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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 

１００円ショップの便利グッズで日本語学習をしよう！ 

Studying Japanese with useful goods from 100 yen stores! 

 

みなさんは１００円ショップへ行きますか？１００円ショップでは何を買いますか？１００

円ショップには日用品や食品だけでなく、勉強に役立つ商品も揃っています。ぜひ、

文房具売り場も覗いてみてください。あなたの日本語力をアップさせる勉強グッズと出

会えるかもしれません。 

Do you go to 100-yen stores? What do you buy there? 100-yen stores offer not only 

daily necessities and foods items, but also products that are useful for studying. 

Take a look at stationery shops as well. You may come across some study goods 

that will improve your Japanese language skills. 

 

暗記用の赤シートと緑＆オレンジ色ペン  

Red sheets and green and orange pens for memorization 

赤シートは単語帳などについているため、持っている人も多いかも知れませんね。緑

色のペンで塗った上にシートをかざせば文字が隠れ、オレンジ色のペンの上にかざ

せば文字が消えて見えなくなります。緑とオレンジの２色のペンがあれば、単語帳以

外でも赤シートを活用できますね。 

Red sheets are included in vocabulary books and many people may have them. If you 

hold the sheet over words written with a green pen, the letters will be hidden, and if 

you hold it over an orange pen, the letters will be invisible. If you have green and 

orange pens, you can use the red sheet other than with your vocabulary book. 

 

消せる蛍光ペン  Erasable highlighter pens 
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語彙力や漢字力が高い実習生は、文法や読解の問題で分からなかった言葉をチェッ

クし、覚えられるまで復習しています。わからない言葉を「消せる蛍光ペン」でマーク

し、覚えたらペンを消していきます。真っ白な状態が近づくとモチベーションも上がりま

すね。 

Trainees with high vocabulary and kanji skills have habits of checking words they did 

not understand in grammar and reading comprehension problems and reviewing them 

until they remember them. Mark words you don&apos;t understand with an erasable 

highlighter, and erase the markings once you have has memorized the word. Seeing 

the page slowly get to a white unmarked state will help you be motivated in your 

studies. 

 

耐水単語カード ater-resistant vocabulary cards 

ＪＬＰＴでＮ３やＮ２に合格した実習生の共通点として「いつでも、どこでも勉強してい

る」ということが挙げられます。耐水の単語カードなら、汗で濡れてしまっても問題な

し！肌身離さず携帯して勉強量を増やしましょう。 

One of the common characteristics of trainees who have passed the JLPT N3 or N2 

is that they "study anytime, anywhere". Water-resistant word cards will not get 

spoiled even if they get wet with sweat! Carry them with you at all times to increase 

your study time. 

 

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：米や野菜をもらいにいきます。 
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（１）米 １.こめ ２.ごめ ３.ごはん ４.まめ 

（２）野菜 １.やせい ２.やさい ３.やさしい   ４.やしゃい 

★ 問２：この教科書で漢字 三百字が、書けて 読めるようになります。 

（３）漢字 １.もじ ２.あんじ ３.くじ ４.かんじ 

（４）三百   １.さんびゃく  ２.さんぴゃく  ３.さんひゃく ４.ざんびゃく 

（５）書けて １.わけて ２.あけて ３.きけて ４.かけて 

（６）読める １.のめる ２.やめる ３.とめる４.よめる 

★★ 問３：週末は全国的に晴れるそうです。 

（７）週末 １.しょうらい ２.きゅうじつ ３.らいしゅう ４.しゅうまつ 

（８）全国 １.ぜんこく ２.がいこく ３.きんこく ４.けんこく 

（９）晴れる １.おこれる ２.はれる ３.とれる ４.なれる 

★★ 問４：クリスマスのパーティーの参加人数を予想するのは困難だ。 

（１０）参加 １.さんが ２.せんか ３.せんが ４.さんか 

（１１）予想 １.よぞう ２.よしょう ３.よしん ４.よそう 

★★★ 問５：この本の著者は、この地域をくわしく調査し、土地や住民の生活の様子

を細かくていねいに観察して書いた。この作品は、文芸作品として、身近な歴史資料

としてもすばらしい読み物である。 

（１２）著者 １.ちょじゃ ２.ちょしゃ ３.ちょうしゃ ４.しょしゃ 

（１３）地域 １.ちえき２.ちいきい ３.ちいき ４.じいき 

（１４）調査 １.ちょうさく ２.そうさく ３.ちょうさあ ４.ちょうさ 

（１５）土地 １.どち ２.つち ３.まち ４.とち 

（１６）住民 １.ちょうみん ２.しみん ３.じょうみん ４. じゅうみん 

（１７）様子 １.ようこ ２.さまこ ３.さまし ４.ようす 
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（１８）細かく １.みじかく ２.ほそかく ３.こまかく ４.ふかく 

（１９）観察 １.かんさつ ２.けんさつ ３.かんしゃつ ４.かんせつ 

（２０）歴史 １.れくし ２.れきし３.りくし ４.れきしい 

（２１）資料 １.しいりょう ２.しりょう ３.きりょう ４.ちんりょう 

 

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：水曜日のあさ６時にひろばにあつまってください。 

（２２）あさ １.明 ２.朝 ３.嘲 ４.輸 

（２３）ひろば １.会場 ２.出場 ３.広場 ４.入場 

（２４）あつまって １.進まって ２.東まって ３.案まって ４.集まって 

★ 問２：きのう、かぞくで食事にでかけました。 

（２５）かぞく １.室旅 ２.象族 ３.家旅 ４.家族 

（２６）でかけ １.行かけ ２.手かけ ３.取かけ ４.出かけ 

★★ 問３：食よくがある。 

（２７）よく １.堂 ２.浴 ３.気 ４.欲 

★★ 問４：卵としおを入れて、こなをまぜます。 

（２８）こな １.粉 ２.料 ３.孤 ４.胡 

★★★ 問５：自転車で大陸をおうだんする計画がぐたいかすることになった。 

（２９）おうだん １.央断 ２.欧断 ３.校断 ４.横断 

（３０）ぐたいか １.具待化 ２.具対化 ３.具体化 ４.具態化 
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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）いそいでいません。     やってください。 

 １.はっきり ２.ばったり ３.ゆっくり ４.すっかり 

★ （３２）駅のちかくにほんやが     あります。 

 １.一けん ２.一さつ ３.一だい ４.一かい 

★★ （３３）明日の飲み会は、みんなで     にしよう。 

 １.割り算 ２.割り勘 ３.おごり ４.ただ 

★★ （３４）疲れていたので、仕事中に     しまいました。 

 １.いねむりして ２.電話して ３.協力して ４.合格して 

★★★ （３５） 赤ちゃんは今 眠っていますから、ときどき     を見に行ってくださ

い。 

 １.入院 ２.表面 ３.様子 ４.環境 

 

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）これはとてもだいじなものです。 

 １.これはとてもりっぱなものです。 

 ２.これはとてもたいせつなものです。 

 ３.これはとてもじょうぶなものです。 

 ４.これはとてもたかいものです 

★ （３７）わたしはきょう仕事にまにあいませんでした。  

 １.わたしはきょう仕事がよくできませんでした。 
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 ２.わたしはきょう仕事がありませんでした。 

 ３.わたしはきょう仕事におくれました。 

 ４.わたしはきょう仕事におちました 

★★ （３８）好きな人に、交際を断られたり、別れようと言われたりする。 

 １.もてる ２.別々になる ３.ふられる ４.つきあう 

★★ （３９）初めて来たレストランだが、すっかり気に入ってしまった。 

 １.くわしくなって ２.すきになって ３.いやになって ４.たのしくなって 

★★★ （４０）世の中によく知られていて人気になっていること。 

 １.評価 ２.判断 ３.評判 ４.批評 

 

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）「この問題を全部おぼえなければなりませんか？」 

    「いいえ、１ばんと５ばん     おぼえてください。」 

 １.だけ ２.しか ３.より ４.のに 

★ （４２）週末に恋人と     かどうか決めていません。 

 １.会おう ２.会う ３.会って ４.会える 

★★ （４３）寒い     。ドアが少し開いているよ。 

 １.わけではない ２.わけがない ３.わけだ ４.わけがある 

★★ （４４）今までに一度もやったことがない     上手ですよ。 

 １.にしては ２.はずで ３.でも ４.というより 

★★★ （４５）東京に来る外国人の数は     一方のようだ。 
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 １.ふえた ２.ふえよう ３.ふえる ４.ふえれば 

 

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）テーブルの              ★        あります。 

 １.が ２.に ３.上 ４.花びん 

★ （４７）昼ごはんは              ★        ください。 

 １.きて ２.食べて ３.家で ４.できるだけ 

★★ （４８）病気に              ★        ようにしています。 

 １.する ２.ように ３.ならない ４.手洗いを 

★★ （４９）本当は              ★        。 

 １.好きな ２.と言います ３.好きじゃない ４.くせに 

★★★ （５０）     明日の        ★        ください。 

 １.先生に ２.お伝え ３.うかがうと ４.午前中に 

 

解答・解説 Answer・Explanation 

英語が併記されていない選択肢は意味をなしません。 

Words in the options that are not accompanied by English do not make sense. 

 

問題１.解答 

Q & A 1 

（１）１ （２）２ （３）４ （４）１ （５）４ （６）４ （７）４（８）１ （９）２ （１０）４ （１１）４ （１２）２  
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（１３）３ （１４）４ （１５）４ （１６）４ （１７）４ （１８）３  （１９）１ （２０）２ （２１）２ 

解説 Explanation 

問１：米や野菜をもらいにいきます。I go to receive rice and vegetables. 

問２：この教科書で漢字 三百字が、書けて 読めるようになります。 

  With this textbook, you will be able to write and read 300 kanji. 

問３：週末は全国的に晴れるそうです。It is said that it will be sunny nation-wide 

during the weekend. 

問４：クリスマスのパーティーの参加人数を予想するのは困難だ。 

  It is difficult to predict the number of people who will attend the Christmas 

party. 

問５：この本の著者は、この地域をくわしく調査し、土地や住民の生活の様子を細かく

ていねいに観察して書いた。この作品は、文芸作品として、身近な歴史 資料としても

すばらしい読み物である。 

  The author of this book researched this region in detail and made detailed 

observations of the land and how the inhabitants live. This work is an excellent read 

both as a literary work and as an accessible historical resource. 

 

問題２.解答 

Q & A 2 

（２２）２ （２３）３ （２４）４ （２５）４ （２６）４ 

（２７）４ （２８）１ （２９）４ （３０）３ 

解説 Explanation 

問１：水曜日の朝６時に広場に集まってください。 

  Please gather at the square at 6 in the morning on Wednesday. 

問２：きのう、家族で食事に出かけました。 
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  I went out to eat with my family yesterday. 

問３：食欲がある。To have an appetite (lit. “a desire to eat”). 

問４：卵としおを入れて、粉をまぜます。Add egg and salt and mix in the flour. 

問５：自転車で大陸を横断する計画が具体化することになった。 

  The plan to cross the continent by bicycle is coming to materialize. 

 

問題３.解答 

Q & A 3 

（３１）３ （３２）１ （３３）２ （３４）１ （３５）３ 

解説 Explanation 

（３１）いそいでいません。ゆっくりやってください。There is no hurry. Please do it 

slowly. 

 １.はっきり clearly ２.ばったり by chance 

 ３.ゆっくり slowly ４.すっかり utterly 

（３２）駅のちかくにほんやが一けんあります。There is one book store near the 

station. 

 １.一けん one (store) ２.一さつ one (book) 

 ３.一だい one (piece of machinery/car/generation) ４.一かい one 

(floor/time/monk) 

（３３）明日の飲み会は、みんなで割り勘にしよう。Let’s split the bill for tomorrow’s 

drinking party. 

 １.割り算(mathematical) division ２.割り勘 split the bill 

 ３.おごり paid by one person ４.ただ free of charge 

（３４）疲れていたので、仕事中にいねむりしてしまいました。 
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 I was tired so I ended up napping during work. 

 １.いねむりして napping ２.電話して phoning  

 ３.協力して cooperating ４.合格して passing a test 

（３５）赤ちゃんは今 眠っていますから、ときどき様子を見に行ってください。 

 The baby is now sleeping, so please go and check up on how it’s doing from 

time to time. 

 １.入院 hospitalization ２.表面 surface 

 ３.様子 the manner in which something ４.環境 environment 

      presents itself (how it is doing) 

 

問題４.解答 

Q & A 4 

（３６）２ （３７）３ （３８）３ （３９）２ （４０）３ 

解説 Explanation 

（３６）これはとてもだいじなものです。This is a very important thing. 

 １.これはとてもりっぱなものです。This is a very impressive thing. 

 ２.これはとてもたいせつなものです。This is a very precious thing. 

 ３.これはとてもじょうぶなものです。This is a very sturdy thing. 

 ４.これはとてもたかいものです。This is a very expensive thing. 

（３７）わたしはきょう仕事にまにあいませんでした。I was not able to make it in time 

for work today. 

 １.わたしはきょう仕事がよくできませんでした。I was not able to do my work 

well today. 

 ２.わたしはきょう仕事がありませんでした。I did not have work today. 
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 ３.わたしはきょう仕事におくれました。I was late for work today. 

 ４.わたしはきょう仕事におちました。I fell into work today. 

（３８）好きな人に、交際を断られたり、別れようと言われたりする。 

 One gets rejected from having a relationship or told to break up by the 

person one likes. 

 １.もてる is popular ２.別々になる to separate 

 ３.ふられる gets rejected/break up ４.つきあう to date 

（３９）初めて来たレストランだが、すっかり気に入ってしまった。 

 It was a restaurant I went for the first time, but I utterly fell in love with it. 

 １.くわしくなって got to know it well ２.すきになって fell in love with 

 ３.いやになって got tired of ４.たのしくなって became joyous 

（４０）世の中によく知られていて人気になっていること。 

 To be well-known and popular in society. 

 １.評価 evaluation ２.判断 to judge 

 ３.評判 to be reputable ４.批評 criticism 

 

問題５.解答 

Q & A 5 

（４１）１ （４２）２ （４３）３ （４４）１ （４５）３ 

解説 Explanation 

（４１）「この問題を全部おぼえなければなりませんか？」“Must we memorize all of 

these questions?” 

 「いいえ、１ばんと５ばんだけおぼえてください。」“No, just memorize number 

1 and 5.” 
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 「だけ」限定や程度などを表す言葉です。「しか」も似ている意味ですが「しか」

は「しか〜ない」という表現で使われます。 

 “Just” is a word that denotes exclusivity or degree. It is similar to “only”, 

but “only” can also be used in expressing “there is only …”.  

（４２）週末に恋人と会うかどうか決めていません。  

 I haven’t decided whether or not to see my lover on the weekend. 

 疑問を表すことば「か」が、文の中に入っています。「ＡかＡではないか」と、ど

ちらかを選択する意味です。Ａが動詞のときは普通形を使います。 

 The question marker “…ka” is used in this sentence. This is a question that 

asks to choose between A or not A. When A is aa verb, the basic form of 

conjugation is used. 

（４３）寒いわけだ。ドアが少し開いているよ。No wonder it’s cold! The door is slightly 

open. 

 「寒いのは、だれが考えてもそう思う」という意味です。形容詞（基本形〜い／

〜な）動詞（普通形）などつながります。  

 This means “anyone with a brain would feel that it is cold.” “…wakeda(no 

wonder it’s…)” is preceded by an adjective in the basic “…i” or “…na” form, or 

verb in its basic form. 

（４４）今までに一度もやったことがないにしては上手ですよ。 

 You are good for someone that has never done it before. 

 「Ａにしては」は「Ａとは思えないくらい」という意味で、意外な気持ちを表しま

す。 

 “A ni shite wa (for A… / given that something is A)” expresses surprise at 

an unexpected result coming from A, and it conveys the feeling of unexpected 

surprise. 

（４５）東京に来る外国人の数はふえる一方のようだ。 

 It seems the number of foreigners coming to Tokyo will only be increasing. 
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 「〜一方」は、ある状態がそのまま進行し続けることを表します。動詞（辞書

形）とつながります。いいことにも悪いことにも使うことができます。 

 “will only be …” expresses how a certain phenomena will continue to keep 

progressing. The verb which connects with it is in the basic dictionary form. It can 

be used both for negative or positive things. 

 

問題６.解答 

Q & A 6 

（４６）４ （４７）２ （４８）４ （４９）３ （５０）３ 

解説 Explanation 

（４６）テーブルの上 に 花びん があります。 

 There is a vase on the table. 

（４７）昼ごはんはできるだけ 家で 食べて きてください。 

 Please try to have lunch at home as much as possible. 

（４８）病気にならない ように 手洗いを するようにしています。 

 I try to wash my hands so that I won’t get ill. 

（４９）本当は好きな くせに 好きじゃないと 言います。 

 Saying one doesn’t like something, despite actually liking it. 

（５０）先生に明日の午前中 うかがうと お伝えください。 

 Please let the teacher know that I will be visiting tomorrow before noon. 


