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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
「読解問題」のために日頃からできること
What You Can do Everyday to Prepare for Reading Comprehension
ＪＬＰＴで一番難しいのは何かを聞くと、みなさん「読解」だと答えます。漢字で書かれ
た長い文章を読むのは確かに大変です。加えて、専門的なことばも出てきます。どう
すれば、このような日本語の文章を上手に読めるようになるでしょうか。
When asked what the is the most difficult section of the JLPT, many people answer
"reading comprehension". Reading long sentences written in kanji is indeed very
difficult, and on top of that, you will have to know some specialized words. How can
we learn to read these Japanese sentences effectively?
文章を読んで練習する
Read and practice sentences
その答えは「文章をたくさん読んで練習すること」ですが、いきなり読解の問題集を買
って全部の文章を読めばいいのかというと、それはやめたほうがいいと思います。
なぜなら、問題集は実際の試験と同じレベルの文章を使っているからです。これは基
礎練習をしないでスポーツの試合に出るようなものです。まずは 基本的なところから
始めなければいけません。
The answer lies in "reading a lot of sentences and practicing," but you should avoid
grabbing a book of reading comprehension exam problems just to read all the
sentences.
This is because the level of writing in such exam books is the same as what will
appear in actual exams. This is like participating in a sports match without doing the
basic exercises. You must start from the basics.
例えば、「News web easy」という Web サイトがあります。ここでは簡単な日本語で書
かれたニュースを読むことができます。土日以外は毎日更新され、しかも無料です。
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専門的なことばには一つひとつ説明もついています。
ここのニュースを毎日読むことで、文章を読むことに慣れていくでしょう。
For example, there is a website called "News web easy." Here, you can read news
written in simple Japanese. It is updated daily except Saturdays and Sundays, and is
free of charge. Specialized words are explained one by one. By reading the news
here every day, you will become accustomed to reading sentences.
簡単なことを続けていくこと、これが基礎練習です。無理をせず、がんばりましょう。
Continuously doing simple things is what it means to practice in the basics. Please
do your best, at your best pace.
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：半年に一度 病院で医者にみてもらっている。
（１）半年

１.はんとし

２.はんぶん

３.はんねん

（２）一度

１.ひとど２.いっど

（３）病院

１.びよいん

２.びよういん

（４）医者

１.いっしゃ

２.いしゃ ３.いっもの

３.いちど

４.はんき

４.ついど

３.びょいん ４.びょういん
４.いいもの

問２：きのう伺った 部長のお宅は、自然がきれいで静かな所にありました。
（５）伺った

１.いった

２.やった

３.かよった

（６）部長

１.ぶなが

２.ふなが

３.ぶちょう

（７）お宅

１.おうち

２.おたく

３.おへや

４.おそと

（８）自然

１.しぜん

２.じぜん

３.じねん

４.しねん
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（９）静かな所 １.せいかなばしょ ２.しずかなところ
４.しずかなばしょ
★★

★★

３.せいかなところ

問３：料金は少し高いが、指定した時間に配達してくれるサービスがある。
（１０）料金

１.りょきん

２.りょうきん

３.かきん

４.かんきん

（１１）指定

１.きてい

２.こてい

３.さてい

４.してい

（１２）配達

１.はいたつ

２.はいごう

３.はいれつ ４.はいきゅう

問４：会社の偉い人と話せる 機会はめったにない。
（１３）偉い人 １.すごいひと ２.すばらしいひと ３.えらいひと
（１４）話せる

１.はなせる

２.わせる

（１５）機会

１.きあう ２.きかい

３.いかせる

４.うまいひと
４.きかせる

３.きごう ４.きえ

★★★ 問５：文部科学省の本年度予算は５兆円を超えている。
（１６）文部科学省
３.ぶんかかがくせい

１.ぶんぶかがくせい
４.もんかかがくしょう

２.もんぶかがくしょう

（１７）本年度予算
３.ほんねんどよさん

１.とうねんどよんさん
４.ぜんねんどようさん

２.じねんどよいさん

（１８）５兆円

１.ごちょうえん

２.ごまんえん ３.ごおくえん ４.ごせんえん

（１９）超えて

１.あえて

２.たえて

３.にえて

４.こえて

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：日本のわふう りょかんにとまってみたいです。
（２０）わふう

１.和式 ２.和風 ３.和食 ４.和服

（２１）りょかん

１.旅建 ２.旅間 ３.旅慣 ４.旅館

（２２）とまって

１.泊まって

２.止まって

３.停まって

問２：ここはちゅうがっこうのせいとがよくとおる みちです。
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（２３）ちゅうがっこう １.沖学校

★★

★★

２.仲学校

３.中学校

（２４）せいと

１.生徒 ２.先生 ３.学生 ４.習者

（２５）とおる

１.走る ２.通る ３.道る ４.歩る

（２６）みち

１.途

２.路

３.径

４.忠学校

４.道

問３：ちょうじかん使っていると、パソコンがあつくなってくる。
（２７）ちょうじかん １.超時間

２.長時間

（２８）あつく

３.篤く

１.暑く

２.厚く

３.跳時間

４.張時間

４.熱く

問４：よなかにとなりの家にきゅうきゅうしゃが来て、びっくりした。
（２９）よなか

１.夜間 ２.深夜 ３.夜中 ４.徹夜

（３０）きゅうきゅうしゃ

１.急急車

２.給給車 ３.緊急車

４.救急車

★★★ 問５：ものおきにねむっているふようひんをかいしゅうします。
（３１）ものおき

１.物間 ２.物室 ３.物館 ４.物置

（３２）ねむって １.眠って

２.臥って

３.休って

４.寝って

（３３）ふようひん １.不溶品

２.不要品

３.不用品

４.扶養品

（３４）かいしゅう １.改修 ２.回収 ３.改造 ４.回覧
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。
★

（３５） 友達が病気になったので、
１.おいわい

★

３.おみまい

（３６）とても長い小説でしたが、きのう
１.なかなか

★★

２.おれい

に行きました。

２.だいぶ

（３７）あの人は口が

４.あいさつ
読み終わりました。

３.きちんと

４.やっと

から、信用できない
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１.大きい
★★

２.小さい

３.かたい

（３８）ずっと同じＴシャツばかり着ていたら
１.ばらばら

２.ぼろぼろ

★★★ （３９）栄養が
１.うすまる

３.ぎりぎり

４.かるい
になってしまった。
４.ざらざら

と健康が損なわれる恐れがある。
２.おとろえる

３.しずまる

４.かたよる

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。
★

★

（４０）今日は早く帰るつもりです。
１.今日は早く帰ろうと思います

２.今日は早く帰らなければなりません

３.今日は早く帰るところです

４.今日は早く帰りたがっています

（４１）１０名以上の申し込みの場合、割り引きがある。
１.申込者が１０名より少ないときは、安くなる
２.申込者が１０名より多いときは、安くなる
３.申込者が１０名より少ないときは、高くなる
４.申込者が１０名より多いときは、高くなる

★★

（４２）バスの時間に遅れそうで、あわてて家を出た。
１.おどろいて家を出た
３.急いで家を出た

★★

２.困って家をとび出した
４.不安で家をとび出した

（４３）あんなひどいことを言われたら、だれだって腹が立つよ。
１.だれでもいやになるよ

２.だれでも悲しくなるよ

３.だれでもびっくりするよ

４.だれでも怒るよ

★★★ （４４）あの人はいつもいい加減なことばかり言う。
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１.よく考えないで 反対のことばかり言う
２.よく考えないで 無責任なことばかり言う
３.よく考えないで わがままなことばかり言う
４.よく考えないで 自分がやりたいことばかり言う
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。

（４５）１か月前からがんばって

、いい点が取れなかった。

１.勉強すれば ２.勉強していたら ３.勉強していたので ４.勉強していたのに
★

（４６）患者：すみません。１０時予約の大川ですが…
受付の人：大川さんですね。お名前を
１.呼ぶと

★★

２.呼ばれなかったら

３.呼ばれたら

（４７）カラオケで何度すすめても、彼女は
１.歌って

★★

、中にお入りください。

２.歌おうと

１.に限り

２.によって

しなかった。

３.歌っても

（４８）レディスデーは女性のお客様
３.きり

２.もしくは

４.歌えば

、デザートをサービスします。
４.に合わせて

★★★ （４９）わが社では、商品の品質改善
力を入れております。
１.からして

４.呼ばれれば

、アフターサービスにも最大限の

３.はもとより

４.に関して

問題６
次の文の
★

★

（５０）ヤンさんは仕事が
１.一日も

★

に入る最もよいものを、１・２・３・４から一つえらびなさい。

２.日本語の

（５１）フランス語は

★
３.休まずに
★

勉強を続けている
４.忙しくても
わかります。
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１.なら ２.できませんが ３.英語 ４.少し
★★

（５２）申し訳ありませんが、
１.午後から

★★

★

２.いただけ

（５３）代金の
１.払い込みを

★
２.でないと

★★★ （５４）彼女は
１.つつも

３.休ませて

４.ない
商品の発送はできません。

３.確認 ４.してから

★
２.だれにも

でしょうか。

本当のことを話そうとしなかった。
３.知り ４.すべてを

解答・解説 Answer・Explanation
問題１.解答
（１）１（２）３（３）４（４）２（５）４（６）３（７）２（８）１（９）２（１０）２
（１１）４（１２）１（１３）３（１４）１（１５）２（１６）２（１７）３（１８）１（１９）４
解説
問１：半年に一度 病院で医者にみてもらっている。
【I have a doctor’s checkup at the hospital once every six months.】
問２：きのう伺った 部長のお宅は、自然がきれいで静かな所にありました。
【The house of the director I visited yesterday was located in a quiet place
with beautiful nature.】
問３：料金は少し高いが、指定した時間に配達してくれるサービスがある。
【Although it is a little expensive, there is a service that delivers at specified
times.】
問４：会社の偉い人と話せる 機会はめったにない。
【It is rare that I have a chance to talk with a big person in a company.】
問５：文部科学省の本年度予算は５兆円を超えている。
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【The budget of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology for the current fiscal year is over 5 trillion yen.】
問題２.解答
（２０）２（２１）４（２２）１（２３）３（２４）１（２５）２（２６）４（２７）２
（２８）４（２９）３（３０）４（３１）４（３２）１（３３）３（３４）２
解説
問１：日本の和風 旅館に泊まってみたいです。
【I would like to stay at a Japanese-style inn in Japan.】
問２：ここは中学校の生徒がよく通る 道です。
【This is a street that junior high school students pass frequently.】
問３：長時間使っていると、パソコンが熱くなってくる。
【Computers heat up when used for long periods of time.】
問４：夜中にとなりの家に救急車が来て、びっくりした。
【An ambulance came to my neighbor’s house in the middle of the night, and
I was surprised.】
問５：物置に眠っている不用品を回収します。
【I round up items lying in the shed that are not in use.】
問題３.解答
（３５）３（３６）４（３７）４（３８）２（３９）４
解説
（３５）友達が病気になったので、おみまいに行きました。【My friend got sick, so I
went to cheer him up.】
１.おいわい

【celebrate】

２.おれい

３.おみまい

【cheer up someone ill】

【express gratitude】

４.あいさつ

【greet】
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（３６）とても長い小説でしたが、やっと読み終わりました。
【It was a very long novel, but I finally finished reading it.】
１.なかなか
３.きちんと

【Quite】

２.だいぶ

【Properly】 ４.やっと

【Mostly】
【Finally】

（３７）あの人は口がかるいから、信用できない。
【I don’t trust that person because he has a careless mouth (speaks
carelessly).】
１.大きい

【big】

３.かたい

【tight】

２.小さい
４.かるい

【small】

【careless】

（３８）ずっと同じＴシャツばかり着ていたら ぼろぼろになってしまった。
【I’ve been only wearing the same T-shirt for so long that it’s become worn
out.】
１.ばらばら

【in pieces】

２.ぼろぼろ

３.ぎりぎり

【just barely】

４.ざらざら

【worn out】
【rough surface】

（３９）栄養がかたよると 健康が損なわれる恐れがある。
【If your nutrition is unbalanced, there is a risk of compromising your
health.】
１.うすまる

【diluted】

２.おとろえる 【waned】

３.しずまる

【silenced / calmed down】 ４.かたよる

【unbalanced】

問題４.解答
（４０）１（４１）２（４２）３（４３）４（４４）２
解説
（４０）今日は早く帰るつもりです。【I’m thinking of going home early today.】
１.今日は早く帰ろうと思います

【I’m plan to go home early today】
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２.今日は早く帰らなければなりません
３.今日は早く帰るところです

【I must go home early today】

【I am just about to go home early】

４.今日は早く帰りたがっています

【He is wanting to go home early

today】
（４１）１０名以上の申し込みの場合、割り引きがある。【There is a discount if 10 or
more people apply.】
１.申込者が１０名より少ないときは、安くなる
【The price will be reduced if there are less than 10 applicants】
２.申込者が１０名より多いときは、安くなる
【The price will be reduced if there are more than 10 applicants】
３.申込者が１０名より少ないときは、高くなる
【The price will be increased if there are less than 10 applicants】
４.申込者が１０名より多いときは、高くなる
【The price will be increased if there are more than 10 applicants】
（４２）バスの時間に遅れそうで、あわてて家を出た。
【I was going to be late for the bus, so I rushed out of the house】
１.おどろいて家を出た

【left home in a panic】

２.困って家をとび出した

【ran out of the house worried】

３.急いで家を出た
４.不安で家をとび出した

【got out of the house hurriedly】
【ran out of the house feeling anxious】

（４３）あんなひどいことを言われたら、だれだって腹が立つよ。
【Anyone would be irritated if they were told such terrible things.】
１.だれでもいやになるよ

【Anyone would be let down】
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２.だれでも悲しくなるよ

【Anyone would be saddened】

３.だれでもびっくりするよ

【Anyone would be surprised】

４.だれでも怒るよ

【Anyone would get angry】

（４４）あの人はいつもいい加減なことばかり言う。
【That person always only says random baseless things.】
１.よく考えないで 反対のことばかり言う
【Only says the opposite without thinking them through】
２.よく考えないで 無責任なことばかり言う
【Only says irresponsible things without thinking them through.】
３.よく考えないで わがままなことばかり言う
【Only says selfish things without thinking them through】
４.よく考えないで 自分がやりたいことばかり言う
【Only says things he wants to do without thinking them through】
問題５.解答
（４５）４（４６）３（４７）２（４８）１（４９）３
解説
（４５）

１か月前からがんばって勉強していたのに、いい点が取れなかった。

【Even though I had been studying hard for a month, I wasn’ able to get a
good score.】
勉強して試験で「いい点が取れた」のではなく「いい点が取れなった」のです
から、「Ａから／のでＢ」の反対の「ＡのにＢ」の文法が正しいです。
【This person did not "get a good score" after studying hard for the exam,
but rather, "didn’t get a good score." Hence the grammar of "A even though B,"
which is the opposite of "A so / therefore B" is the correct choice】
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（４６）患者：すみません。１０時予約の大川ですが…
受付の人：大川さんですね。お名前を呼ばれたら、中にお入りください。
【Patient: Excuse me, I am Okawa with an appointment at 10:00…
Receptionist: Okawa-san right? Please come in when your name is called.】
患者と病院の受付の人との会話です。患者の名前を呼ぶのは病院の人です
から、大川さんについては「名前を呼ばれる」という受身の言い方で言います。
【This is a conversation between a patient and a receptionist at a hospital.
Since it is the person at the person at the hospital who calls the patient’s name,
Okawa-san is referred in the passive voice, i.e. "your name is called."】
（４７）カラオケで何度すすめても、彼女は歌おうとしなかった。
【No matter how many times I tried to get her to sing at karaoke, she
wouldn’t try to sing.】
カラオケで何度すすめても「彼女は歌わなかった」のですから、意志を表す
「～（よ）うとする」を使って、“彼女は歌ってみる・がんばって歌うことをしなかった”とい
う意味にするのがいいです。
【"She wouldn’t sing" no matter how much "I" tried to get her to sing, so
the phrase that expresses will or intent, "…you to suru (try to do …)" is applicable,
so that the sentence would mean, "She didn’t try to sing, or put her effort to
sing."】
（４８）レディスデーは女性のお客様に限り、デザートをサービスします。
【On Ladies’; Days, free desserts will be served, limited to female
customers.】
「レディスデー」は特別な日ですから、「女性客にはサービス」があります。“～だ
け特別に”という意味の文法は「～に限り」です。「本日に限り、全商品 半額です！」
は“今日だけ特別、全商品が５０％引きだ”という意味です。
【Ladies’; Day is a special day, so there is a special service for female
customers. "…ni kagiri (only limited to …)" is the grammar that means "special only
to …." "All items 50% off, limited to today!" means that all items are 50% off
specially today only.】

茨城県外国人材支援センター（2022 年 6 月号）

13

（４９）わが社では、商品の品質改善はもとより、アフターサービスにも最大限の力を
入れております。
【Our company puts maximum effort into not only improving the quality of
our products, but also our after-sales service.】
「アフターサービスにも力を入れている」と言っていますから、「品質改善」は
もちろん！当然！です。この意味の文法は「～はもとより」です。
【They are saying that they will "also put effort into after-sales service", so
it is a given that they will improve their quality! That should be only natural, of
course! The grammar that expresses this meaning is "… wa moto yori (not only …
but also …)".】
問題６.解答
（５０）３（５１）１（５２）２（５３）４（５４）１
解説
（５０）ヤンさんは仕事が 忙しくても 一日も 休まずに 日本語の 勉強を続けている。
【Jan-san is continuing his Japanese studies without a day off, even if he is
busy with work.】
（５１）フランス語は できませんが 英語 なら 少し わかります。
【I cannot speak French, but I understand a little if it’s English.】
（５２）申し訳ありませんが、午後から 休ませて いただけ ない でしょうか。
【I do beg your pardon, but you wouldn’t be so kind as to permitting me
leave from the afternoon, would you?】
（５３）代金の 払い込みを 確認 してから でないと 商品の発送はできません。
【We will not be able to ship the goods until we have confirmed the your
payment of the fee.】
（５４）彼女は すべてを 知り つつも だれにも 本当のことを話そうとしなかった。
【She refused to tell anyone the truth despite knowing everything.】
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