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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 

発音のせいじゃない？！ 

日本人が聞き取りやすい日本語を意識しよう！ 

Your Accent isn't the Issue: 

Consider how the Japanese Hear Your Speech! 

 

日本人と会話をするとき、聞き返されたり、聞き間違えられたりしたことはありません

か。「自分は発音が悪いから」と諦めてしまう前に、日本語の"助詞"を意識してみてく

ださい。 

You may have come across times when people ask you to repeat, or mishear you 

when you are talking to Japanese people. Before you give up, thinking, "it's because 

I have too thick of an accent," try to be conscious of the "case particles". 

 

助詞って何？  What are Case Particles? 

助詞とは、ことばとことばをつなげる役割を持つ「は」「が」「の」などの品詞です。日本

人は話すときに会話が不自然に聞こえないよう文を区切りながら話しています。 

このとき文を自然なところで区切る手助けをしているのが助詞です。 

Case particles (or case markers) are particles such as "wa", "ga", and "no" that act 

to connect different words. When Japanese is spoken, the sentence is broken up at 

points so that the speech does not feel unnatural. It is the case particles that help 

identify where to break up the sentence naturally.  
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しかし、学習者は助詞を意識せず日本人が普段区切らないところで文を区切ってしま

います。そうすると日本人は学習者の会話が上手く聞き取れずに結果、聞き返してし

まったり、聞き間違えてしまったりするのです。 

Most people learning the language, however, do not consider this, and end up 

breaking the sentence up at places where native Japanese speakers will never do. 

When that happens, the native speaker will not be able to hear what the Japanese 

learner is trying to say, and will ask to repeat it, or end up mishearing it. 

 

聞き取りやすく話すためには 

In Order to Make your Speech Clearer 

日本人が聞き取りやすい日本語を話すためには、助詞の後ろで文を切るようにしまし

ょう。助詞の後ろで文を切ることで、文の切れ目がわかりやすくなり、会話が聞き取り

やすくなります。 

日本語で会話するときは"助詞"を意識して、聞き取りやすい日本語を話すように心が

けましょう。 

In order to speak Japanese in a way that is clearer to Japanese speakers is to 

indicate where the sentence breaks up with a pause at the end of the case particles. 

By breaking up the sentence at the end of the case particles, the parts in the 

sentence become clearer, and your speech will be more easily understood. 

When talking in Japanese, try to be aware of the "case particles" and put your 

effort in making your speech sound easier to understand. 

 

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。 
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★ 問１：駅の西に六百円で昼ご飯が食べられる西洋料理の店がある。 

（１）西 １.ひがし ２.にし ３.みなみ ４.きた 

（２）六百円 １.ろくひゃくえん ２.むつひゃくえん  ３.ろっぴゃくえん ４.むっぴゃくえん 

（３）西洋料理 １.せいようりょうり ２.さいようりょうり ３.せいよりょうり ４.さいよりょ 

★ 問２：これは大使館の門のところで写した 写真です。 

（４）大使館  １.だいしかん ２.たっしかん ３.たいしかん４.だつしかん 

（５）門 １.かど ２.くち ３.まど ４.もん 

（６）写した  １.しゃした ２.うつした ３.とりした ４.するした 

（７）写真 １.しゃしん  ２.ざっし ３.じしょ   ４.てがみ 

★★ 問３：参加希望者は申込書に住所と氏名を書いてください。 

（８）参加希望者 １.さんかしぼうしゃ   ２.さんかきぼうしゃ                                       

３.さいかしぼうしゃ             ４.さいかきぼうしゃ 

（９）申込書 １.しんせいしょ ２.せいきゅうしょ ３.りょうしゅうしょ ４.もうしこみしょ 

（１０）住所 １.じゅうしょう ２.じゅうところ ３.じゅうしょ ４.じゅうどこ 

（１１）氏名 １.しめい ２.なまえ ３.しまい ４.なふだ 

★★ 問４：この学校の男女の割合は８対２です。 

（１２）男女 １.おとこおんな ２.おとこじょ ３.だんおんな ４.だんじょ 

（１３）割合 １.わりあい ２.わりごう ３.わるあう ４.わるごい 

（１４）対  １.つい ２.たい ３.とう ４.や 

★★★ 問５：宇宙には未知の生物が生存している可能性がある。 

（１５）宇宙 １.ちきゅう ２.ちじょう ３.うちゅう ４.かいじょう 

（１６）未知 １.みち ２.きち ３.いち ４.そち 

（１７）生物 １.いきもつ ２.いきぶつ ３.せいもの ４.せいぶつ 
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（１８）生存 １.せいざい ２.せいぞん ３.せいさい ４.せいそん 

（１９）可能性 １.かいのうせい ２.かんのうせい ３.かのうせい ４.かうのうせい 

 

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：今月はいそがしくて、からだもあたまもつかれている。 

（２０）いそがしくて  １.忙しくて ２.急しくて ３.大しくて ４.変しくて 

（２１）からだ １.身 ２.胸 ３.体 ４.腹 

（２２）あたま １.首 ２.頭 ３.足 ４.顔 

★ 問２：びょういんでもらったくすりはにがくて飲めない。 

（２３）びょういん １.病気 ２.病家 ３.病人 ４.病院 

（２４）くすり １.薬 ２.草 ３.花 ４.菜 

（２５）にがくて １.甘くて ２.辛くて ３.苦くて ４.古くて 

★★ 問３：まいにち あつい日がつづいていて、とてもつかれる。 

（２６）まいにち １.連日 ２.毎日 ３.当日 ４.翌日 

（２７）あつい １.暑い ２.熱い ３.厚い ４.篤い 

（２８）つづいて １.経いて ２.継いて ３.結いて ４.続いて 

（２９）つかれる １.労れる ２.倒れる ３.疲れる ４.困れる 

★★ 問４：げつまつまでに、かならず やちんをはらってください。 

（３０）げつまつ １.月末 ２.月下 ３.月上 ４.月終 

（３１）かならず １.絶らず ２.必ず ３.対ず ４.度ず 

（３２）やちん １.家代 ２.屋代 ３.家賃 ４.屋賃 
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（３３）はらって １.支って ２.込って ３.渡って ４.払って 

★★★ 問５：ただいまエレベーターはてんけんちゅうですから、かいだんを使ってくだ

さい。 

（３４）ただいま １.多今 ２.只今 ３.直今 ４.最今 

（３５）てんけんちゅう １.調整中 ２.点灯中 ３.調査中 ４.点検中 

（３６）かいだん １.階層 ２.階級 ３.階段 ４.階下 

 

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。 

★ （３７）Ａ：旅行の計画は中止になりました。 

      Ｂ：それは＿＿＿＿＿＿＿ね。 

 １.安心しました ２.心配しました ３.残念でした ４.熱心でした 

★ （３８）自転車と＿＿＿＿＿＿＿、怪我をしました。 

 １.こわして ２.ぶつかって ３.はしって ４.のって 

★★ （３９）新聞の記事はつねに＿＿＿＿＿＿であるべきだ。 

 １.正直 ２.まじめ ３.真剣 ４.正確 

★★ （４０）弟は母との約束を＿＿＿＿＿＿、遊びに行ってしまった。 

 １.くずして ２.やぶって ３.こわして ４.たおして 

★★★ （４１）「誘ってくれたのに申し訳ないんだけど、その日は＿＿＿＿＿予定が

入っていて都合がつかないんだ！」 

 １.わざわざ ２.せめて ３.あいにく ４.うっかり 

 

問題４ 



  6 

 

 茨城県外国人材支援センター（２０２２年 11月号）  

   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。 

★ （４２）ヨウさんは今朝 ねぼうしました。 

 １.ヨウさんは今朝 はやく起きました   ２.ヨウさんは今朝 おそく起きました 

 ３.ヨウさんは今朝 はやく起こしました  ４.ヨウさんは今朝 おこく起こしました 

★ （４３）ピアノは母にならいました。 

 １.ピアノは母にもらいました ２.ピアノは母にえらんでもらいました 

 ３.ピアノは母にかってもらいました   ４.ピアノは母におしえてもらいました 

★★ （４４）こんなチャンスはもう二度とないだろう。 

１.こんなにいい機会は二度なくてもいい ２.こんなにいい機会はまたあってもいい 

３.こんなにいい機会は二度はないと思う ４.こんなにいい機会はまたあってほしい 

★★ （４５）その女の人は今にも泣き出しそうだった。 

１.その女の人は泣きそうな顔をしていた ２.その女の人はやはり泣き出した 

３.その女の人は泣いたが、すぐに泣きやんだ                                                    

４.その女の人は声を出さないで泣いていた 

★★★ （４６）はたして その考えは正しいのだろうか。 

１.たしかに その考えは正しいだろう  ２.本当に その考えが正しいか、わからない 

３.もしかして その考えは正しいかもしれない ４.むしろ その考えは正しいと思った方

がいい 

 

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。 

★ （４７）私のアパートは駅から遠い＿＿＿＿、部屋もせまいです。 

 １.から ２.て ３.ので ４.し 
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★ （４８）今日は８時＿＿＿＿＿＿家に帰りたい。 

 １.まで ２.から ３.までに ４.からで 

★★ （４９）たくさんありますから、どうぞ好きな＿＿＿＿＿召し上がってください。 

 １.ほど ２.まで ３.くらい ４.だけ 

★★ （５０）かばんを持って帰り＿＿＿＿＿＿とき、部長に呼ばれて急ぎの仕事を

頼まれた。 

 １.かける ２.かけた ３.かけの ４.かけだった 

★★★ （５１）彼は１時間も私達を待たせたあげく、＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

 １.すみませんと謝った  ２.今日の打ち合わせは中止すると言った 

 ３.遅れて打ち合わせに間に合った ４.打ち合わせはスムーズに進んだ 

 

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。 

★ （５２）Ａ：遅れそうですね。 

      Ｂ：この辺は              ★        行きましょう。 

 １.走って ２.少ない ３.タクシーが ４.から 

★ （５３）シャツなどの              ★        入らないでください。 

 １.まま ２.服を ３.プールに ４.着た 

★★ （５４）インターネットは便利だが、情報の   ★     が信頼できると思う。 

 １.からいうと ２.本のほう ３.という点 ４.正確さ 

★★ （５５）必ずしも強いチーム         ★        のがスポーツだ。 

 １.優勝する ２.が ３.かぎらない ４.とは 

★★★ （５６）口で言うだけで実行が        ★        時間の無駄だろう。 
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 １.それこそ ２.いない ３.ともなって ４.としたら 

 

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）２ （２）３ （３）１ （４）３ （５）４ （６）２ （７）１（８）２ （９）４ （１０）３ 

（１１）１ （１２）４ （１３）１ （１４）２ （１５）３ （１６）１ （１７）４ （１８）２ （１９）３ 

解説 Explanation 

問１：駅の西に六百円で昼ご飯が食べられる西洋料理の店がある。 

  There is a store western restaurant where you can have lunch for 600 yen 

west of the station. 

問２：これは大使館の門のところで写した写真です。 

  This is a photo taken at the gate of the embassy. 

問３：参加希望者は申込書に住所と氏名を書いてください。  

  Those who wish to participate should write their name and address on the 

application form. 

問４：この学校の男女の割合は８対２です。 

  The boy to girl ratio of this school is 8 to 2. 

問５：宇宙には未知の生物が生存している可能性がある。 

  There is a possibility there are unknown life forms living in space. 

問題２.解答 Q & A 2 

（２０）１ （２１）３ （２２）２ （２３）４ （２４）１ （２５）３ （２６）２ （２７）１（２８）４ 
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（２９）３（３０）１ （３１）２ （３２）３ （３３）４ （３４）２ （３５）４ （３６）３ 

解説 Explanation 

問１：今月は忙しくて、体も頭もつかれている。 

  This month has been busy and I am tired in both body and mind. 

問２：病院でもらった薬は苦くて飲めない。 

  The medicine I got from the hospital is too bitter and I am unable to drink 

it. 

問３：毎日 暑い日が続いていて、とても疲れる。 

  The heat continues every day, and it is very tiring. 

問４：月末までに、必ず 家賃を払ってください。 

  Please be sure to pay the rent by the end of the month. 

問５：只今エレベーターは点検中ですから、階段を使ってください。 

  The elevator is currently under inspection, so please use the stairs. 

問題３.解答 Q & A 3 

（３７）３ （３８）２ （３９）４ （４０）２ （４１）３ 

解説 Explanation 

（３７）Ａ：旅行の計画は中止になりました。 The travelling plan got cancelled. 

  Ｂ：それは 残念でした ね。    That was too bad. 

 １.安心しました  a relief  ２.心配しました  worrying 

 ３.残念でした   too bad (regrettable) ４.熱心でした   enthusiastic 

（３８）自転車と ぶつかって 、怪我をしました。I collided with a bicycle and got 

injured.c 

 １.こわして  destroyed ２.ぶつかって  collided 
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 ３.はしって  ran  ４.のって    rode 

（３９）新聞の記事はつねに 正確 であるべきだ。Newspaper articles should always 

be accurate. 

 １.正直  honest  ２.まじめ  serious 

 ３.真剣  earnest  ４.正確   accurate 

（４０）弟は母との約束を やぶって 、遊びに行ってしまった。 

 My younger brother broke the promise with my mother and went out to play. 

 １.くずして  toppled ２.やぶって  tore 

 ３.こわして  broke  ４.たおして  knocked over 

（４１）「誘ってくれたのに申し訳ないんだけど、その日は あいにく 予定が入っていて

都合がつかないんだ！」 

 I'm glad that you invited me, but I'm afraid I won't be able to make it as I 

have other plans that day.  

 １.わざわざ  made all the effort to ２.せめて   at the very least 

 ３.あいにく  I'm afraid / unfortunately ４.うっかり  inadvertently 

問題４.解答 Q & A 4 

（４２）２ （４３）４ （４４）３ （４５）１ （４６）２ 

解説 Explanation 

（４２）ヨウさんは今朝ねぼうしました。Yo-san overslept this morning. 

 １.ヨウさんは今朝はやく起きました  Yo-san woke up early this morning. 

 ２.ヨウさんは今朝おそく起きました  Yo-san woke up late this morning. 

 ３.ヨウさんは今朝はやく起こしました  Yo-san woke someone up early this 

morning. 

 ４.ヨウさんは今朝おそく起こしました  Yo-san woke someone up late 

morning. 



  11 

 

 茨城県外国人材支援センター（２０２２年 11月号）  

（４３）ピアノは母にならいました。learned the piano from my mother. 

 １.ピアノは母にもらいました      I got the piano from my mother 

 ２.ピアノは母にえらんでもらいました  I got my mother to choose my piano 

 ３.ピアノは母にかってもらいました   I got my mother to buy me a piano 

 ４.ピアノは母におしえてもらいました  I was taught the piano by my mother 

（４４）こんなチャンスはもう二度とないだろう 

  There is probably not going to be any more chances like this. 

 １.こんなにいい機会は二度なくてもいい 

 There doesn't need to be any more opportunities that are as good as this 

 ２.こんなにいい機会はまたあってもいい 

  I wouldn't mind if there were opportunities as good as this again 

 ３.こんなにいい機会は二度はないと思う 

 I don't think there will be any more opportunities that are as good as this 

 ４.こんなにいい機会はまたあってほしい 

 I wish there were more opportunities as good as this 

（４５）その女の人は今にも泣き出しそうだった。 

  That woman seemed like she was about to burst into tears any moment. 

 １.その女の人は泣きそうな顔をしていた   That woman looked like she 

was about to cry. 

 ２.その女の人はやはり泣き出した      That woman started bursting 

into tears, as expected 

 ３.その女の人は泣いたが、すぐに泣きやんだ That woman did cry, but 

stopped crying right away 

 ４.その女の人は声を出さないで泣いていた  That woman wept silently 
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（４６）はたして その考えは正しいのだろうか。 I wonder, is that the right idea? 

１.たしかに その考えは正しいだろう     That would certainly be the right idea 

２.本当に その考えが正しいか、わからない  I am not sure whether that is really 

the right idea 

３.もしかして その考えは正しいかもしれない Perhaps that is the right idea 

４.むしろ その考えは正しいと思った方がいい  Rather, that idea should be 

considered to be the right one 

問題５.解答 Q & A 5 

（４７）４ （4８）３ （4９）４ （５０）２ （５１）２ 

解説 Explanation 

（４７）私のアパートは駅から遠い し 、部屋もせまいです。 

  My apartment is far from the station, and also, the room is small. 

 「私のアパート」について「駅から遠い」「部屋がせまい」という２つの事を並べ

て言っています。［Ａし、Ｂし、Ｃ］と３つの事をつなぐときに［～し］をよく使いますが、［Ａ

し、Ｂ］のように２つの事をつなぐこともできます。 

 This person talks about “my apartment” as being both “far from the 

station” with “small rooms”. The particle “-shi (and also)” is commonly used to 

connect 3 things (A-shi, B-shi, C), but it can also be used to connect 2 things.   

（４８）今日は８時 までに 家に帰りたい。I want to be home by 8 today. 

 「８時」という時間がありますから、「家に帰りたい」のは「８時に」か「８時まで

に」かのどちらかです。「に」は選択肢にありませんから、「までに」を選びます。「～ま

でに」は“その時間が来る前に”という意味ですから、家に帰るのは６時でも７時でも、

８時前ならＯＫです。 

 A time, “8 o'clock” is given, so we have to determine whether this person 

wants to “go home at 8” or “be home by 8”. “-ni (at)” is not one of the options, so 

“-made ni (by)” is the correct choice. “-made ni” means “until that time comes,” 

so coming home at 6, 7, or any time before 8 would be fine for this person. 

（４９）たくさんありますから、どうぞ好きな だけ 召し上がってください。 



  13 

 

 茨城県外国人材支援センター（２０２２年 11月号）  

 There is plenty (of food), so please eat as much as you like. 

 「たくさんあるから、食べてください」と言っていますから、食べていい分は「好

きな範囲・食べたい範囲 全部」ですよね。その意味を表す言い方は「好きなだけ」で

す。 

 It is expressed here to “please eat, as there is plenty to eat.” The amount 

permitted to eat here is “all that you wish to eat.” This is expressed by “suki na 

dake (as much as you like / wish).” 

（５０）かばんを持って帰り かけた とき、部長に呼ばれて急ぎの仕事を頼まれた。 

 Just as I got my bag to go home, I was called by the manager and asked to 

do some urgent work. 

 ［動詞ます形＋かける］には２つ意味があります。 

 ①“途中までして、まだ終わっていない” ―（例文）このコーヒーは飲みかけ

だ。 

 ②“～しそうだ・～する直前” ― （例文）歩きスマホをしてホームから落ちか

けた。 

 この文の「帰りかける」は②の意味で“帰る直前”で、帰る動作はもうしていま

すから「帰りかける」ではなく「帰りかけた」を選びます。 

 There are two meanings to the form [Verb (masu form) + kakeru]. 1. When 

something is still in the process of being done: E.g. This coffee hasn't been finished 

being drunk yet. 2. When something is almost about to happen, or just as something 

is about to be done: E.g. I was walking while looking at my phone, and I almost fell off 

from the platform. The meaning of “kaeri kakeru” in this sentence is the second 

type, so this means that the person was “just about to go home.” The act of “being 

just about to go home” is considered to have already started, hence the correct 

answer is “kaeri kaketa (I was just about to go home)” rather than “kaeri kakeru (I 

am about to go home).”  

（５１）彼は１時間も私達を待たせたあげく、 今日の打ち合わせは中止すると言っ

た 。 

 After all the hassle of making us wait for 1 hour, he announced that today's 

meeting was canceled. 
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 ［ＡあげくＢ]は“長く続いたある状態（Ａ）がよくない結果（Ｂ）になる”ことを表し

ます。「Ｂ」には悪い結果が来ますから、マイナスの意味の「～は中止すると言った」を

選びます。 

 [A ageku B (after all the hassle of A, B happened)] expresses how “the 

prolonged state of A” was followed by “the undesirable result of B.” B is always 

something negative, so “announced ... to be canceled,” which is a negative thing, is 

the correct answer. 

問題６.解答 Q & A 6 

（５２）４ （５３）１ （５４）３ （５５）４ （５６）４ 

解説 Explanation 

（５２）Ａ：遅れそうですね。 

  Ｂ：この辺は タクシーが 少ない から 走って 行きましょう。 

  Ａ：It looks like we're running late. 

  Ｂ：There are only a few taxis here so let's run. 

（５３）シャツなどの 服を 着た まま プールに 入らないでください。 

  Please do not enter the pool wearing clothes such as shirts. 

（５４）インターネットは便利だが、情報の 正確さ という点 からいうと 本のほうが

信頼できると思う。 

  The internet is useful, but when it comes to the accuracy of information, I 

think books are more reliable. 

（５５）必ずしも強いチーム が 優勝する とは かぎらない のがスポーツだ。 

  Sports is something where the stronger team does not necessarily always 

win. 

（５６）口で言うだけで実行が ともなって いない としたら それこそ 時間の無駄だ

ろう。 

  If you're all talk and no action, that is the very definition of a waste of time. 


