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日本語学習攻略法 

How to Master Japanese 

皆さん、聴解の勉強もしていますか？聴解問題には試験特有のポイントがあります。

「いつも日本人と話しているから大丈夫」と思っている人は要注意です。ポイントをおさ

えて、聴解問題を得点源にしましょう！ 

Are you studying for the listening comprehension test? There are some points 

unique to the listening comprehension test. If you think that "I always talk with 

Japanese people, so I should be fine," be careful. Keep the points in mind and score 

some extra points on listening comprehension! 

今月のテーマ 

The Theme of this Month 

聞き逃し厳禁！聴解問題のポイント 

Don’t miss a single question! 

Tip for listening comprehension questions 

選択肢チェックをしよう！Check your multiple choices! 

何事も準備が大切です。音声を聞く前に、選択肢や絵に目を通して、内容を把握して

おきましょう。選択肢が複数ある問題は、異なる点に着目することがポイントです。わ

かりやすい様に下線を引いたり、丸で加工などしておくといいでしょう。 

Preparation is the key to everything. Before listening to the audio, look at the 

options and pictures to get a clear understanding of the content. When there are 

multiple choices, it is important to focus on the different points. It is a good idea to 

underline or circle them to make them easier to understand. 

キーワードはこれだ！Here are the keywords! 

下記の言葉は聴解問題のキーワードです。音声を 100%聞き取る必要はありません

が、キーワードはしっかり聞き取りましょう。 

The following are keywords for the listening comprehension questions. It is not 

necessary to listen to 100% of the audio, but be sure to listen carefully to these 

keywords. 
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① 疑問を表す言葉 Words that express a question 

例：いつ／どこで／誰が／何を／どうして／何で 

Examples: when / where / who / what / how / why 

② 人の名前や行動の主体を表す言葉 

Words that express a person’s name or the subject of an action 

例：田中さん／女の人／男の学生 

Example: Mr. Tanaka / a woman / a male student 

③話が変化する言葉 Words that change the meaning of a conversation 

例：いいえ…／でも…／ちょっと待って Example: No, ... / But... / Wait a minute 

④時間や順番を表す言葉 Words expressing time or order 

例：明日／８時／夕方／授業の後 Example: tomorrow / 8:00 / evening / after class 

⑤あいさつ表現や敬語 Greetings and honorific expressions 

例：おじゃまします／もうけっこうです／お召し上がりください 

Examples: Pardon my intrusion / This is already enough / Please enjoy the meal 

 

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：あの有名な 写真家は、世界のいろいろな鳥や動物を写しました。 

（１）有名な １.ゆうめいな ２.ゆめいな ３.ゆうめな ４.ゆうぬいな 



  3 

 

 茨城県外国人材支援センター（２０２２年７月号）  

（２）写真家 １.しゃしんや ２.しゃしんか ３.しょしんか ４.さしんか 

（３）世界 １.せやい ２.せいかく ３.せかく ４.せかい 

（４）鳥 １.ことり ２.しま ３.とり ４.うま 

（５）動物 １.しょくぶつ ２.どうぶつ ３.せいぶつ ４.どぶつ 

★ 問２：都会に来たので、ゆっくり見物しようと思います。 

（６）都会 １.とかい ２.どかい ３.とうかい ４.とがい 

（７）見物 １.みもの ２.けんもつ ３.けんもの  ４.けんぶつ 

★★ 問３：合格のしらせに、家族がよろこんだ。 

（８）合格 １.ごかく ２.ごうやく ３.ごうかく ４.ごがく 

★★ 問４：原料を輸入した。 

（９）原料 １.ひりょう ２.ねんりょう ３.げんりょう ４.けんりょう 

（１０）輸入 １.ゆにょう ２.しゃいり ３.ゆにゅう ４.ゆしゅつ 

★★★ 問５：そんなにまじめに考えないで、もっと気楽にいきましょう。 

（１１）気楽 １.きたの ２.きらく   ３.けがく     ４.けらく 

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：ようじで、きゅうに けんきゅうかいにしゅっせきできなくなりました。 

（１２）ようじ １.予時 ２.四時 ３.用時 ４.用事 

（１３）きゅうに １.早に ２.息に ３.急に ４.九に 

（１４）けんきゅうかい １.研究会 ２.硏求会 ３.研学会 ４.研修会 

（１５）しゅっせき １.欠席 ２.主席 ３.参席 ４.出席 

★ 問２：あしたのあさ７時にひろばにあつまってください。 
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（１６）あさ １.明 ２.朝 ３.嘲 ４.赤 

（１７）ひろば １.公園 ２.立場 ３.広場 ４.入場 

（１８）あつまって １.来まって ２.厚まって ３.案まって ４.集まって 

★★ 問３：来週スピーチコンテストにさんかします。 

（１９）さんか １.三科 ２.参加 ３.三課 ４.参下 

★★ 問４：日本語がじょうたつするために、毎日勉強しました。 

（２０）じょうたつ １.上立 ２.上建 ３.上達 ４.上手 

★★★ 問５：きょくせんはこむぎのゆにゅうりょうの１０年間の変化をしめしている。 

（２１）きょくせん １.局線 ２.極線 ３.曲線 ４.曲専 

（２２）ゆにゅう １.輪入 ２.輸入 ３.由入 ４.愉入 

（２３）しめして １.湿して ２.図して ３.占して ４.示して 

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。 

★ （２４） あまり勉強しなかったので、試験のてんが     です。 

 １.しんぱい ２.かなしい ３.あんぜん ４.あんしん 

★ （２５）みちでさいふを     ので、こうばんにとどけました。 

 １.すてた ２.とった   ３.ひろった ４.かりた 

★★ （２６）弟は交通事故に     、入院してしまいました。 

 １.あって ２.ひいて ３.なって４.つかまって 

★★ （２７）虫が入ってこないように、     を閉めてください。 

 １.あまど ２.あみど ３.ガラス ４.ふた 

★★★ （２８）     の値段が上がったので、家賃も高くなった。 
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 １.地帯 ２.地理 ３.道路 ４.土地 

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。 

★ （２９）さとうさんはたなかさんに「よくいらっしゃいました」といいました。 

１.たなかさんはさとうさんをしょうたいしました。 

２.たなかさんはさとうさんをしょうかいしました。 

３.たなかさんはさとうさんをたずねました。  

４.たなかさんはさとうさんをよびました。 

★ （３０）わたしはマグロとたまごいがいは食べられます。 

１.わたしはマグロとたまごしか食べません。  

２.わたしはマグロもたまごも食べません。 

３.わたしはマグロもたまごも食べます。   

４.わたしはマグロやたまごなどを食べます。 

★★ （３１）どうぞ おかけになって お待ちください。 

 １.すわって  ２.食べて  ３.静かにして  ４.入って 

★★★ （３２）僕は彼女のことがうらやましい。 

 １.すき  ２.きらい  ３.いいなと思う ４.尊敬している 

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。 

★ （３４）知っていれば     いいです。 

 １.書かなくては ２.書いても ３.書かないでは  ４.書きません 

★ （３５）山田さんにあまりお酒を飲まない     言ってください。 

 １.ように  ２.ようで ３.ようだ   ４.ようです 
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★★ （３６）彼はシャワーを浴びた     服も洗った。 

 １.ついでに ２.たびに ３.だけ  ４.とおりに 

★★ （３７）あの女の子の靴、歩く     音がしてかわいいですね。 

 １.たびに ２.ついでに ３.とおりに ４.だけ 

★★★ （３８）ホテルでボーイにチップを渡した     ボーイの態度が変わった。 

 １.とおりに ２.おかげで ３.とたんに ４.ばかりに 

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。 

★ （３９）Ａ：「水曜日、会議があります。」 

    Ｂ：「そうですか。            ★       ですか？」 

 １.その会議に ２.いい ３.参加したら ４.だれが 

★ （４０）Ａ：「いっしょにお昼ご飯を食べませんか？」 

    Ｂ：「すみません。            ★       。」 

 １.コピーをして ２.しまい ３.資料の ４.ますから 

★★ （４１）昔は私が            ★       今は反対になりました。 

 １.よくしかられた ２.もの ３.父に ４.ですが 

★★ （４２）教科書を、            ★       なさい。 

 １.しないで ２.出し ３.片づけ ４.っぱなしに 

★★★ （４３）娘が            ★       ならない。 

 １.合格 ２.入社試験に ３.うれしくて ４.して 
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解答・解説 Answer・Explanation 

問題１.解答 Answer 

（１）１（２）２（３）４（４）３（５）２（６）１ 

（７）４（８）３（９）３（１０）３（１１）２ 

解説 Explanation 

問１：あの有名な写真家は、世界のいろいろな鳥や動物を写しました。 

 【That famous photographer took pictures of various birds and animals of 

the world.】 

問２：都会に来たので、ゆっくり見物しようと思います。 

 【Now that I am in the city, I would like to take my time to see the sights】 

問３：合格のしらせに、家族がよろこんだ。 

 【My family were joyed at the news that I had passed.】 

問４：原料を輸入した。 

 【We imported raw materials.】 

問５：そんなにまじめに考えないで、もっと気楽にいきましょう。 

 【Take it more easy, without thinking so seriously.】 

問題２.解答 Answer 

（１２）４（１３）３（１４）１（１５）４（１６）２（１７）３ 

（１８）４（１９）２（２０）３（２１）３（２２）２（２３）４ 

解説 Explanation 

問１：用事で、急に 研究会に出席できなくなりました。 

 【Due to some business, I suddenly became unable to attend the study 

group.】 
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問２：あしたの朝７時に広場に集まってください。 

 【Please gather at the plaza tomorrow morning at 7:00.】 

問３：来週スピーチコンテストに参加します。 

 【I will participate in a speech contest next week.】 

問４：日本語が上達するために、毎日勉強しました。 

 【I studied every day in order to improve my Japanese.】 

問５：曲線はこむぎの輸入りょうの１０年間の変化を示している。 

 【The curve shows the change in the amount of wheat imports over the past 

10 years.】 

問題３.解答 Answer 

（２４）１（２５）３（２６）１（２７）２（２８）４ 

解説 Explanation 

（２４）あまり勉強しなかったので、試験のてんがしんぱいです。 

 【I didn’t study much, so I’m worried about the exam score.】 

   １.しんぱい  【worried】 ２.かなしい  【sad】 

   ３.あんぜん  【safe】 ４.あんしん  【relieved / at peace】 

（２５）みちでさいふをひろったので、こうばんにとどけました。 

 【I picked up a wallet on the street so I handed it in at the police box.】 

   １.すてた   【discarded】 ２.とった   【took】 

   ３.ひろった  【picked up】 ４.かりた   【borrowed】 

（２６）弟は交通事故にあって、入院してしまいました。 

 【My brother had a traffic accident and was hospitalized.】 

   １.あって   【had (met a calamity)】 ２.ひいて   【ran over / got (a cold)】 
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   ３.なって   【became】 ４.つかまって 【held onto】 

（２７）虫が入ってこないように、あみどを閉めてください。 

 【Please close the net screen so that insects won’t come in.】 

   １.あまど   【storm shutters】 ２.あみど   【net screen】 

   ３.ガラス   【glass】 ４.ふた    【lid】 

（２８）土地の値段が上がったので、家賃も高くなった。 

 【The price of land has gone up, and so has the rent.】 

   １.地帯    【zone】 ２.地理    【geography】 

   ３.道路    【road】  ４.土地    【land】 

問題４.解答 Answer 

（２９）３（３０）２（３１）１（３２）２（３３）３ 

解説 Explanation 

（２９）さとうさんはたなかさんに「よくいらっしゃいました」といいました。 

 【Satou-san said "Welcome" to Tanaka-san】 

   １.たなかさんはさとうさんをしょうたいしました。  【Satou-san invited Tanaka-

san】 

   ２.たなかさんはさとうさんをしょうかいしました。  【Satou-san introduced 

Tanaka-san】 

   ３.たなかさんはさとうさんをたずねました。     【Tanaka-san visited Satou-

san】 

   ４.たなかさんはさとうさんをよびました。      【Tanaka-san called for Satou-

san】 

（３０）わたしはマグロとたまごいがいは食べられます。【I can eat everything other 

than tuna and egg.】 

   １. わたしはマグロとたまごしか食べません。 【I only eat tuna and egg.】 
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   ２. わたしはマグロもたまごも食べません。  【I don’t eat tuna nor egg.】 

   ３. わたしはマグロもたまごも食べます。   【I eat both tuna and egg.】 

   ４. わたしはマグロやたまごなどを食べます。 【I eat things like tuna and egg.】 

（３１）どうぞおかけになってお待ちください。【Please be seated and wait.】 

   １.すわって  【sit】  ２.食べて   【eat】 

   ３.静かにして 【be quiet】 ４.入って   【enter】 

（３２）僕は彼女のことがうらやましい。【I am envious of her.】 

   １.すき     【like】  ２.きらい    【hate】 

   ３.いいなと思う 【think what she has is nice】 ４.尊敬している 【admire】 

問題５.解答 Answer 

（３４）２ （３５）１ （３６）１ （３７）１ （３８）３ 

解説 Explanation 

（３４）知っていれば書いてもいいです。【You can write it down if you know it.】 

 「〜ば」は仮定的なことを表す表現です。「ば」の前の内容ができれば、「ば」

の後ろの内容もできるときに使います。また、「〜てもいいです。」は許可をする表現

になります。 

 【The word "…ba (if)" is used to express hypotheticals. If what precedes 

"ba" is possible, what follows after it is also possible. In addition, "…demo ii desu (is 

also fine)" is an expression granting permission.】  

（３５）山田さんにあまりお酒を飲まないように言ってください。 

 【Please tell Mr. Yamada not to drink too much alcohol.】 

 「〜ように」は、「注意」や「指示」の表現です。気をつけることや気を付けて欲

しいときに使います。 

 【"…you ni (so as to)" is an expression that denotes "caution" or 

"instruction. " It is used when you want someone to be careful of doing or refraining 

from doing something.】 
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（３６）彼はシャワーを浴びたついでに服も洗った。 

 【He also washed his clothes along with taking a shower.】 

 「ＡついでにＢ」は「Ａをする。いっしょにＢをする。」という意味です。Ａの方が

主なことです。 

 【"A tsuide ni B" means that as "A is done, B is also done along with it, " 

where A is the main action.】 

（３７）あの女の子の靴、歩くたびに音がしてかわいいですね。 

 【That girl’s shoes make a sound every time she walks, and are so cute.】 

 「〜たびに……。」は、「〜すると、いつも……。」という意味です。 

 【"…tabi ni (every time one does something) " means that something 

happens every time … is done.】 

（３８）ホテルでボーイにチップを渡したとたんにボーイの態度が変わった。 

 【At the hotel, the hotelier’s attitude changed as soon as I tipped him.】 

 「〜とたんに……。」は「〜するとすぐに……。」という意味です。 

 【"…totan ni …" means "as soon as … was done, … happened. "】 

問題６.解答 Answer 

（３９）３（４０）２（４１）２（４２）１（４３）４ 

解説 Explanation 

（３９） Ａ：「水曜日、会議があります。」 

 Ｂ：「そうですか。その会議に だれが 参加したら いいですか？」 

 Ａ："There is a meeting on Wednesday." 

 Ｂ："I see. Who should attend the meeting? " 

（４０） Ａ：「いっしょにお昼ご飯を食べませんか？。」 

 Ｂ：「すみません。資料の コピーをして しまい ますから」 
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 Ａ： "Would you like to have lunch with us?" 

 Ｂ： "I’m sorry. I will be finishing making copies of the documents. " 

（４１）昔は私が父に よくしかられた もの ですが 今は反対になりました。 

 【In the past, I was often scolded by my father, but now it has become the 

opposite.】 

（４２）教科書を出し っぱなしに しないで 片づけなさい。 

 【Don’t leave your textbooks out. Tidy up.】 

（４３）娘が入社試験に 合格 して うれしくてならない。 

 【I can’t express how happy I am that my daughter passed the entrance 

examination.】 


