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日本語学習攻略法 How to Master Japanese 

今月のテーマ The Theme of this Month 

日本語が上手になるための近道？！母国語でできること！ 

What you can do with your native language in order to become good in Japanese! 

皆さんは、日本語が上手になりたいですか？ 

答えは“はい！”ですよね？ 

日本語が上手になる方法があります。しかも“母国語” でできることです。 

それをやってみると、早く上手になるし、勉強が大変だ、と思う気持ちも減るかもしれ

ません！ 

Do you want to be good at Japanese? 

The answer is “yes!” right? 

There is a way to improve your Japanese. Not only that, but you can even do it 

using your native language!  

If you try this, you will be able to be fluent quicker, and your lamentation that 

studying is hard might diminish too! 

『何で日本語を勉強しますか？日本語を話せるようになったら自分はどうなります

か？』 

“Why will you study Japanese? How will you become once you are able to speak 

Japanese?” 

どうですか？すぐに書けますか？すぐに詳しく書ける人はきっと日本語が上手になり

ます。 

How is it? Are you able to write them down right away? Those who can write them 

down in detail immediately will likely be fluent in Japanese. 

どうして勉強するのか（目的をはっきりさせる） 

Why am I studying? (make your objective clear) 

日本語を上手に話している自分をいつも想像する（モチベーションを維持できる） 
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Keep imagining yourself being able to speak fluently in Japanese (your motivation will 

be upheld) 

そして、この目的をいつも忘れないようにしましょう。書いたことを毎日見ると、とても

良いですね。 

毎日忙しいと、勉強している理由を忘れてしまいます。 

目的を忘れて、なんとなく勉強を続けることは、誰でも大変だし辛いと思います。 

せっかく勉強するのですから、楽しく勉強しましょう。 

目的を忘れなければ頑張れます。楽しい気持ちがあると続けられます。 

日本語が上手になりたい人は、ぜひ、今回お伝えしたことを考えて書いてみてくださ

いね！ 

Most importantly, make sure to never forget these two. It will be great if you can 

look at them every day. 

If you are busy every day, it is easy to forget the purpose of your studies. 

It is difficult and painful for anyone to continue studying without much thought, 

having lost sight of purpose. 

If you are going to make use of this opportunity to study, you might as well study 

enjoyably. 

If you do not forget your purpose, you will be able to put effort. If you have the 

feeling of enjoyment, you will be able to carry on. 

Those who wish to be fluent in Japanese should definitely think about what we 

discussed here, and write your answers down! 
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問題 Question 

★の数は、難易度を表します。（The amount of the stars will show the difficulty） 

★ 初級（Beginner） ★★ 中級（Intermediate） ★★★ 上級（Advanced） 

 

問題１ 

   のことばの読み方として最もよいものを、1・2・3・4 から一つえらびなさい。 

★ 問１：信号の青は進め、黄色は注意、赤は止まれという意味です。 

 （１）信号 １.しんご ２.しんごう ３.しんこ     ４.しんこう 

 （２）進め １.すすめ     ２.しんめ      ３.すずめ ４.しょうめ 

 （３）注意 １.ちゅい ２.ちょい ３.ちゅうい ４.ちょうい 

 （４）意味 １.いみ ２.いんみ ３.いあじ ４.いんあじ 

★ 問２：あの方はガンの薬の研究者です。 

 （５）方 １.ほう ２.かた ３.ひと  ４.ぽう 

 （６）薬 １.やく ２.がく ３.くもり  ４.くすり 

 （７）研究者 １.けんしゅうしゃ ２.ぎじゅつしゃ ３.けんきゅうしゃ 

 ４.がくしゅうしゃ 

★★ 問３：最近の出来事で最も 興味を持ったことは何ですか。 

 （８）最近 １.さいきん ２.このごろ ３.きんきん  ４.せんじつ 

 （９）出来事 １.じけん ２.じこ ３.できごと ４.しごと 

 （１０）最も １.さいも   ２.しかも   ３.またも  ４.もっとも 

 （１１）興味 １.しゅみ   ２.きょうみ ３.あじみ ４.かんみ 

★★ 問４：Ａ国はＢ国に対して経済的な協力を約束した。 
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 （１２）経済的  １.こくさいてき ２.じっさいてき  ３.けいざいてき ４.けんせつてき 

 （１３）協力 １.きょうりき ２.きょうそう ３.きょうどう  ４.きょうりょく 

 （１４）約束 １.やくそく ２.きてい ３.ていけつ    ４.けいやく 

★★★ 問５：多くの洗剤は化学物質で作られている。 

 （１５）洗剤 １.せんたく ２.せんざい ３.せんめん    ４.せっけん 

 （１６）化学物質 １.すうがくぶっしつ ２.ちがくぶっしつ  

  ３.かがくぶっしつ  ４.いがくぶっしつ 

 

問題２ 

   のことばを漢字で書くとき、最もよいものを、１・２・３・４から一つえらびなさい。 

★ 問１：びょういんの中でははしらないでください。 

 （１７）びょういん １.病気 ２.病院 ３.病室  ４.病状 

 （１８）はしらないで １.歩らないで ２.飛らないで  ３.止らないで  ４.走らないで 

★ 問２：私の国でさかんな さんぎょうについてはなします。 

 （１９）さかんな １.主んな ２.盛んな     ３.要んな  ４.中んな 

 （２０）さんぎょう １.工業 ２.残業 ３.産業  ４.事業 

 （２１）はなします １.話します ２.語します  ３.談します   ４.説します 

★★ 問３：このどうろはスピードが４０キロにせいげんされている。 

 （２２）どうろ １.歩道 ２.車道 ３.道駅  ４.道路 

 （２３）せいげん １.制作 ２.制限 ３.制度  ４.制定 

★★ 問４：ドアのかいへいはしずかに おねがいします。 

 （２４）かいへい １.開閉 ２.開始 ３.開放  ４.開催 
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 （２５）しずかに １.冷かに   ２.落かに ３.暗かに ４.静かに 

 （２６）おねがい １.お頼い  ２.お依い     ３.お願い  ４.お約い 

★★★ 問５：いちりょうめは女性せんようしゃりょうです。ごじょうしゃのさいはご注意く

ださい。 

 （２７）いちりょうめ   １.一料目 ２.一両目      ３.一科目  ４.一量目 

 （２８）せんようしゃりょう １.専門車両  ２.専属車両  ３.専有車両  ４.専用車両 

 （２９）ごじょうしゃ １.ご乗車   ２.ご降車   ３.ご停車  ４.ご駐車 

 （３０）さい １.済 ２.剤 ３.際 ４.蔡 

 

問題３ 

   に入れるのに最もよいものを、１・２・３・４から一つえらびなさい。 

★ （３１） 週末は何か     がありますか。 

 １.よやく ２.つごう ３.ばあい ４.よてい 

★ （３２）季節が秋から冬へと     、日
ひ
が暮
く
れるの早くなってきました。 

 １.動き ２.変わり ３.始まり ４.終わり 

★★ （３３）チーム全員が     で戦ったが、負けてしまった。 

 １.全力 ２.努力 ３.強力 ４.協力 

★★ （３４）電話で話したときは     が悪かったが、会ってみたらそんなことは

なかった。 

 １.様子 ２.感じ ３.考え ４.話 

★★★ （３５）来週の授業では環境問題を     予定です。 

 １.持ち出す ２.生み出す ３.取り上げる ４.盛り上げる 
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問題４ 

   に意味が最も近いものを、１・２・３・４から一つえらびなさい。 

★ （３６）来週の飲み会のお店はもう決めましたか。 

 １.もう選びましたか  ２.もう調べましたか 

 ３.もうチェックしましたか ４.もうくらべましたか 

★ （３７）木の葉がたくさん落ちていますから、はきます。 

 １.気をつけます ２.靴をはきます ３.そうじします ４.靴にくっつきます 

★★ （３８）もっとお金をもうけるのには、どうすればいいだろうか 

 １.もっとお金をたくさん使うのには ２.もっとお金を大切に使うのには 

 ３.もっとお金を節約するのには ４.もっとお金を手に入れるのには 

★★ （３９）ゴミの分別はとても面倒なことだ。 

 １.ゴミを集めるのは無理なことだ ２.ゴミを分けるのは簡単なことじゃない 

 ３.ゴミを減らすのは時間がかかることだ ４.ゴミを捨てるのはおもしろいこと

じゃない 

★★★ （４０）彼が大好きなお酒をやめたのは、家族に心配をかけたくないからにほ

かならない。 

 １.家族が心配すると困るからだ ２.家族に絶対に心配をかけたくないからだ 

 ３.家族が安心するからだ ４.家族を少し安心させたいからだ 

問題５ 

次の文の   に入れるのに最もよいものを、１・２・３・４から 一つえらびなさい。 

★ （４１）子ども：お母さん、ぼくの誕生日にあのゲームがほしいんだけど、い

い？ 

       母親：お父さんに     。 

 １.買ってほしくて  ２.買ってあげて ３.買ってくれて ４.買ってもらって 



  7 

 

 茨城県外国人材支援センター（２０２１年１１月号）  

★ （４２）Ａ：ちょっとコンビニに行ってくるよ。 

      Ｂ：コンビニに     、パンを買ってきて。 

 １.行くと  ２.行くなら  ３.行けば ４.行ったら 

★★ （４３）そんなに体調が悪くては、     。 

 １.明日、仕事をしよう   ２.今日、仕事は無理だろう 

 ３.明日、仕事を休んでもいいよ  ４.今日、仕事を早く終わらせよう 

★★ （４４）あの女優は     が、少し冷たい感じがする。 

 １.きれいなことはきれいだ  ２.きれいだとはかぎらない 

 ３.きれいなはずはない   ４.きれいというわけではない 

★★★ （４５）一人暮らしを始めた最初のころは     ならなかった。 

 １.やることがたくさんあって  ２.お金がかかって 

 ３.一人でさびしくて   ４.一人になれなくて 

問題６ 

次の文の  ★  に入る最もよいものを、１・２・３・４から一つえらびなさい。 

★ （４６）Ａ：今日はいい天気で気持ちがいいですね。 

      Ｂ：そうですね。でもこれから              ★      でしょうね。 

 １.いく ２.どんどん ３.冬になるから ４.寒くなって 

★ （４７）明日              ★        ことがたくさんある。 

 １.いけない ２.まで ３.しなくては ４.に 

★★ （４８）引っ越しの日を言って              ★        。 

 １.行った ２.手伝いに ３.のに ４.くれれば 

★★ （４９）Ａ：ねぇ、スープを入れるの、どれを使えばいい？ 
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      Ｂ：スープは              ★        を使って。 

 １.が ２.やつ ３.ついてる ４.取っ手 

★★★ （５０）長年      ★        弁護士の試験に合格することができた。 

 １.がんばった ２.があって ３.やっと ４.かい 

 

解答・解説 Answer・Explanation 

問題１.解答 

（１）２（２）１（３）３（４）１（５）２（６）４（７）３（８）１ 

（９）３（10）４（11）２（12）３（13）４（14）１（15）２（16）３ 

解説 

問１：信号の青は進め、黄色は注意、赤は止まれという意味です。 

  Green on traffic lights means go, yellow means caution, and red means 

stop.  

問２：あの方はガンの薬の研究者です。That person is a researcher of cancer 

medicine. 

問３：最近の出来事で最も 興味を持ったことは何ですか。What is a recent 

occurrence that most interested you? 

問４：Ａ国はＢ国に対して経済的な協力を約束した。 Nation A promised economic 

corporation with Nation B. 

問５：多くの洗剤は化学物質で作られている。 

  Many washing detergents are made with chemical substances. 

問題２.解答 

（17）２（18）４（19）２（20）３（21）１（22）４（23）２ 

（24）１（25）４（26）３（27）２（28）４（29）１（30）３ 
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解説 

問１：病院の中では走らないでください。Please don’t run inside the hospital. 

問２：私の国で盛んな 産業について話します。 

 I will talk about the most prosperous industries in my country. 

問３：この道路はスピードが４０キロで制限されている。This road is limited to a speed 

of 40 km/h. 

問４：ドアの開閉は静かに お願いします。We ask you to please open and shut the 

door quietly. 

問５：一両目は女性専用車両です。ご乗車の際はご注意ください。 

 The first car is a women’s only car. Please be warned when boarding. 

問題３.解答 

（31）４（32）２（33）１（34）２（35）３ 

解説 

（３１）週末は何かよていがありますか。Do you have any plans for the weekend? 

 １.よやく   reservations ２.つごう   conveniences 

 ３.ばあい   instances ４.よてい   plans 

（３２）季節が秋から冬へと変わり、日が暮れるのが早くなってきました。 

 The season turned from autumn to winter, and it is getting earlier for the 

sun to set. 

 １.動き moved ２.変わり turned / changed 

 ３.始まり started ４.終わり ended 

（３３）チーム全員が全力で戦ったが、負けてしまった。 

 All the team members fought with all their might, but lost. 

 １.全力 all one’s might ２.努力 effort 
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 ３.強力 strong ４.協力 corporation 

（３４）電話で話したときは感じが悪かったが、会ってみたらそんなことはなかった。 

 That person didn’t seem pleasant when we called on the phone, but not so 

when we met in person. 

 １.様子 state ２.感じ impression 

 ３.考え thought ４.話 talking 

（３５）来週の授業では環境問題を取り上げる予定です。 

 In next week’s class, we plan to pick up environmental issues. 

 １.持ち出す bring out ２.生み出す give birth to 

 ３.取り上げる pick up ４.盛り上げる vitalize 

問題４.解答 

（36）１（37）３（38）４（39）２（40）２ 

解説 

（３６）来週の飲み会のお店はもう決めましたか。 

 Have you already decided on the restaurant for next week’s drinking party? 

 １.もう選びましたか  Have you already chosen 

 ２.もう調べましたか  Have you already looked up 

 ３.もうチェックしましたか Have you already checked on 

 ４.もうくらべましたか Have you already compared 

（３７）木の葉がたくさん落ちていますから、はきます。There are many leaves on the 

ground, so I will sweep them. 

 １.気をつけます I will be mindful ２.靴をはきます I will wear shoes 

 ３.そうじします I will clean it ４.靴にくっつきます they stick to my 

shoes 
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（３８）もっとお金をもうけるのには、どうすればいいだろうか。 

 What should one do to earn more money? 

 １.もっとお金をたくさん使うのには to spend more money 

 ２.もっとお金を大切に使うのには to spend money more preciously 

 ３.もっとお金を節約するのには to spend money more thriftily 

 ４.もっとお金を手に入れるのには to obtain more money 

（３９）ゴミの分別はとても面倒なことだ。It is highly troublesome to sort out trash. 

 １.ゴミを集めるのは無理なことだ。 It is impossible to collect trash. 

 ２.ゴミを分けるのは簡単なことじゃない。 It is not easy to sort trash. 

 ３.ゴミを減らすのは時間がかかることだ。 It takes time to decreasing trash 

 ４.ゴミを捨てるのはおもしろいことじゃない。 It is not fun to take out 

the trash. 

（４０）彼が大好きなお酒をやめたのは、家族に心配をかけたくないからにほかならな

い。 

 The reason why he quit drinking that he so much loved is no other than 

because he did not want to make his family worry.  

 １.家族が心配すると困るからだ is because it would be troublesome if his 

family got worried 

 ２.家族に絶対に心配をかけたくないからだ is because he absolutely 

does not want his family to worry 

 ３.家族が安心するからだ is because his family will be relieved 

 ４.家族を少し安心させたいからだ is because he wants his family to feel a 

little relieved 

問題５.解答 

（41）4 （42）2 （43）2 （44）1 （45）3 
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解説 

（４１）子ども：お母さん、ぼくの誕生日にあのゲームがほしいんだけど、いい？ 

 母親：お父さんに買ってもらって。 

 Child: Mom, there is a game I want for my birthday. Can I get it? 

 Mother: Get your dad to buy it for you. 

子どもはお母さんに「ゲームを買って」と頼んでいますが、お母さんは「お父さんに頼

んで」と言っています。買う人は「お父さん」ですから、「子どもはお父さんにゲームを

買ってもらう」がいいです。  

The child asks the mother to buy the child a game, but the mother tells the child to 

"get dad to buy it for the child." The person who will buy it is the father, so the 

suitable choice here would be "The child will get the dad to buy the game for him / 

her."  

（４２） Ａ：ちょっとコンビニに行ってくるよ。 

 Ｂ：コンビニに行くなら、パンを買ってきて。 

 Ａ：I’ll just go down to the convenience store. 

 Ｂ：If you’re going to the convenience store, then get us some bread. 

会話で相手の話題を取り上げて、それについて話をするときは「なら」を使います。 名

詞・な形容詞の場合は「の」「な」は使いません。 

（例文）Ａ：Ａ銀行はどこですか。Ｂ：Ａ銀行なら、この道をまっすぐ行ったところにありま

すよ。 

  Ａ：このナイフはとても便利ですよ。Ｂ：そうですか。じゃ、便利なら買います。 

"Nara (if...then)" is used to restate a topic mentioned by the other person, in order 

to add to it. For nouns and "na-" adjectives, "no" and "na" cannot be used. 

E.g. A: Where is Bank A? B: Bank A is just down straight down this road. 

A: This knife is very useful. B: Really? Then, if it’s useful, I’ll buy it. 

（４３）そんなに体調が悪くては、今日、仕事は無理だろう。 
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If you’re not feeling well that much, it is probably impossible for him to work today. 

「～ては」は条件を言う言い方で、意味は“～たら”と同じですが、［ＡてはＢ］の［Ｂ］に

は「よくない結果」が来ますから、“Ａたら、Ｂという悪いことになる”という意味になりま

す。よくない結果の文は２番だけですから、これを選びます。 

"...Tewa (if)" has the same meaning as "...tara (if)" and is used to state a condition, 

but is used when the condition is followed by an unfavorable result, i.e."[A] tewa 

[B]" where [B] is the undesirable result, or, "If [A], then the bad result [B]." Here, 

the option that expresses bad result is only the 2nd one, so this is the correct 

choice. 

（４４）あの女優はきれいなことはきれいだが、少し冷たい感じがする。 

 That actress sure might be pretty, but seems slightly cold. 

「あの女優は～が、少し冷たい感じ～」と言っていますから、「が」の前には後の「冷た

い感じ」とは反対の意味の文が来ます。つまり「きれいだ」という意味がいいので１番

を選びます。［ＡことはＡが、Ｂ］はＡの言葉を２度繰り返して、“たしかにＡだが、Ｂだ”

という意味を表し、Ｂで話し手の意見を言います。 

It is stated here that "That actress is..., but seems slightly cold," so what comes 

before "but" should be something that means the opposite of "seeming cold." 

"Pretty" seems to fit this meaning, so the 1st option is correct. When we look at 

this sentence as "It sure might be [A], but [B]," the same adjective is repeated 

twice first("[A] koto wa [A]"(sure might be [A])) to emphasize what is apparent, and 

then goes onto expressing the main opinion in [B]. 

（４５）一人暮らしを始めた最初のころは一人でさびしくてならなかった。 

 I was alone and couldn’t help but feel lonely when I started living alone. 

「～てならない」は感情や感覚を表す言葉と使って“気持ちがおさえられないほど～

だ・とても～だ”という意味を表します。気持ちを表す言葉があるのは３番だけですか

ら、これが答えです。 

（例文）試合に負けて悔しくてならない。 虫に刺されてかゆくてならない。 

"...tewa naranai (couldn’t help but feel...)" is used to express emotions and feelings, 

and means that one’s feelings were to such an extent that they could not be 

contained. The 3rd option is the only choice that expresses emotions, so this is the 

correct choice. 
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E.g. I can’t help but feel bitter with remorse at losing the match. I can’t help but 

feel itchy, having been stung by a bug. 

問題６.解答 

（46）4 （47）3 （48）1 （49）3 （50）2 

解説 

（４６）Ａ：今日はいい天気で気持ちがいいですね。 

  Ｂ：そうですね。でもこれから 冬になるから どんどん 寒くなって いく でしょう

ね。 

  Ａ：Isn’t it so pleasant with good weather like today?  

  Ｂ：Sure. But it will be winter from now, so it will only get colder from here. 

（４７）明日 まで に しなくては いけない ことがたくさんある。 

 I have many things I have to do by tomorrow. 

（４８）引っ越しの日を言って くれれば 手伝いに 行った のに。 

 I would have gone and helped if you had told me on the day of your move. 

（４９）Ａ：ねぇ、スープを入れるの、どれを使えばいい？ 

  Ｂ：スープは 取っ手 が ついてる やつ を使って。 

  Ａ：Hey, which one should I use for pouring the soup?  

  Ｂ：For soup, use the one with the handle. 

（５０）長年 がんばった かい があって やっと 弁護士の試験に合格することができた。 

 Many years of hard work finally paid off, and I was able to pass the lawyer’s 

exam. 


