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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 

漢字を楽しく覚えるヒント① Fun Hints for Learning Kanji 1 

 

日本語は、ひらがな・カタカナ・漢字と３種類の文字があります。特に漢字は日本語を

勉強する人にとって、とても大変ですよね。「漢字が嫌い」という人も多いと思います。

でも、漢字と友だちになればいいことがたくさんあります。 

The Japanese language has three types of characters: hiragana, katakana, and kanji. 

Kanji, in particular, is very difficult for those who study Japanese, with many 

expressing disdain for kanji. However, there are many things to be gained by making 

friends with kanji. 

 

漢字には意味がある The meaning is in the kanji 

漢字には１つ１つ意味がありますから、知らない言葉も漢字から意味を推測すること

ができます。そこで、今日は漢字を意味と一緒に楽しく覚える１つの方法をご紹介しま

す。 

Each kanji has its own meaning, so even if you don't know a word, you can guess the 

meaning from the kanji. So today, I will introduce a fun way to learn kanji through its 

meaning. 

 

楽しく覚える方法 A fun way to memorize kanji 

それは「漢字を絵にする」方法です。例えば、「肉」という漢字をよく見てください。何に

見えますか？ムキムキの筋肉に見えてきませんか？では次に「百」という漢字を首を

横にしてよく見てください。「１００」が見えてきませんか？こうやって覚えると楽しいし、

覚えやすくなりますよね。 

"Drawing a picture of the kanji" is one fun way to memorize kanji. For example, take 

a close look at the kanji for "meat. What does it look like? Doesn't it look like 

muscles? Next, turn your head to the side and look closely at the character for 

"hundred. Don't you see "100"? Isn't this a fun and easy way to memorize them? 
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実は漢字は絵から作られたものがたくさんあります。ですから、頭の中で絵をイメージ

するのはあまり難しくないと思います。もちろん全部の漢字を絵にするのは無理です

が、まずはこの方法で漢字を好きになってほしいと思います。オリジナルの絵ができ

たら、日本語を勉強している友だちと紹介し合うと面白いですよ。 

In fact, many kanji were created from pictures. That's why it's easy to picture the 

meaning in your mind by looking at kanji. Of course, it is impossible to make a 

picture of all kanji, but I would like you to start by getting to like kanji in this way. 

Once you have created your original pictures, it might be fun to introduce it to your 

friends who are studying Japanese. 

 

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：毎日 会社の食堂で昼ご飯を食べます。 

（１）毎日 １.きょう ２.あした ３.まいにち ４.ほんじつ 

（２）会社 １.かいしょう ２.かいしゃ ３.かいしゅう   ４.かいしょ 

（３）食堂 １.たべどう ２.しょくど  ３.たべど  ４.しょくどう 

（４）昼ご飯 １.ひるごはん  ２.ばんごはん ３.ちゅうごはん ４.あさごはん 

★ 問２：銀行でお金を借りて 家を建てました。 

（５）銀行 １.きんこ  ２.きんいき ３.ぎんか ４.ぎんこう 

（６）借りて １.おりて  ２.かりて ３.こりて  ４.たりて 

（７）家  １.いえ  ２.か  ３.みせ  ４.や 

（８）建てました １.けんてました ２.もてました ３.たてました ４.まてました 

★★ 問３：この建物は震度７まで壊れないように設計されています。 
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（９）建物 １.けんぶつ ２.けんもの ３.たちぶつ ４.たてもの 

（１０）震度 １.しんど２.しんたび  ３.しんまた ４.しんぐ 

（１１）壊れない １.たおれない ２.こわれない ３.おれない ４.つぶれない 

（１２）設計 １.せつけい ２.せんけい ３.せっけい ４.せいけい 

★★ 問４：風邪を引いて鼻水が止まらないので、耳鼻科に行った。 

（１３）風邪 １.かじ ２.かぜ  ３.かご  ４.かも 

（１４）鼻水 １.びすい ２.はなすい ３.びみず ４.はなみず 

（１５）耳鼻科 １.みみはなか ２.みみびか ３.じびか  ４.じはなか 

★★★ 問５：演奏が終わると、聴衆は一斉に 拍手した。 

（１６）演奏 １.えんぎ ２.えんそう ３.えんしゅう ４.えんげい 

（１７）聴衆 １.みんしゅう ２.かくしゅう ３.たいしゅう ４.ちょうしゅう 

（１８）一斉に １.いっせいに ２.いっしょに ３.いちどに ４.いっかいに 

（１９）拍手 １.あくしゅ ２.めいしゅ ３.はくしゅ ４.じょしゅ 

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：ぶちょうのおくさまはしんせつなかたです。 

（２０）ぶちょう １.会長 ２.社長  ３.部長  ４.課長 

（２１）おくさま １.母様 ２.奥様  ３.姉様  ４.妹様 

（２２）しんせつなかた１.身辺な人 ２.大切な人 ３.心切な方 ４.親切な方 

★ 問２：きょうだいはなんにんですか。おとうとがふたりいます。 

（２３）きょうだい １.姉妹 ２.父母  ３.兄弟  ４.祖父母 

（２４）なんにん １.何員 ２.何  ３.何子  ４.何人 
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（２５）おとうと １.兄 ２.弟  ３.姉  ４.妹 

（２６）ふたり １.一人 ２.二人  ３.三人  ４.四人 

★★ 問３：しごとのしょるいはかならず ほぞんしている。 

（２７）しごと １.労事 ２.働事  ３.用事  ４.仕事 

（２８）しょるい １.分類 ２.書類  ３.種類  ４.雑類 

（２９）かならず １.必ず ２.絶ず  ３.忘ず  ４.覚ず 

（３０）ほぞん １.保損 ２.守損  ３.保存  ４.守存 

★★ 問４：どうろをわたるときはさゆうにちゅういしてください。 

（３１）どうろ １.道路 ２.道場  ３.道具  ４.通路 

（３２）わたる １.渉る ２.転る  ３.渡る  ４.過る 

（３３）さゆう １.右側 ２.右左  ３.左側  ４.左右 

（３４）ちゅうい １.留意 ２.注意  ３.警告  ４.報告 

★★★ 問５：ろうどうくみあいは会社にちんぎんのねあげをようきゅうした。 

（３５）ろうどうくみあい １.労動祖合 ２.労働組合 ３.労動祖会 ４.労働組会 

（３６）ちんぎん １.貯金 ２.純金  ３.預金  ４.賃金 

（３７）ねあげ １.値上げ ２.根上げ ３.価上げ  ４.格上げ 

（３８）ようきゅう １.探求 ２.請求  ３.要求  ４.欲求 

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） すみません、あの信号を右に＿＿＿＿＿＿ください。 

１.まげて ２.まわって ３.まがって  ４.まわして 

★ （４０）写真は＿＿＿＿＿＿から、撮らないでください。 
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１.うれしい ２.はずかしい ３.めずらしい ４.さびしい 

★★ （４１）このプールは浅いので＿＿＿＿＿＿ください。 

１.入りこまないで ２.取りこまないで ３.飛びこまないで ４.さわらないで 

★★ （４２）先週友達とけんかしてしまったが、昨日＿＿＿＿＿した。 

１.つき合い ２.仲直り ３.元通り  ４.出会い 

★★★ （４３）彼女は好奇＿＿＿＿が強くて、何にでも興味を持つ 

１.心 ２.感 ３.性  ４.観 

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。 

★ （４４）廊下の電気は自動です。 

１. 廊下の電気はつけても消してもだいじょうぶです                     

２. 廊下の電気はつけたり消したりしてはいけません                    

３. 廊下の電気はつけても消してもいいです                  

４. 廊下の電気はつけたり消したりしなくてもいいです 

★ （４５）先月にくらべると、今月は忙しいです。 

１.先月より今月の方が暇です  ２.先月より今月の方が忙しいです 

３.先月も今月も忙しいです  ４.先月も今月も忙しくないです 

★★ （４６）どうか明日は雨が降りませんように。 

１.明日 雨が降ってほしい  ２.明日 雨が少しだけ降ってほしい          

３.明日 雨がぜったいに降らないでほしい ４.明日 雨がたくさん降らないでほしい 

★★ （４７）いくらこの辺が安全でも、夜遅くはできるだけ一人で歩かないことだ。 

１.この辺は安全だから、夜遅く一人で歩いても大丈夫だ ２.この辺は安全だが、夜

は家から出ない方がいい    ３.この辺は安全だから、いつでも一人で歩いて大丈夫だ

４.この辺は安全だが、夜遅くは一人で歩かない方がいい 

★★★ （４８）彼はコンピューターの知識がとぼしい。 
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１.彼はコンピューターの知識がほとんどない  ２.彼はコンピューターの知識が必要だ

３.彼はコンピューターの知識が少しある        ４.彼はコンピューターの知識が多い 

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。 

★ （４９）「立入禁止」は＿＿＿＿＿意味ですか。 

１.なにの ２.なにいう ３.どういう  ４.どう 

★ （５０）Ａ：明日の日曜日、何もすることがありません。 

     Ｂ：それじゃ、美術館にでも＿＿＿＿＿どうですか。一人でも楽しいですよ。 

１.行くのが ２.行くのに ３.行くなら  ４.行ったら 

★★ （５１）最近あまり寝ていない＿＿＿＿＿、頭痛がする。 

１.そうか ２.ことか ３.せいか  ４.ものか 

★★（５２）今日の仕事は代わりにできる人がいないから、体調が悪くても出社        。 

１.なくてもいい ２.ない方がいい ３.たくない ４.しないわけにはいかない 

★★★ （５３）明日は大雨が＿＿＿＿＿ため、警戒が必要です。 

１.降りがたい ２.降るとみえる ３.降りかねない ４.降るおそれがある 

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）Ａ：日本の生活はどうですか。 

    Ｂ：日本語が              ★        なりました 

１.話せる ２．なってから ３．楽しく  ４．ように 

★ （５５）Ａ：もう帰るんですか。 

    Ｂ：はい。母に              ★     と言われているんです。 

１.には ２.帰れ ３.まで  ４.七時 
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★★ （５６）この駐車場の料金は、２４時間        ★        千円です。 

１.であれば ２.にかかわらず ３.利用時間 ４.以内 

★★ （５７）みなさんの期待             ★        ように頑張ります。 

１.いい結果 ２.こたえて ３.に  ４.が出せる 

★★★ （５８）この困難な時こそ、力を              ★        か。 

１.ではない ２.合おう ３.助け  ４.合わせて 

 

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

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

解説 Explanation 

問１：毎日 会社の食堂で昼ご飯を食べます。 

  very day I eat lunch in the company cafeteria. 

問２：銀行でお金を借りて 家を建てました。 

  I borrowed money from the bank and built a house. 

問３：この建物は震度７まで壊れないように設計されています。  

  This building is designed to withstand an earthquake of intensity 7. 

問４：風邪を引いて鼻水が止まらないので、耳鼻科に行った。 
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  I caught a cold and my nose wouldn't stop running, so I went to the ear and 

nose doctor.  

問５：演奏が終わると、聴衆は一斉に 拍手した。 

  When the performance was over, the audience applauded in unison.  

問題２.解答 

Q & A 2 

（２０）３ （２１）２（２２）４ （２３）３ （２４）４ （２５）２ （２６）２ （２７）４ （２８）２ （２９）１ 

（３０）３ （３１）１ （３２）３ （３３）４ （３４）２ （３５）２ （３６）４ （３７）１ （３８）３ 

解説 Explanation 

問１：部長の奥様は親切な方です。 

  The director's wife is a kind person.  

問２：兄弟は何人ですか。弟が二人います。 

  How many brothers do you have? ...I have two younger brothers. 

問３：仕事の書類は必ず 保存している。 

  I always save my work documents.  

問４：道路を渡るときは左右に注意してください。 

  When crossing the street, please pay attention to both ways.  

問５：労働組合は会社に賃金の値上げを要求した。 

  The labor union demanded that the company raise wages. 

問題３.解答 

Q & A 3 

（３９）３ （４０）２ （４１）３ （４２）２ （４３）１ 

解説 Explanation 
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（３９）すみません、あの信号を右に まがって ください。 

  Excuse me, but please turn right at that traffic light. 

 １.まげて bend  ２.まわって twirl 

 ３.まがって turn  ４.まわして spin 

（４０）写真は はずかしい から、撮らないでください。Photos are embarrassing so 

please don't take any. 

 １.うれしい delightful  ２.はずかしい embarrassing 

 ３.めずらしい rare  ４.さびしい lonely 

（４１）このプールは浅いので 飛びこまないで ください。This pool is shallow so do not 

jump in. 

 １.入りこまないで Do not enter ２.取りこまないで Do not incorporate 

 ３.飛びこまないで Do not jump in ４.さわらないで  Do not touch 

（４２）先週友達とけんかしてしまったが、昨日 仲直り した。 

   I got into an argument with my friend last week, but we made amends yesterday. 

 １.つき合い went out  ２.仲直り make amends 

 ３.元通り back to before ４.出会い meeting new people 

（４３）彼女は好奇 心 が強くて、何にでも興味を持つ 

 She has an immensely inquisitive mind, and takes interest in everything. 

 １.心 mind  ２.感 feeling 

 ３.性 nature  ４.観 view 

問題４.解答 

Q & A 4 

（４４）４ （４５）２ （４６）３ （４７）４ （４８）１ 
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解説 Explanation 

（４４）廊下の電気は自動です。The lights in the hallway are automatic. 

 １.廊下の電気はつけても消しても大丈夫です 

 The lights in the hallway may be turned on or off. 

 ２.廊下の電気はつけたり消したりしてはいけません 

 The lights in the hallway must not be turned on or off 

 ３.廊下の電気はつけても消してもいいです 

 The lights in the hallway may be turned on or off 

 ４.廊下の電気はつけたり消したりしなくてもいいです 

 The lights in the hallway do not need to be turned on or off  

（４５）先月にくらべると、今月は忙しいです。Compared to last month, this month is 

busier. 

 １.先月より今月の方が暇です     This month is less busy than last 

month 

 ２.先月より今月の方が忙しいです   This month busier than last month 

 ３.先月も今月も忙しいです      Both last month and this month have 

been busy 

 ４.先月も今月も忙しくないです    Neither last month nor this month have 

been busy 

（４６）どうか明日は雨が降りませんように。May it not rain tomorrow. 

 １.明日 雨が降ってほしい         I want it to rain tomorrow 

 ２.明日 雨が少しだけ降ってほしい     I want it to rain a little bit 

tomorrow 

 ３.明日 雨がぜったいに降らないでほしい  I don't want it to rain at all 

tomorrow 
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 ４.明日 雨がたくさん降らないでほしい   I don't want it to rain a lot 

tomorrow 

（４７）いくらこの辺が安全でも、夜遅くはできるだけ一人で歩かないことだ。 

 No matter how safe this area is, you should never walk alone late at night. 

 １.この辺は安全だから、夜遅く一人で歩いても大丈夫だ。 

 This area is safe, so you can walk alone late at night 

 ２.この辺は安全だが、夜は家から出ない方がいい 

 This area is safe, but you shouldn't leave the house at night 

 ３.この辺は安全だから、いつでも一人で歩いて大丈夫だ 

 This area is safe, so walking out alone is fine anytime 

 ４.この辺は安全だが、夜遅くは一人で歩かない方がいい 

 This area is safe, but you should not walk alone late at night 

（４８）彼はコンピューターの知識がとぼしい。His knowledge of computers is limited. 

 １.彼はコンピューターの知識がほとんどない  He does not have much of a 

knowledge of computers 

 ２.彼はコンピューターの知識が必要だ     He needs computer knowledge 

 ３.彼はコンピューターの知識が少しある    He has a little knowledge on 

computers 

 ４.彼はコンピューターの知識が豊富だ     He has a vast knowledge on 

computers 

問題５.解答 

Q & A 5 

（４９）３ （５０）４ （５１）３ （５２）４ （５３）４ 

解説 Explanation 
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（４９）「立入禁止」は どういう 意味ですか。「立入禁止」What does "off-limits" mean?  

（５０）Ａ：明日の日曜日、何もすることがありません 

   I have nothing to do Sunday tomorrow. 

  Ｂ：それじゃ、美術館にでも 行ったら どうですか。一人でも楽しいですよ。 

   Then why don't you go to an art museum? It will be fun even if you go alone. 

（５１）最近あまり寝ていない せいか、頭痛がする。 

   It might because I haven't been getting much sleep lately, but I have a 

headache. 

（５２）今日の仕事は代わりにできる人がいないから、体調が悪くても出社 しないわけ

にはいかない。 

   There is no one who can take my place at work today, so there is no way other 

than for me to go to work even if I am ill. 

（５３）明日は大雨が 降るおそれがある ため、警戒が必要です。 

   It is expected to rain heavily tomorrow, so we need to be on alert. 

問題６.解答 

Q & A 6 

（５４）２ （５５）１ （５６）３ （５７）１ （５８）２ 

解説 Explanation 

（５４）Ａ：日本の生活はどうですか 

    How is life in Japan? 

  Ｂ：日本語が 話せる ように なってから 楽しく なりました。 

    Since I can speak Japanese, I enjoy it.  

（５５）Ａ：もう帰るんですか。 

    Are you leaving already? 
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  Ｂ：はい。母に 七時 まで には 帰れ と言われているんです。 

    Yes, my mother told me to be home by seven o'clock. 

（５６）この駐車場の料金は、２４時間 以内 であれば 利用時間 にかかわらず 千円で

す。 

  The parking fee is 1,000 yen up to 24 hours, regardless of how many hours 

you park. 

（５７）みなさんの期待 に こたえて いい結果 が出せる ように頑張ります。 

  I will do my best to meet your expectations to achieve good results. 

（５８）この困難な時こそ、力を 合わせて 助け 合おう ではない か。 

  Because these are trying times indeed, that let us come together to help 

each other.  


