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日本語学習攻略法  How to Master Japanese 

皆さんは、日本語で「雑談」していますか？ 

雑談というのは「おしゃべり」のことです。簡単そうに思うかもしれませんが、上手に雑

談をするのはけっこう難しいものです。 

Do you engage in any Japanese "small talk"? "Small talk"means menial chit-chat. It 

may sound easy, but it is quite difficult to have a good chat. 

今月のテーマ 

The Theme of this Month 

雑談にチャレンジ Challenge yourself to some small talk 

挨拶に続けて話そう Start your small talk with a greeting 

まず、誰かと会ったら「おはようございます」「こんにちは」と挨拶しますよね？その後

はどうしますか？ 

皆さんの国では、挨拶の後、どんなことを話すのが普通ですか？日本では「天気や季

節の話題」が一般的です。これは、どんな場面でも誰と話すときでも使えるので、とて

も便利です。 

一緒に季節ごとのフレーズを考えてみましょう！ 

First, when we meet someone, we greet them with a "Good morning" or a "Hello". 

What do you do after that? 

What topics do you bring up after greeting? In Japan, "the weather and seasonal 

topics" are common. This is very useful because it can be used in any situation and 

with anyone you talk to. Let’s come up with some seasonal phrases together! 

例）Examples: 

春…「暖かくなってきましたね」「桜がきれいですね」 "It’s getting warmer," 

"The cherry blossoms are beautiful." 

夏…「毎日暑いですね」「もうすぐ夏休みですね」 "It’s hot every day," "It will soon 

be summer vacation." 
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秋…「涼しくなってきましたね」「紅葉がきれいですね」 "It’s getting cooler," 

"The autumn leaves are beautiful" 

冬…「毎日寒いですね」    "Isn’t it so cold every day!" 

そんなに難しくないですよね？ It’s not so difficult, is it? 

雑談にチャレンジ！ 

Challenge yourself to some small talk! 

挨拶の後、このフレーズにぜひチャレンジしてみてください。After greetings, give 

these phrases a try. 

A：おはようございます。毎日暑いですね。 Good morning. It’ s hot every day, isn’t 

it? 

B：そうですね。本当に嫌になります。 Yes, it is. I really hate it. 

  Ａさんの国も今、暑いですか？  Is it hot in your country too now, A? 

A：はい、私の国は今、日本より暑いです。 Yes, my country is hotter than Japan right 

now. 

天気や季節のフレーズを使うと、おしゃべりがもっともっと楽しくなるはずですよ。 

Using phrases about the weather and the seasons will make your chat much more 

enjoyable. 

 

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：今朝 買い物に行ったとき、途中で 財布をなくして困った。 

（１）今朝 １.けさ  ２.いまあさ ３.こんあさ ４.あした 
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（２）途中 １.さいちゅう ２.しょっちゅう ３.こんちゅう ４.とちゅう 

（３）財布 １.ざいふ ２.さいふ ３.ざいぬの ４.さいぬの 

（４）困った １.やった ２.つくった ３.こまった ４.かえった 

★ 問２：明日はピアノの発表会です。上手にひけるか心配です。 

（５）明日 １.きょう  ２.あした ３.きのう   ４.おととい 

（６）発表会 １.はっぴょうかい  ２.はっそうかい  ３.はつめいかい  ４.はつうりかい 

（７）上手 １.うわて  ２.うえて  ３.じょうず  ４.へた 

（８）心配 １.しっぱい  ２.しんはく  ３.しつはい   ４.しんぱい 

★★ 問３：先月の実験の結果を報告する。 

（９）先月 １.せんがつ ２.せんげつ ３.せんつき ４.せんとし 

（１０）実験 １.じっし ２.じつげん ３.じけん ４.じっけん 

（１１）結果 １.けっか ２.せいか ３.こうか ４.ほうか 

（１２）報告 １.ほうそう ２.ほうち  ３.ほうこく ４.ほうおん 

★★ 問４：外国人労働者の数が年々 増加している。 

（１３）外国人労働者 １.がいこくじんろうむしゃ   ２.がいこくじんろうたいしゃ   

３.がいこくじんろうどうしゃ ４.がいこくじんろうきんしゃ 

（１４）数  １.かず  ２.すう   ３.さん ４.せん 

（１５）年々 １.つきづき ２.がつがつ ３.ねんねん ４.としとし 

（１６）増加 １.そうか ２.ぞうか ３.そんか ４.ぞんか 

★★★ 問５：この晴天は明日までで明後日からは下り坂になりますが、翌日には回

復する見込みです。 

（１７）晴天 １.どんてん ２.せいてん ３.はれてん ４.うてん 

（１８）明後日 １.あさって ２.みょうにち ３.しあさって ４.みょうじつ 
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（１９）下り坂 １.したりざか ２.くだりざか ３.おりざか ４.げりざか 

（２０）翌日 １.とうじつ ２.ほんじつ ３.そくじつ ４.よくじつ 

（２１）回復 １.かいてん ２.かいそう ３.かいふく ４.かいしゅう 

（２２）見込み １.みこみ ２.もうしこみ ３.もちこみ ４.しこみ 

 

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：このかんじのよみかたをおしえてください。 

（２３）かんじ １.英字  ２.漢字  ３.筆字  ４.文字 

（２４）よみかた １.書み方 ２.作み方 ３.聞み方 ４.読み方 

（２５）おしえて １.教えて ２.習えて ３.伝えて ４.学えて 

★ 問２：かいがんをさんぽするのはたのしい。 

（２６）かいがん １.海側   ２.海辺   ３.海岸   ４.海山 

（２７）さんぽ １.散歩   ２.走歩   ３.道歩  ４.万歩 

（２８）たのしい １.悲しい  ２.楽しい ３.嬉しい   ４.寂しい 

★★ 問３：テレビのばんぐみで地球おんだんかについてはなしあっている。 

（２９）ばんぐみ １.番地 ２.番組 ３.番所 ４.番号 

（３０）おんだんか １.温段化  ２.音暖化  ３.温暖化   ４.音断化 

（３１）はなしあっている １.話し合っている   ２.言し会っている   ３.語し有って

いる ４.談し在っている 

★★ 問４：とうてんはぜんせき きんえんとなっております。 

（３２）とうてん １.当店 ２.本店 ３.東店 ４.高店 

（３３）ぜんせき １.全員 ２.全部 ３.全国 ４.全席 
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（３４）きんえん １.禁止 ２.禁煙 ３.禁火 ４.禁園 

★★★ 問５：あのしょうねんはまだみせいねんなのにおとなが言うようなことを言う。

なまいきだ。 

（３５）しょうねん  １.小年   ２.少年   ３.若年  ４.青年 

（３６）みせいねん １.末育年  ２.末青年 ３.未成年  ４.未盛年 

（３７）おとな １.大人   ２.成人   ３.老人 ４.万人 

（３８）なまいき １.心意気 ２.深意気 ３.本意気 ４.生意気  

 

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。 

★ （３９） きのうは道が込んでいたけど、今日は＿＿＿＿＿＿ね。 

 １.渋滞している ２.つまっている ３.すいている ４.うまっている 

★ （４０）この電車に乗って、３つ目の駅で地下鉄に＿＿＿＿＿＿＿ください。 

 １.のりおりて ２.のりかえて ３.のりちがえて ４.のりこして 

★★ （４１）このレストランの＿＿＿＿＿は私が払いますよ。 

 １.現金 ２.預金 ３.貯金 ４.代金 

★★ （４２）炊飯器がなかったので、なべでご飯を＿＿＿＿＿＿。 

 １.むした ２.たいた ３.あげた ４.にた 

★★★ （４３）浴室はカビが＿＿＿＿＿＿から、換気をよくした方がいい。 

 １.できる   ２.つくる ３.でる  ４.はえる 

 

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。 
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★ （４４）家の前に３日間 車が止まったままだ。 

 １.家の前に 車がおととい、昨日、今日止まっている 

 ２.家の前に おととい車は止まっていなかったが、昨日と今日は止まっている 

 ３.家の前に 昨日車は止まっていなかったが、おとといと今日は止まっている 

 ４.家の前に 今日車は止まっていないが、おとといと昨日は止まっていた 

★ （４５）この薬を飲むと、眠くなります。 

 １.この薬を飲んだら、寝てしまった ２.この薬を飲めば、眠れます 

 ３.この薬を飲むなら、寝たほうがいい ４.この薬を飲んだら、いつも眠い

気持ちになる 

★★ （４６）母親の問いつめに息子はあいまいな返事をした。 

１.母親の質問に息子は落ちついて答えた ２.母親の質問に息子はゆっくりと答えた 

３.母親の質問に息子はくわしく答えた ４.母親の質問に息子ははっきりしない答え

をした 

★★ （４７）お口に合うかどうかわかりませんが、どうぞ召し上がってください。 

 １.苦みが好きかどうか わかりませんが ２.味が好みに合うかどうか わかり

ませんが   

 ３.辛さが強すぎないかどうか わかりませんが ４.甘さがちょうどいいかど

うか わかりませんが 

★★★ （４８）あの人は魚つりの名人だ。 

 １.あの人は魚をつるのが上手だ   ２.あの人は魚をつるのが下手だ 

 ３.あの人は魚がよくつれる所を知っている  ４.あの人はつった魚を料理す

るのがうまい 

 

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。 
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★ （４９）友達が約束の時間を間違えたので、 私は駅で３０分も＿＿＿＿＿＿

＿。 

 １.待たせた ２.待たれた ３.待ってくれた ４.待たされた 

★ （５０）Ａ：国へ帰ったら、何をしますか。 

    Ｂ：父の仕事を＿＿＿＿＿と思っています。 

 １.手伝う ２.手伝って ３.手伝おう ４.手伝え 

★★ （５１）夜空に数え＿＿＿＿＿＿ほどの星が出ている。 

 １.あげない ２.かけない ３.きれない ４.たてない 

★★ （５２）１００年前にはできる＿＿＿＿＿＿と思われていたことが、今ではすっ

かり普通になっている。 

 １.わけだ ２.わけがない ３.わけではない   ４.わけにはいかない 

★★★ （５３）このデジカメ、品質は＿＿＿＿＿値段の安さが気に入った。 

 １.かまわず ２.もとに    ３.とわず  ４.さておき 

 

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。 

★ （５４）試験は              ★        です 

 １.より ２.思った  ３.やさしかった  ４.ずっと 

★ （５５）Ａ：今日は午後から雨が降るそうですよ。 

    Ｂ：えっ、そうなんですか？朝は晴れていたので、              

★        。 

 １.来て ２.持たずに ３.かさを ４.しまいました 

★★ （５６）ビザ      ★        は、こちらのウェブサイトをご覧ください。 

 １.説明 ２.に関する ３.くわしい ４.の更新 
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★★ （５７）入会をご希望の方は       ★        受付にご提出ください。 

 １.申し込み用紙を ２.うえ ３.連絡先を ４.ご記入の 

★★★ （５８）薬を              ★        。 

 １.飲んだが ２.ひどくなる ３.症状は ４.ばかりだ 

 

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）４（３）２（４）３（５）２（６）１（７）３（８）４ 

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

（１７）２（１８）１（１９）２（２０）４（２１）３（２２）１ 

解説 Explanation 

問１：今朝買い物に行ったとき、途中で財布をなくして困った。 

  I ran into a problem when I lost my wallet on the way to do the shopping 

this morning. 

問２：明日はピアノの発表会です。上手にひけるか心配です。 

  Tomorrow is my piano recital. I’m worried if I can play well.  

問３：先月の実験の結果を報告する。  

  I’m going to report the results of last month’s experiment.  

問４：外国人労働者の数が年々 増加している。 
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  The number of foreign workers is increasing every year. 

問５：この晴天は明日までで明後日からは下り坂になりますが、翌日には回復する見

込みです。 

  This fine weather will last until tomorrow and will go downhill from the day 

after tomorrow, but it is expected to recover the next day. 

 

問題２.解答 

Q & A 2 

（２３）２（２４）４（２５）１（２６）３（２７）１（２８）２（２９）２（３０）３ 

（３１）１（３２）1（３３）４（３４）２（３５）２（３６）３（３７）１（３８）４ 

解説 Explanation 

問１：この漢字の読み方を教えてください。 

  How do you read this kanji? 

問２：海岸を散歩するのは楽しい。 

  It is fun to take a walk on the beach. 

問３：テレビの番組で地球温暖化について話し合っている。 

  A TV program is discussing global warming. 

問４：当店は全席 禁煙となっております。 

  Our restaurant is non-smoking in all seats.  

問５：あの少年はまだ未成年なのに大人が言うようなことを言う。生意気だ。 

  That boy is still a minor, but he talks like an adult. How cocky of him. 

 

問題３.解答 
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Q & A 3 

（３９）３（４０）２（４１）４（４２）２（４３）４ 

解説 Explanation 

（３９）きのうは道が込んでいたけど、今日はすいているね。 

  Yesterday, the roads were congested, but they’re quiet today.  

 １.渋滞している  congested ２.つまっている  stuffed 

 ３.すいている   quiet / empty ４.うまっている  full 

（４０）この電車に乗って、３つ目の駅で地下鉄にのりかえてください。 

  Please take this train and change to the subway at the third stop. 

 １.のりおりて   get on and off ２.のりかえて  change 

 ３.のりちがえて  get on the wrong train ４.のりこして  over ride 

（４１）このレストランの代金は私が払いますよ。I’ll pay the bill for this restaurant. 

 １.現金  cash  ２.預金  deposits 

 ３.貯金  savings  ４.代金  bill 

（４２）炊飯器がなかったので、なべでご飯をたいた。 

  I didn’t have a rice cooker so I made rice using a pot. 

 １.むした  steamed  ２.たいた  made (cooked) 

 ３.あげた  fried  ４.にた   boiled 

（４３）浴室はカビがはえるから、換気をよくした方がいい。 

  You should ventilate the bathroom well because mold will grow otherwise. 

 １.できる  become  ２.つくる  make 

 ３.でる   appears  ４.はえる  grow 
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問題４.解答 

Q & A 4 

（４４）１（４５）４（４６）４（４７）２（４８）１ 

解説 Explanation 

（４４）家の前に３日間車が止まったままだ。 

  The car has been parked in front of my house for three days. 

   １.家の前に 車がおととい、昨日、今日止まっている 

  A car stopped in front of my house the today, yesterday, and day before 

yesterday. 

   ２.家の前に おととい車は止まっていなかったが、昨日と今日は止まっている 

  A car was not in front of the house the day before yesterday, but it was 

there yesterday and today 

   ３.家の前に 昨日車は止まっていなかったが、おとといと今日は止まっている 

  A car was not in front of the house yesterday, but it was there today and 

the day before yesterday 

   ４.家の前に 今日車は止まっていないが、おとといと昨日は止まっていた 

  The car is not in front of the house today, but it was there yesterday and 

the day before. 

（４５）この薬を飲むと、眠くなります。Taking this medicine makes me sleepy. 

   １.この薬を飲んだら、寝てしまった     I fell asleep after taking this medicine 

   ２.この薬を飲めば、眠れます        If I take this medicine, I will be able to 

sleep 

   ３.この薬を飲むなら、寝たほうがいい    I should sleep if I am to take this 

medicine 

   ４.この薬を飲んだら、いつも眠い気持ちになる  If take this medicine, I will 

always feel sleepy 
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（４６）母親の問いつめに息子はあいまいな返事をした。 

  The son gave a vague answer to his mother’s question. 

   １.母親の質問に息子は落ちついて答えた   The son answered the mother’s 

question calmly 

   ２.母親の質問に息子はゆっくり答えた    The son answered the mother’s 

question slowly 

   ３.母親の質問に息子はくわしく答えた    The son answered the mother’s 

question in detail 

   ４.母親の質問に息子ははっきりしない答えをした The son answered the 

mother’s question unclearly 

（４７）お口に合うかどうか わかりませんが、どうぞ召し上がってください。 

   I don’t know if this will suit your taste, but please try it.  

   １.苦みが好きかどうか わかりませんが     I don’t know if you like the 

bitterness 

   ２.味が好みに合うかどうか わかりませんが   I don’t know if the taste is to 

your liking 

   ３.辛さが強すぎないかどうか わかりませんが  I don’t know if it is too spicy 

   ４.甘さがちょうどいいかどうか わかりませんが I don’t know if the sweetness is 

just right 

（４８）あの人は魚つりの名人だ。That man is an expert fisherman. 

   １.あの人は魚をつるのが上手だ      That man is a good fisherman 

   ２.あの人は魚をつるのが下手だ      That man is a bad fisherman 

   ３.あの人は魚がよくつれる所を知っている That man knows the ideal places to 

fish 

   ４.あの人はつった魚を料理するのがうまい 
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   That man is good at preparing meals from fish that he 

caught 

 

問題５.解答 

Q & A 5 

（４９）４（５０）３（５１）３（５２）２（５３）４ 

解説 Explanation 

（４９）友達が約束の時間を間違えたので、私は駅で３０分も待たされた。 

 My friend made a mistake in our appointment and I was made to wait for half 

an hour at the station. 

 約束の時間を間違えたのは友達ですから、私を待たせたのは友達で、待っ

たのは私です。３０分待った私のいやな気持ちを言い表すときは、使役受身を使って

「待たせられた・待たされた」と言います。 

 Since it was my friend who made me wait for the appointment, it was my 

friend who made me wait, and it was I who waited. To express disgust at having 

waited for 30 minutes, the causative passive is used to say, "I was made to wait.”  

（５０）Ａ：国へ帰ったら、何をしますか。What will you do when you go back to your 

country? 

  Ｂ：父の仕事を手伝おうと思っています。 I am thinking that I will help my 

father with his work. 

 父の仕事を手伝うのはＢさんの意志です。その意志は「動詞意向形＋と思っ

ています」で表すことができます。「手伝う」の意向形は「手伝おう」ですから、これを選

びます。 

 It is B-san’s intention to help his father with his work. This intention can be 

expressed with "volitional verb＋omotte imasu". The verb "help" in the volitional 

form is "I will help," so this is the right answer. 

（５１）夜空には数えきれないほどの星が出ている。There are uncountable stars in 

the night sky. 
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  星の数は数えることができないくらい多いですよね。「きる」の可能形「きれな

い」は“完全にはできない”という意味で、「数えきれない」は全部を完全に数えること

はできないつまり“たくさんある”という意味です。星の数がとても多い・たくさんあると

言うのに合います。 

 There are so many stars that you can’t count them. The form expressing 

possibility of "kiru (terminable)" is "kirenai (interminable)" means "completely 

impossible [to count]." “Kazoe-kirenai (countless)" means "there are so many" that 

it is completely impossible to count all of them, and is fitting to express how many 

stars there are.  

（５２）１００年前にはできるわけがないと思われていたことが、今ではすっかり普通に

なっている。 

  What was thought to be impossible 100 years ago is now completely 

normal. 

  「昔 絶対にできない」と人々が思っていたことが、今は普通になっている」と

いう意味の文ですから、“絶対に～ない”と話者が確信を持って言う「はずがない」と同

じ意味の「わけがない」を選びます。 

 Because the sentence means "What people thought would never be 

possible in the past has now become normal," “impossible,” the phrase which the 

speaker expresses a statement without a doubt, similar to “no way” is the correct 

choice. 

（５３）このデジカメ、品質はさておき値段の安さが気に入った。 

  I like this digital camera for its low price, aside from its quality. 

  「このデジカメ、値段が安いからいい」と言っています。品質は？その話はし

ていないのでわかりません。今品質の話は問題にしないで、値段のことだけを話題に

しているので、“～は今問題にしないで・その話は横に置いておいて“という意味の

「（～は）さておき」が合います。 

 He says, "I like this digital camera because of its low price." What about the 

quality? He isn’t really talking about that, so we don’t know. Since we are not 

talking about the quality right now, but only about the price, “aside from,” which 

means "~ is not an issue right now, let’s put it to the side,” is the correct answer. 

 

問題６.解答 
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Q & A 6 

（５４）４（５５）１（５６）３（５７）２（５８）２ 

解説 Explanation 

（５４）試験は 思った より ずっと やさしかった です。 

  The test was much easier than I expected. 

（５５）Ａ：今日は午後から雨が降るそうですよ。I heard it will rain this afternoon. 

  Ｂ：えっ、そうなんですか? Oh, really? 

  朝は晴れていたので、かさを 持たずに 来て しまいました。 

  It was sunny in the morning, so I came without my umbrella. 

（５６）ビザの更新 に関する くわしい 説明 は、こちらのウェブサイトをご覧ください。 

  For more information on visa renewal, please visit this website. 

（５７）入会をご希望の方は連絡先を ご記入の うえ 申し込み用紙を 受付にご提出く

ださい。 

  If you would like to become a member, please fill out your contact 

information and submit the application form to the reception desk. 

（５８）薬を 飲んだが 症状は ひどくなる ばかりだ。 

 I took some medicine, but my symptoms only keep getting worse. 

 

 


