを使い続
けた方がいいか、自分の考えをどちらかに決
めて、理由を示しながら同僚と話してください。

당신은 일본어 교사이고, 점심시간에 일본인
동료 교사와 이야기를 하고 있습니다.
당신이 일하는 학교에서는 15년 동안 같은
교과서를 사용하고 있는데, 최근에 새로
출판된 다른 교과서가 화제를 모으고
있습니다. 당신의 학교도 새 교과서로 바꾸는
게 좋은지, 아니면 지금까지 써왔던 교과서를
계속 사용하는 게 좋은지, 둘 중 한 가지를
선택하고, 그렇게 결정한 이유를 설명하면서
동료와 이야기해 주세요.
Ⓒ国際交流基金

ロールカード②

ロールカード③

あなたは、昼休みに日本人の同僚とおしゃべ

あなたは、昼休みに日本人の同僚とおしゃべりを

りをしています。あなたの職場では、全員が、

しています。最近、社内の連絡をメールで済ま

午前 9時から午後 6時まで働いていますが、他

せ、同僚達とほとんど話さない人が増えていま

の 会社に は、始ま る 時間と 終わ る 時間を 自分

す。 社内の連絡はできるだけ直接話をした方が

で決められる「フレックス制」という制度が

いいか、それともメールを中心にした方がいいか、

あるそうです。今までどおりの働き方がいい

自分の考えをどちらかに決めて、理由を示しな

か、フレックス制がいいか、自分の考えをど

がら同僚と話してください。

ちらかに決めて、理由を示しながら同僚と話
してください。
당신은 점심시간에 일본인 동료와 이야기를 하고
있습니다. 당신의 직장에서는, 모든 사원이 오전
9시부터 오후 6시까지 일하고 있는데, 다른
회사에는 업무 시작 시간과 마치는 시간을
자신들이 스스로 결정하는「플렉스 타임」이라는
제도가 있다고 합니다. 지금 그대로의 업무 시간이
좋은지, 플렉스 타임 제도가 좋은지, 둘 중 한
가지를 선택하고, 그 이유를 설명하면서 동료와
이야기해 주세요.
Ⓒ国際交流基金
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당신은 점심시간에 일본인 동료와 이야기를
하고 있습니다. 최근 회사 내에서 메일로만
연락하고, 동료들과 거의 대화를 하지 않는
사람들이 늘고 있습니다. 회사 내에서
의사소통 방법은 가능한 한 직접 대화로 하는
것이 좋은지, 그렇지 않으면 메일을 통해서
하는 것이 좋은지, 둘 중 한 가지를 선택하고,
그 이유를 설명하면서 동료와 이야기해
주세요.
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