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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 

楽しく勉強を続ける方法 

How to Keep Studying Enjoyably 

皆さんは、日本語の勉強が楽しいですか？ 

今月は勉強のストレスを減らして、楽しく学ぶための方法を紹介します。 

Are you enjoying your Japanese studies? 

This month we will be introducing a way to reduce your stress from studying, so that 

you can make studying enjoyable. 

「なりたい自分」のゴールを明確にする 

Make the goal of “how you want to be” clear. 

初めに、自分は３年後にこうなっていたい、ということを書きます。 

同じように、１年後、半年後のことも書きます。 

次は１ヶ月後です。１ヶ月後は、それを叶えるための計画も一緒に書きます。 

なりたい自分の長期的なゴールを設定し、そこまでのステップを考えていくと、実現し

やすくなります！ 

First, write down how you want to be in 3 year’s time. 

Similarly, do the same for 1 year later, and half an year later. 

Then, write how you want to be in 1 month’s time, along with a plan for how you will 

achieve that. 

When you give set yourself a long-term goal, and think of the steps to reach that, it 

becomes easier to realize that goal! 
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「日本語を上手に話している人」を目標にして、真似をする 

Make “to become someone who speaks good Japanese”your goal, and imitate such 

people 

日本語を上手に話している先輩や友だちはいますか？目標にする人がいると「あの

人みたいになりたい」 と想像しやすいですよね。その人をよく見て真似するだけで、と

ても良い勉強になりますから、ぜひ「目標の人」を具体的に決めてみてください。 

Do you have senior colleagues or friends who speak Japanese well? If you have 

someone you want to be like, it will be easier to imagine how you would be when you 

have achieved your goal. You will be able to learn a lot just from observing and 

imitating that person, so by all means, set yourself a particular “model” that you 

want to emulate. 

 

どうでしょう、できそうですか？ 

ただし！注意があります。 

What do you think? Do you think you can do it? 

However, you have to take note! 

 

・できない日（できないこと）があってもがっかりしない 

・欲張りな（無理な）計画は立てない 

これが続けられるための大切なコツです。 

・ Don’t be let down even if there are days (or things) that don’t go well. 

・ Don’t get too greedy (or unreasonable) with your plans. 

This is an important tip to keep going. 

 

勉強は楽しく簡単にしましょうね！ 

Let’s study in a fun and easy way! 
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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：図書館で世界地図を借りました。 

（１）図書館 １.とうしょうかん ２.としょかん ３.どしょかん ４.ずしょかん 

（２）世界地図 １.せかいとず ２.せかいとちず ３.せかいちず ４.せかいちんず 

（３）借りました １.かりました ２.やりました ３.つくりました ４.かえりました 

★ 問２：野菜を使った料理が好きです。 

（４）野菜 １.のさい ２.ちいさい ３.やさい ４.りんさい 

（５）料理 １.べんり ２.ちょうり ３.まわり ４.りょうり 

（６）好き １.いき ２.すき ３.あき ４.やき 

★★ 問３：今年 若者に流行の色は灰色だそうだ。 

（７）若者 １.わかしゃ ２.いしゃ ３.わかいもの ４.わかもの 

（８）流行 １.るぎょう ２.るうこう ３.りゅうこう ４.りゅうぎょう 

（９）灰色 １.はいしょく ２.はいいろ ３.はんしょく ４.はあいろ 

★★ 問４：祖父の趣味は読書です。 

（１０）祖父 １.そふ ２.そぼ ３.しまい ４.りょうしん 

（１１）趣味 １.きょうみ ２.ふかみ ３.あじみ ４.しゅみ 
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（１２）読書 １.よみしょ ２.よみかき ３.どくしょ ４.どくかき 

★★★ 問５：準決勝で負けてしまったので、３位 決定戦では絶対に勝ちたい。 

（１３）準決勝 １.じゅうけっせん  ２.じゅんけっしょう ３.じゅけつかち ４.じつけかつ 

（１４）３位 １.みい ２.みいち ３.さんい ４.さんいち 

（１５）決定戦 １.けっていせん ２.けんていせん ３.けっしょうせん ４.けんしょせん 

（１６）絶対に １.かんぜんに ２.はんたいに ３.あんぜんに ４.ぜったいに 

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：きょうはいいてんきできもちがいいです。 

（１７）きょう １.今日 ２.明日 ３.当日 ４.本日 

（１８）てんき １.電気 ２.元気 ３.天気 ４.節気 

（１９）きもち １.心持ち ２.気持ち ３.金持ち ４.感持ち 

★ 問２：なんじに家を出たら、とっきゅうにまにあうんですか。 

（２０）なんじ １.何時 ２.何日 ３.何月 ４.何年 

（２１）とっきゅう １.特別 ２.特化 ３.特価 ４.特急 

（２２）まにあう １.間に会う ２.真に会う ３.間に合う ４.真に合う 

★★ 問３：３０びょう いないで でんごんを入れてくだい。 

（２３）びょう １.分 ２.時 ３.秒 ４.間 

（２４）いない １.以内 ２.居内 ３.位内 ４.医内 

（２５）でんごん １.電話 ２.伝承 ３.電報 ４.伝言 

★★ 問４：かいいんのもうしこみのうけつけはどこですか。 

（２６）かいいん １.店員 ２.会員 ３.全員 ４.満員 
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（２７）もうしこみ １.申し込み ２.申し上み ３.申し入み ４.申し下み 

（２８）うけつけ １.授付 ２.行付 ３.受付 ４.書付 

★★★ 問５：こうつうじこのつうほうを受け、けいさつかんがげんばにきゅうこうした。 

（２９）こうつうじこ １.交番事件 ２.交差事故 ３.交渉事件   ４.交通事故 

（３０）つうほう １.情報 ２.通報 ３.電報 ４.果報 

（３１）けいさつかん １.警察官 ２.警護官 ３.警務官 ４.警備官 

（３２）げんば １.現在 ２.現実 ３.現場 ４.現存 

（３３）きゅうこう １.休校 ２.急行 ３.休講 ４.急降 

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。 

★ （３４） 橋を     まっすぐ行くと、右に公園があります。 

 １.まがって ２.わたって ３.とおって ４.やって 

★ （３５）よく勉強したから、今度の試験には     合格できるだろう。 

 １.もっと ２.ずっと ３.やっと ４.きっと 

★★ （３６）この靴は歩きやすいので、とても     。 

１.気に入っている  ２.気にしている  ３.気にかかっている ４.気にさわっている 

★★ （３７）道に     待ち合わせの時間に遅れてしまった。 

 １.間違えて ２.曲がって ３.迷って ４.通って 

★★★ （３８）今 作業中で     が離せないから、後で電話するよ。 

 １.顔 ２.手 ３.頭 ４.腕 

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。 
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★ （３９）どこで財布を落としたか、わからない。 

１.財布をさがしたところがわからない ２.財布が落ちたかどうか、わからない 

３.財布をなくしたところがわからない ４.財布をわすれたかどうか、わからない 

★ （４０）パスワードを言いますから、メモしてください。 

１.パスワードを言いますから、チェックしてください  

２.パスワードを言いますから、おぼえてください 

３.パスワードを言いますから、入力してください  

４.パスワードを言いますから、書いてください 

★★ （４１）きのうは友達と徹夜でいろいろな話をした。 

 １.夜の間に いろいろな話をした ２.朝まで寝ないで いろいろな話をした 

 ３.夜遅くまで いろいろな話をした  ４.毎晩 続けて いろいろな話をした 

★★ （４２）じょじょに気温が上がってきている。 

 １.少しずつ暖かくなってきている  ２.急に暑くなってきている 

 ３.すっかり暖かくなってきている  ４.ますます暑くなってきている 

★★★ （４３）果たしてその考えは正しいのだろうか。 

 １.どうして その考えは正しいのか       ２.もしかして その考えは正しいのか 

 ３.本当に その考えは正しいのか  ４.やはり その考えは正しいのか 

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。 

★ （４４）酔っていたから、昨日の夜のことはまったく     。 

 １.おぼえてある ２.おぼえておいた  ３.おぼえていない   ４.おぼえてしまおう 

★ （４５）すみません。もう少しゆっくり言って     。 
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１.もらいませんか ２.いただきませんか ３.ほしいませんか ４.いただけませんか 

★★ （４６）先週この道路で起きた事故     、情報をお持ちの方は警察までご

連絡ください。 

 １.において ２.に関して ３.に答えて ４.に応じて 

★★ （４７）部長は木下さんに期待している     、厳しく注意したんだと思いま

すよ。 

 １.からこそ ２.からみて ３.からして ４.からといって 

★★★ （４８）この学校は災害時     避難場所に指定されています。 

 １.にあたる ２.にみる ３.における ４.による 

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。 

★ （４９）さっきまで              ★        、急に雨が降り出した。 

 １.空が暗く ２.晴れていた ３.なってきて ４.のに 

★ （５０）「遅かったですね。どうしたんですか。」 

      「朝              ★        だいじょうぶです。」 

 １.もう ２.具合が ３.おなかの ４.悪かったんですが 

★★ （５１）この子はまだ立つ              ★        わけがない。 

 １.ことさえ ２.のに ３.歩ける ４.できない 

★★ （５２）地球の歴史              ★        まだまだ短い。 

 １.など ２.から ３.人の歴史 ４.みると 

★★★ （５３）料理は              ★        、あまりやらない。 

 １.ないが ２.じゃない ３.好き ４.ことは 
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解答・解説 Answer・Explanation 

 

問題１.解答 

（１）２（２）３（３）１（４）３（５）４（６）２（７）４（８）３ 

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

解説 

問１：図書館で世界地図を借りました。【I borrowed an world atlas at the library.】 

問２：野菜を使った料理が好きです。【I like dishes that use vegetables.】 

問３：今年 若者に流行の色は灰色だそうだ。【Apparently the trending color among 

the youth this year is grey.】 

問４：祖父の趣味は読書です。【My grandfather’s hobby is reading. 】 

問５：準決勝で負けてしまったので、３位 決定戦では絶対に勝ちたい。 

 【I lost in the semi-finals, so I want to win at third place for certain.】 

問題２.解答 

（１７）１（１８）３（１９）２（２０）１（２１）４（２２）３（２３）３（２４）１（２５）４ 

（２６）２（２７）１（２８）３（２９）４（３０）２（３１）１（３２）３（３３）２ 

解説 

問１：今日はいい天気で気持ちがいいです。【It is good weather today, and it feels 

pleasant.】 

問２：何時に家を出たら、特急に間に合うんですか。【What time should I leave home 

to be able to catch the express train?】 

問３：３０秒 以内で伝言を入れてください。【Please leave a message of under 30 

seconds.】 

問４：会員の申し込みの受付はどこですか。【Where is the counter for membership 

application?】 
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問５：交通事故の通報を受け、警察官が現場に急行した。 

 【Upon receiving the call of an accident, the police officer rushed to the 

scene.】 

問題３.解答 

（３４）２（３５）４（３６）１（３７）３（３８）２ 

解説 

（３４）橋をわたってまっすぐ行くと、右に公園があります。 

 【If you cross the bridge and go straight, there will be a park on your right.】 

   １.まがって   【turn】 

   ２.わたって   【cross】 

   ３.とおって   【pass】 

   ４.やって    【do】 

（３５）よく勉強したから、今度の試験にはきっと合格できるだろう。 

 【I studied well, so I’ll be sure to pass the next exam.】 

   １.もっと   【more】 

   ２.ずっと   【always】 

   ３.やっと   【finally】 

   ４.きっと   【sure】 

（３６）この靴は歩きやすいので、とても気に入っている。 

 【These shoes are easy to walk in, so I like them very much.】 

   １.気に入っている    【I like them】 

   ２.気にしている     【I am concerned about them】 

   ３.気にかかっている   【I am distressed by them】 
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   ４.気にさわっている   【I am irritated by them】 

（３７）道に迷って待ち合わせの時間に遅れてしまった。 

 【I got lost on the way, and came late to the time of our appointment.】 

   １.間違えて   【mistook】 ２.曲がって   【turned】 

   ３.迷って    【got lost】 ４.通って    【passed】 

（３８）今 作業中で手が離せないから、後で電話するよ。 

 【I’m in the middle of work and can’t take my hands off, so I’ll call you 

later.】 

   １.顔   【face】 

   ２.手   【hands】 

   ３.頭   【head】 

   ４.腕   【arms】 

問題４.解答 

（３９）３（４０）４（４１）２（４２）１（４３）３ 

解説 

（３９）どこで財布を落としたか、わからない。【I don’t know where I dropped the 

wallet.】 

   １.財布をさがしたところがわからない    【I don’t know where I looked for the 

wallet】 

   ２.財布が落ちたかどうか、わからない    【I don’t know whether a wallet 

dropped or not.】 

   ３.財布をなくしたところがわからない    【I don’t know the place I dropped 

the wallet】 

   ４.財布をわすれたかどうか、わからない   【I don’t know if I forgot my wallet 

or not】 
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（４０）パスワードを言いますから、メモしてください。【I’ll say the password, so please 

note it down.】 

   １.パスワードを言いますから、チェックしてください 【I’ll say the password, so 

please check it】 

   ２.パスワードを言いますから、おぼえてください 【I’ll say the password, so 

please remember】 

   ３.パスワードを言いますから、入力してください 【I’ll say the password, so 

please input it】 

   ４.パスワードを言いますから、書いてください  【I’ll say the password, so 

please write it down】 

（４１）きのうは友達と徹夜でいろいろな話をした。 

 【Yesterday I pulled an all-nighter with my friends and talked about lots of 

stuff.】 

   １.夜の間にいろいろな話をした   【I talked about lots of stuff during the 

night】 

   ２.朝まで寝ないでいろいろな話をした 【I talked about lots of stuff until morning 

without sleeping】 

   ３.夜遅くまでいろいろな話をした  【I talked about lots of stuff until it got late 

into the night】 

   ４.毎晩続けていろいろな話をした  【I talked about lots of stuff every night 

consequetively】 

（４２）じょじょに気温が上がってきている。【The temperature is rising gradually.】 

   １.少しずつ暖かくなってきている  【It is getting warmer little by little】 

   ２.急に暑くなってきている     【It is getting hot all of a sudden】 

   ３.すっかり暖かくなってきている  【It has become completely warm】 

   ４.ますます暑くなってきている   【It is getting even hotter】 

（４３）果たしてその考えは正しいのだろうか。【Is that idea really correct?】 
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   １.どうしてその考えは正しいのか  【Why is that idea correct?】 

   ２.もしかしてその考えは正しいのか 【Perhaps that idea is correct】 

   ３.本当にその考えは正しいのか   【Is that idea truly correct?】 

   ４.やはりその考えは正しいのか   【Is that idea correct, just as expected?】 

問題５.解答 

（４４）３（４５）４（４６）２（４７）１（４８）３ 

解説 

（４４）酔っていたから、昨日の夜のことはまったくおぼえていない。 

 【I was drunk so I do not remember anything at all about last night.】 

 「まったく」は“ぜんぜん”という意味で、いつも「～ない」と一緒に使います。

「ない」があるのは「おぼえていない」だけですから、これを選びます。 

 【“At all (mattaku)” has the same meaning as “not at all(zenzen),” and is 

used along with a negation (…nai). The only option here with “nai” is “oboete inai (I 

don’t remember),” so that is the right choice.】   

（４５）すみません。もう少しゆっくり言っていただけませんか。 

 【Excuse me, could you please say it a little more slowly?】 

 相手に「～てください」と頼むときの丁寧な言い方は「～てもらえませんか」

「～てくださいませんか」「～ていただけませんか」です。「～てもらいませんか」「～て

いただきませんか」は頼むときの丁寧な言い方では使いませんから、気をつけましょ

う。 

 【The polite form for asking someone to do something is “…te morae-

masenka,”“…te kudasai-masenka,” and “…te itadake-masenka” (Won’t you please 

do this). Note that “…te morae-masenka” and “…te itadake-masenka” cannot be 

used for sounding polite.】  

（４６）先週この道路で起きた事故に関して、情報をお持ちの方は警察までご連絡くだ

さい。 
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 【If anyone has any information on the accident that happened regarding this 

road last week, please contact the police.】 

 「情報」は何の情報かというと、「先週この道路で起きた事故についての情

報」です。「～について」と同じ意味の文法は「～に関して」ですから、これを選びます。 

 【“(Any) information” here refers to “indormation on the accident that 

happened on this road last week.” “…ni kanshite (regarding)” has the same meaning 

as “…ni tsuite (on),” so this is the right choice.】 

（４７）部長は木下さんに期待しているからこそ、厳しく注意したんだと思いますよ。 

 【I think it was precisely because the manager has high expectations of 

Kinoshita-san that he scolded him harshly.】 

 この文を話している人は「部長が木下さんを厳しく注意したのは、木下さんに

期待しているからだと思う」と「木下さんに期待している」を強く言っています。「～か

ら」という理由の言い方に「こそ」をつけると、理由を強調して言うことができます。 

 【The person saying this strongly states that “the manager has high 

expectations of Kinoshita-san” when he says “I think the manager scolded 

Kinoshita-san harshly because he has high expectations of Kinoshita-san.” The 

reason is expressed with “kara (because),” and is emphasized by adding “koso 

(precisely)” after it.】 

（４８）この学校は災害時における避難場所に指定されています。 

 【This school is designated as an evacuation zone during emergencies.】 

 「災害時」は“災害のとき・災害が起こった場面”という意味です。“時や場面・

場所”を表し、「～で・～での」の意味の文法は「～において」です。この文法は後ろに

名詞がきたとき「～における」になります。 

 【“Emergencies” refers to a time, or situation when emergencies occur. The 

grammar for describing the time, place, or scene, much like “…de, …deno (at / 

during)” is “…ni oite (as for / during / regarding).” When that is followed by a noun, 

its form becomes “…ni okeru (with regards to/during).”】 

問題６.解答 

（４９）１（５０）４（５１）２（５２）３（５３）４ 

解説 
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（４９）さっきまで 晴れていた のに 空が暗く なってきて 急に雨が降り出した。 

 【Although it was sunny until just recently, the skies darkened and it 

suddenly started to rain.】 

（５０）「遅かったですね。どうしたんですか。」 

  「朝 おなかの 具合が 悪かったんですが もう だいじょうぶです。」 

 【“You are late. What happened?” 

  “My stomach was in a bad condition in the morning, but I am fine now.”】 

（５１）この子はまだ立つ ことさえ できない のに 歩ける わけがない。 

 【This child cannot even stand yet, so there is no way s/he can walk.】 

（５２）地球の歴史 から みると 人の歴史 など まだまだ短い。 

 【When considering the earth’s history, the history of humankind is still very 

short.】 

（５３）料理は 好き じゃない ことは ないが あまりやらない。 

 【It isn’t that I dislike cooking, but I don’t do it often.】 


