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問題用紙  

2009        3級  

 
 

文字・語彙 
 

(100点 35分) 
 

注意 注意 注意 注意 Notes 
 

1.「始め」の合図があるまで、この問題用紙を開けないでください。 
Do not open this question booklet before the test begins. 
2.この問題用紙を持ち帰ることはできません。 
Do not take this question booklet with you after the test. 
3.受験番号と名前を下の欄に、受験票と同じようにはっきりと書いてください。 
Write your registration number and name clearly in each box below as written on your test voucher.  
4.この問題用紙は、全部で9ページあります。 
This question booklet has 9 pages. 
5.問題には解答番号の①②③...が付いています。解答は、解答用紙にある同じ番号の解答欄にマークしてく
ださい。 
One of the row numbers①、②、③…is given for each question. Mark your answer in the same row of 
the answersheet.  
受験番号 
Examinee Registration Number

                                                

名前 
Name

                                                

-- part
ページ

 1 --

 
 
 
 
 

問題問題問題問題ⅠⅠⅠⅠ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿のことばはどうよみますかのことばはどうよみますかのことばはどうよみますかのことばはどうよみますか。１．２．３．４。１．２．３．４。１．２．３．４。１．２．３．４からからからから    いちばんいちばんいちばんいちばん    いいものいいものいいものいいもの    をををを    一一一一つつつつ    えらえらえらえら
びなさいびなさいびなさいびなさい。。。。 
問１問１問１問１・この（１）池の まわりには きれいな （2）色の 花が 多いです。
（１）. 池     １. とち     ２. いけ     ３. かわ     ４. つち   

（２）. 色     １. におい     ２. いろ     ３. あじ     ４. かたち   

問２問２問２問２・さとうさんと （3）別れた 後、ひとりで （4）音楽を 聞きに いきました。
（３）. 別れた     １. わかれた     ２. われた     ３. これた     ４. こわれた   

（４）. 音楽     １. おとがく     ２. おとかく     ３. おんがく     ４. おんかく   
問３問３問３問３・（5）去年の （6）旅行は ほととうに よかった。
（５）. 去年     １. さくねん     ２. さっねん     ３. きょねん     ４. きょうねん   

（６）. 旅行     １. りょうこう     ２. りょこ     ３. りょこう     ４. りょうこ   

問４問４問４問４・この （７）品物は （8）世界中で ここにしか ない。
（７）. 品物     １. ひんもの     ２. しなぶつ     ３. ひんぶつ     ４. しなもの   

（８）. 世界     １. せがい     ２. せかい     ３. せいがい     ４. せいかい   

問５問５問５問５・あの （9）工場は ひろく する （10）計画が ある。
（９）. 工場     １. こうじょう     ２. こじょう     ３. こじょ     ４. こうじょ   

（10）. 計画     １. けいかく     ２. けいか     ３. けいが     ４. けいがく   
問６問６問６問６・（11）春なのに （12）暑い 日が あります。
（11）. 春     １. ふゆ     ２. なつ     ３. はる     ４. あき   

（12）. 暑い     １. さむい     ２. すずしい     ３. あたたかい     ４. あつい   

問７問７問７問７・かばんが （13）重くて、駅まで （14）歩くのは たいへんです。
（13）. 重くて     １. かるくて     ２. おもくて     ３. うすくて     ４. あつくて   

（14）. 歩く     １. あるく     ２. つづく     ３. いく     ４. つく   
問８問８問８問８・あの （15）方は （16）頭が いいですね。
（15）. 方     １. ほう     ２. かだ     ３. ぼう     ４. かた   

（16）. 頭     １. がお     ２. あだま     ３. かお     ４. あたま   

問９問９問９問９・わたしは この きかいが どう （17）動くか かれに （18）質問した。
（17）. 動くか     １. はたらくか     ２. おどろくか     ３. ひろくか     ４. うごくか   

（18）. 質問     １. ねんらく     ２. さくぶん     ３. しつもん     ４. そうだん   

問問問問10・あの （19）英語の 本は （20）早く かえして ください。
（19）. 英語     １. えいご     ２. ええご     ３. えんご     ４. えご   

（20）. 早く     １. なるべく     ２. はやく     ３. しばらく     ４. おそく   
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問題問題問題問題ⅡⅡⅡⅡ_______のことばはのことばはのことばはのことばは漢字漢字漢字漢字をつかってどうをつかってどうをつかってどうをつかってどう書書書書きますかきますかきますかきますか。。。。1････2････3････4から いちばん いいもの を から いちばん いいもの を から いちばん いいもの を から いちばん いいもの を 
一一一一つ えらびなさいつ えらびなさいつ えらびなさいつ えらびなさい。。。。
問１問１問１問１・この （21）けんきゅうは とても いいと （22）おもいます。
（21）. けんきゅう     １. 研究     ２. 研級     ３. 研求     ４. 研教   

（22）. おもいます     １. 恵います     ２. 恩います     ３. 思います     ４. 志います   

問２問２問２問２・かれらは コンサ－トが （23）はじまるのを （24）まって いた。
（23）. はじまる     １. 始まる     ２. 進まる     ３. 初まる     ４. 発まる   

（24）. まって     １. 特って     ２. 待って     ３. 侍って     ４. 持って   

問３問３問３問３・あの （25）ことりの なまえを （26）しって いる 人は （27）こたえて ください。
（25）. ことり     １. 小島     ２. 小鳥     ３. 子鳥     ４. 子島   

（26）. しって     １. 利って     ２. 短って     ３. 知って     ４. 和って   

（27）. こたえて     １. 笞えて     ２. 舍えて     ３. 笿えて     ４. 答えて   

問４問４問４問４・お金が なくて こまって いると、 （28）あねが （29）かして くれました。
（28）. あね     １. 兄     ２. 姉     ３. 弟     ４. 妹   

（29）. かして     １. 貨して     ２. 貸して     ３. 借して     ４. 惜して   

問５問５問５問５・あの 店で （30）うって いる （31）ぎゅうにくは 高い。
（30）. うって     １. 売って     ２. 完って     ３. 壳って     ４. 賣って   

（31）. ぎゅうにく     １. 牛肉     ２. 午内     ３. 牛内     ４. 午肉   

問６問６問６問６・これは いえを （32）たてるのに （33）つかう どうぐです。
（32）. たてる     １. 建てる     ２. 立てる     ３. 健てる     ４. 位てる   

（33）. つかう     １. 住う     ２. 仕う     ３. 使う     ４. 作う   

問７問７問７問７・その （34）ようじが おわったら、（35）だいどころに 来て ください。
（34）. ようじ     １. 予事     ２. 予時     ３. 用時     ４. 用事   

（35）. だいどころ     １. 怠所     ２. 大所     ３. 太所     ４. 台所   

 
 
 
 
 

問題問題問題問題ⅢⅢⅢⅢ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿のところにのところにのところにのところに何何何何をををを入入入入れますかれますかれますかれますか。。。。1････2････3････4からいちばんいいものをからいちばんいいものをからいちばんいいものをからいちばんいいものを一一一一つえらびなさいつえらびなさいつえらびなさいつえらびなさい。。。。
（36）. だれが いちばん 先に できるが、みんなで ＿＿＿しませんか。     １. きゅうこう     ２. しょうたい     

３. しゅうかん     ４. きょうそう   

（37）. わたしの 車は 日本＿＿＿です。     １. いん     ２. がわ     ３. せい     ４. だい   

（38）. やさいは ＿＿＿ きって ください。     １. こまかく     ２. ぬるく     ３. せまく     ４. きびしく   

（39）. バスが ゆっくり ＿＿＿を 上がって きた。     １. かべ     ２. いし     ３. えだ     ４. さか   

（40）. この ビルの ＿＿＿から うみが 見えます。     １. かいがん     ２. おくじょう     ３. じゅうしょ     ４. くう
こう   

（41）. たのしかった 休みが あしたで ＿＿＿ おわります。     １. だんだん     ２. とうとう     ３. どんどん     

４. いろいろ   

（42）. ことばは ぶんかと ふかい ＿＿＿が あると 言われています。     １. はいかん     ２. けいけん     ３. 
かんけい     ４. そんけい   

（43）. 山に 木を＿＿＿。     １. つけました     ２. とめました     ３. さげました     ４. うえました   

（44）. むすめは そとで あそぶより、ひとりで ＿＿＿を するのが すきです。     １. プ－ル     ２. ゲ－ム     

３. ス－ツ     ４. ル－ル   

（45）. きょうの おまつりは たいふうの ため ＿＿＿します。     １. ちゅうし     ２. しょうかい     ３. ちゅうし
ゃ     ４. しょうち   

 
 
 
 
 

問題問題問題問題ⅣⅣⅣⅣ    つぎのつぎのつぎのつぎの＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の の の の 文 文 文 文 とだいたい とだいたい とだいたい とだいたい 同同同同じ いみの じ いみの じ いみの じ いみの 文文文文は どれですかは どれですかは どれですかは どれですか。。。。1････2････3････4から いちばん から いちばん から いちばん から いちばん 
いい ものを いい ものを いい ものを いい ものを 一一一一つ えらびなさいつ えらびなさいつ えらびなさいつ えらびなさい。。。。
（46）. 父は るすです。 
     １. 父は 出かけて います。 
     ２. 父は いそがしいです。 
     ３. 父は うちに います。 
     ４. 父は ねて います。 
   

（47）. あの レストランは いつも すいて います。 
     １. あの レストランは いつも たべものが おいしいです。 
     ２. あの レストランは いつも てんいんが しんせつです。 
     ３. あの レストランは いつも ねだんが 高いです。 
     ４. あの レストランは いつも きゃくが 少ないです。 
   

（48）. わたしは かちょうの かわりに かいぎに いきました。 
     １. わたしと かちょうは かいぎに いきました。 
     ２. わたしと かちょうは かいぎに いきませんでした。 
     ３. あたしは かいぎに いきましたが、かちょうは いきませんでした。 
     ４. わたしは かいぎに いきませんでしたが、かちょうは いきました。
   

（49）. 電車の 中で さわがないで ください。 
     １. 電車の 中で ものを たべないで ください。 
     ２. 電車の 中で うるさく しないで ください。 
     ３. 電車の 中で たばこを すわないで ください。 
     ４. 電車の 中で きたなく しないで ください。 
   

（50）. とうきょうは こうつうが べんりです。 
     １. とうきょうは ス－パ－や デパ－トが たくさん あります。 
     ２. とうきょうは たくさんの 国の 人が せいかつしあて います。 
     ３. とうきょうは バスや ちかてつが たくさん はしって います。 
     ４. とうきょうは 駅の そばに たくさんの アパ－トが あります。 
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問題問題問題問題ⅤⅤⅤⅤつぎのつぎのつぎのつぎの（（（（51））））からからからから(55)の ことばの つかいかたで いちばん いい ものをしたのをの ことばの つかいかたで いちばん いい ものをしたのをの ことばの つかいかたで いちばん いい ものをしたのをの ことばの つかいかたで いちばん いい ものをしたのを    1････2････3････4
から から から から 一一一一つ えらびなさいつ えらびなさいつ えらびなさいつ えらびなさい。。。。
（51）. しかる 

     １. 「もう だいじょうぶですか。」と しかられました。 
     ２. 「よく がんばりましたね。」と しかられました。 
     ３. 「もっと まじめに やりなさい。」と しかられました。 
     ４. 「いっしょに しらべましょう。」と しかられました。 
   

（52）. はずかしい 
     １. かんたんな もんだいを まちがえて、はずかしいです。 
     ２. かぞくに 会えなくて、はずかしいです。 
     ３. ピアノが ひけるように なって、はずかしいです。 
     ４. 見たい ばんぐみが なくて、はずかしいです。 
   

（53）. きかい 

     １. ざんねんですが、 その日は べつの きかいが あります。 
     ２. わたしは 日本の れきしに きかいが あります。 
     ３. 両親は 外国へ いった きかいが ありません。 
     ４. 近くに 来る きかいが あったら、せひ あそびに 来て ください。
   

（54）. たいてい 

     １. 日よう日は たいてい スポ－ツを して います。 
     ２. きょうは たいてい 天気が よかったです。 
     ３. このごろ さとうさんには たいてい あって いません。 
     ４. 日本語が たいてい 上手に なりましたね。 
   

（55）. おれい 

     １. 先生が にゅういん なさったので、おれいを もって いきました。 
     ２. プレゼントを もらったので、おれいを 言いました。 
     ３. 友だちが 来たので ばんごはんに おれいを つくりました。 
     ４. すずきさんに そつぎょうの おれいを あげました。 
   

 
 
 
 

問題用紙  

2009        3級  

 
 

聴解 
 

（100点 25分） 
 

注意 注意 注意 注意 Notes 
 

1.「始め」の合図があるまで、この問題用紙を開けないでください。 
Do not open this question booklet before the test begins.
 

2.この問題用紙を持ち帰ることはできません。 
Do not take this question booklet with you after the test.
 

3.受験番号と名前を下の欄に、受験票と同じようにはっきりと書いてください。 
Write your registration number and name clearly in each box below as written on your test voucher. 
 

4.この問題用紙は、全部で11ページあります。 
This question booklet has 11 pages.
 

5.問題1と問題IIでは解答のしかたが違います。例をよく見て注意してください。 
AnsweringmethodsforPartIandPartIIaredifferent.Pleasestudytheexamplescarefullyandmarkcorrectly. 
 

6.テープを聞きながら、この問題用紙にメモをとってもかまいません。 
Youmaymakenotesinthisquestionbooklet.
 

受験番号 
Examinee Registration Number

                                                

名前 

Name
                                                

-- part
ページ

 2 --

問題問題問題問題ⅠⅠⅠⅠ
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例（1）.  

 
 
１.      ２.      ３.      ４.    

問題 Ⅰ
解 
答 
番 
号

解 答 欄  
Anwser Sheet

① ② ③ ④

問１ ① ② ③ ④
 
 
 
 
 

例（2）.  

 
 
１.      ２.      ３.      ４.    

問題 Ⅰ
解 
答 
番 
号

解 答 欄  
Anwser Sheet

① ② ③ ④

問１ ① ② ③ ④
問（１）問（１）問（１）問（１）.  

  
 
聴解スクリプト:  
女の人と男の人が会社で話しています。男の人の子どもはどの子ですか。 女：わあ、かわいい。見せて、見せて。 男：娘の誕生日パ－ティ－の写
真なんだ。 女：へえ、で、田中さんのお子さんはこの一番右の子でしたっけ。 男：ううん。ほら、その帽子をかぶって、いすに座っているのがそうだ
よ。 男の人の子どもはどの子ですか。  
 
 

１.      ２.      ３.      ４.     
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問（２）問（２）問（２）問（２）.  

  
 
聴解スクリプト:  
男の人と女の人が話しています。部屋はどうなりますか。 男：ええと、ベッドはどこに置きましょうか。 女：窓の下にお願いします。 男：はい。それ
から、机と本棚はどうします？ 女：机はドアを入ったところ。それから、本棚はその隣に置いてもらえますか。 男：はい。 部屋はどうなりｍすか。 
 
 

１.      ２.      ３.      ４.     
 

問（３）問（３）問（３）問（３）.  

  
 
聴解スクリプト:  
女人は説明しています。この女の人の話をグラフにすると、どのグラフになりますか。 この桜図書館は１９９８年にできました。しかし、利用する人
は毎年だんだん少なくなっ きました。そこで、２００４年から夜の１０時まで利用できるサ－ビスを始めました。する と、また少しずつ利用する人が
増えてきました。 この女の人の話をグラフにすると、どのグラフになりますか。  
 
 

１.      ２.      ３.      ４.     
 

問（４）問（４）問（４）問（４）.  
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聴解スクリプト:  
男の人二人が話しています。シャツはどうなりますか。 男１：社長、うちのホテルのシャツですが、こんなので、いかがですか。ホテルから見 える山
の写真を入れてみたんですが。 男２：ちょっと、このホテルの名前が大きすぎるじゃないか。もっと小さくして、腕 のところに入れたらどうだ？ 男１：
はい。分かりました。写真を小さくしたほうがいいでしょうか。 男２：そうだな。それはこのままで行こう。 シャツはどうなりますか。  
 
 

１.      ２.      ３.      ４.     
 

問（５）問（５）問（５）問（５）.  

  
 
聴解スクリプト:  
男の人が歯医者に電話しています。男の人はいつ歯医者に行きますか。 女：はい、桜デンタルクリニックです。 男：あの、予約をお願いしたいんで
すが。 女：はい、いつがよろしいですか。 男：今日か明日の夕方がいいんですが。 女：あ-、今週の夕方は、もう予約がいっぱいです。夕方なら、
来週の金曜日か土曜日が 空いていますが。 男：そんなに先ですか。じゃ、朝だったら、今週空いていないでしょうか。 女：そうですね。土曜日の朝
九時でよろしければ。 男：じゃあ、それでお願いします。 男の人いつ歯医者に行きますか。 
 
 

１.      ２.      ３.      ４.     
 

問（６）問（６）問（６）問（６）.  
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聴解スクリプト:  
お母さんと男の子が話しています。男の子はこれから何をどんな順番でしますか。 母：しんちゃん、ちょっと来て、手伝ってくれない？ 子：何？ 母：
外の花に水をやってくれる？ 子：え-。 母：あ、そうそう。その前に、犬の散歩をお願い。 子：ちょっと。こっちは宿題があるんだけど。 母：宿題は後
でできるでしょう？早く手伝いなさい。 子：うん、分かったよ。 男の子はこれから何をどんな順番でしますか。 
 
 

１.      ２.      ３.      ４.     
 

問（７）問（７）問（７）問（７）.  

  
 
聴解スクリプト:  
男の人が道を聞いていｍす。男の人はどこでバスに乗りますか。 男：あのう、すみません。 女：はい。 男：桜大学に行くバスはここでいいですか。 
女：桜大学？ああ、ここではなくて、この先です。この通りを行くと、交差点があります から、まっすくそこを渡って、右に行ったらすぐです。 男：あり
がとうございます。 男の人はどこでバスに乗りますか。 
 
 

１.      ２.      ３.      ４.     
 

問（８）問（８）問（８）問（８）.  
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聴解スクリプト:  
男の人と女の人が映画館の前で話しています。男の人はどのチケットを何枚買いますか。 男：ええと、大人二人、子ども二人でいいのかな。 女：
私は外で買い物でもして持ってるから。あなたと子どもたちだけで見てきて。 男：あっ、そう。 女：それから、次郎はまだ２歳だから、チケットは要ら
ないから。 男：分かった。じゃ、また後でね。 男の人はどのチケットを何枚買いますか。  
 
 

１.      ２.      ３.      ４.     
 

問（９）問（９）問（９）問（９）.  

  
 
聴解スクリプト:  
男の子とお母さんが話しています。男の子はこれから何をしますか。 子：あっ、ママ、どこ行くの？ 母：お買い物よ。 子：僕も行く。 母：今日はだめ
よ。デパ－トまで行くから。遠いでしょ？ 子：でも、行きたい。ゲ－ム買って。 母：ゲ－ムって、先週買ってあげたばかりじゃない？ 子：うん。 母：
ね。だから、パパといっしょにあのゲ－ムで遊んでて。 子：いやだ。ママと行く。 母：そうだ。冷蔵庫にとってもおいしいケ－キあるよ。食べたくな
い？ 子：うん、食べたい。 母：じゃあ、パパとケ－キ食べて、待っててね。 こ：うん。 男の子これから何をしますか。 
 
 

１.      ２.      ３.      ４.     
 

問（問（問（問（10））））.  

  
 
聴解スクリプト:  
男の人が今日の予定を話しています。今日はこの後、どの順番で何をするように言っていますか。  この学校の生徒に兄弟がいるかどうか聞きま
した。兄弟がいる人といない人を比べると、 兄弟がいない人のほうが多かったです。兄弟がいる人の中では一番多かったのは兄弟が一 人いる人
でした。その次が兄弟が二人いる人で、兄弟が一人いる人と同じくらいでした。 兄弟が三人いる人はほとんどいませんでした。 この男の子の話を
フラフにするとどうなりますか。 
 
 

１.      ２.      ３.      ４.     
 

問（問（問（問（11））））.  
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聴解スクリプト:  
女の子とお父さんが話しています。魚はどこにいますか。 女：あれ、ここ、何もいないよ。 父：そんなことないでしょう。小さい魚がどこかにいるはず
だよ。あっ、ほら、いた。 女：えっ、どこ？ 父：その草の下に石があるでしょう。その石の上、草で体の半分しか見えないけど。 女：あ、いた。 魚は
どこいますか。 
 
 

１.      ２.      ３.      ４.     
 

問（問（問（問（12））））.  

  
 
聴解スクリプト:  
男の人が今日の予定を話しています。今日はこの後、どの順番で何をするように 言っていますか。男：ここらか武蔵小屋までの経路だけど、山頂
経由と緑池経由 のコ－スがあるよね。  え-、皆さん、今日の午後の練習はこれで終わりです。お疲れ様でした。夕飯は六時か らですから、それ
までにお風呂に入っておいてください。夕飯の後はすぐ夜の練習を始め ます。練習は七時から十時までです。練習の後はお風呂には入れません
ので、注意してく ださい。 今日はこの後、どの順番で何をするように言っていますか。 
 
 

１.      ２.      ３.      ４.     
 

問題問題問題問題ⅡⅡⅡⅡ    絵絵絵絵などがありませんなどがありませんなどがありませんなどがありません
問（１）問（１）問（１）問（１）.  
 
聴解スクリプト:  
女の穂とが男の人と電話で話しています。二人が今日会えなかったのはどうしてですか。 女：はい。 男：ゆみ、今日どうしたの？ずいぶん持った
んだけど、来なかったよね。 女：どうしたのって、私も持ってたのよ。２時からずっと。 男：えっ、おかしいなあ。どこで待ってたの。 女：いつもの店の
中。 男：違うよ。今日は図書館で会うことにしてたじゃない。 女：そうだった。 男：もう、そろそろ携帯電話買ってよ。 二人が今日会えなかったのは
どうしてですか。  
 

１. 男の人が時間を間違えたからです。 
     ２. 男の人が場所を間違えたからです。 
     ３. 女の人が時間を間違えたからです。 
     ４. 女の人が場所を間違えたからです。 
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問（２）問（２）問（２）問（２）.  
 
聴解スクリプト:  
女の人と男の人が話しています。男の人がピアノを始めた理由は何ですか。 女：ピアノ始めたんだって。 男：うん。楽しいよ。おかげで忙しくなっち
ゃったんだけど。 女：でも、どうしてピアノにしたの？子どものころの夢だったとか？ 男：そうじゃないけど。一人で楽しめるからね。 女：でも、難しく
ない？ 男：うん、結構ね。 男の人がピアノを始めた理由は何ですか。 
 
 

１. 忙しくなったからです。 
     ２. 子どものときに習いたかったからです。 
     ３. 一人で楽しめるからです。 
     ４. 簡単に弾けるからです。 
    
 

問（３）問（３）問（３）問（３）.  
 
聴解スクリプト:  
おばあさんと女の子が話しています。女の子はセ－タ－をどうしましたか。 おばあさん：ねあ、りこちゃ、かわいいセ－タ－ね。 女の子：姉ちゃんが
くれたんです。買ったんだけど、ちょっと小さいからって。 おばあさん：え-、そうなの。 女の子はセ－タ－をどうしましたか。 
 
 

１. お姉さんにもらいました。 
     ２. お姉さんに買ってもらいました。 
     ３. お姉さんにあげました。 
     ４. お姉さんに買ってあげました。 
    
 

問（４）問（４）問（４）問（４）.  
 
聴解スクリプト:  
学校で先生が生徒に説明しています。明日昼ごはんはいつ食べますか。  明日はみんなで自動車工場へ見学に行きます。バスは１時に学校を
出発しますから、そ れまでに昼ごはんを食べて集まってください。バスの中では食べ物を食べてはいけません。 工場で食べる時間もありません。
おなかがすきますから、必ず食べてきてくださいね。 明日昼ごはんはいつ食べますか。 
 
 

１. バスに乗る前に食べます。 
     ２. バスに乗ってからたべます。 
     ３. 工場に着いてから食べます。 
     ４. 工場を見学しながら、食べます。 
    
 

問（５）問（５）問（５）問（５）.  
 
聴解スクリプト:  
お母さんと息子が話しています。息子はどうして喜んでいないのですか。 母：はい、よしお。誕生日のプレゼント。 子：ありがとう。あれ、なにこれ。
頼んでたゲ－ムじゃないんだけど。 母：そう。デパ－ト行ったらね。これを見つけて、こっちのほうがいいと思って、買って きたのよ。このゲ－ム、遊
びながら漢字の勉強ができるのよ。 子：え-、なんでゲ－ムで漢字の勉強なんかしないといけないんだよ。 母：よしもうすぐ中学生なんだから。遊ん
でばかりいちゃだめよ。 子：うそ。 息子はどうして喜んでいないのですか。 
 
 

１. プレゼントが一つしかなかったからです。 
     ２. プレゼントが欲しいものと違ったからです。 
     ３. 漢字の宿題がたくさん出たからです。 
     ４. もうすぐ中学校に行かなければならないからです。 
    
 

問（６）問（６）問（６）問（６）.  
 
聴解スクリプト:  
女の人と男の人が話しています。男の人は新しいレストランをどう思っていますか。 女：田中さん、駅前に新しくできたレストラン、行ってみたんだ
って。どうだった？ 男：ああ、あそこね。うん、味は結構いいと思うよ。でも、店員さんはね。 女：どうしたの。 男：入ったときに「いらっしゃいませ」も
言わないし、店を出るとき「ありがとうござい ました」も言わないんぢょね。 女：う-ん、それはちょっとね。 男の人は新しいレストランをどう思ってい
ますか。 
 
 

１. 料理はおいしいし、サ－ビスもいい。 
     ２. 料理はおいしいけれど、サ－ビスはよくない。 
     ３. 料理はおいしくないけれど、サ－ビスはいい。 
     ４. 料理はおいしくないし、サ－ビスもよくない。 
    
 

問（７）問（７）問（７）問（７）.  
 
聴解スクリプト:  
男の人が会社に電話をかけています。男の人はこの後どうすると言っていますか。 男：もしもし、ＪＰ工業の山田ですけど、田中さんお願いします。 
女：田中、今出かけています。何かお伝えしましょうか。 男：いえ、こちらからまたかけます。 女：じゃあ、戻ったら電話するように言いましょうか。 
男：結構です。携帯電話にかけてみますから。 男の人はこの後どうすると言っていますか。 
 
 

１. 会社の人に用事を伝えてもらいます。 
     ２. 後で会社にもう一度電話します。 
     ３. 田中さんの携帯電話に電話します。 
     ４. 田中さんからの電話を待ちます。 
    
 

問（８）問（８）問（８）問（８）.  
 
聴解スクリプト:  
女の子とお母さんが話しています。女の子はこれから何をしなければなりませんか。 子：お母さん、晩ご飯、何？ 母：ハンバ－グよ。 子：作るのを
手伝う。 母：そう。でも、宿題は？ 子：もう終わった。 母：自分の部屋は片付けたの？ 子：ご飯の後にする。 母：お手伝いしてくれるのもうれしいけ
ど、自分のこと、先にやりなさい。 子：じゃあ、テレビ見ててもいい？ 母：そうじゃないでしょう。 子：は-い。 女の子はこれから何をしなければなりま
せんか。 
 
 

１. 晩ご飯の準備を手伝います。 
     ２. 部屋を片付けます。 
     ３. 宿題をします。 
     ４. テレビを見ます。 
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問（９）問（９）問（９）問（９）.  
 
聴解スクリプト:  
レストランでみんなで話しています。これからコ－ヒ－と紅茶をいくつずつ頼みますか。 女：お料理おいしかったですね。 男：そうですね。さあ、じゃ
あ、飲み物でも頼みましょうか。 女：いいですね。頼みましょう。 男：ええと、皆さん、コ－ヒ－でいいですか。じゃあ、コ－ヒ－五つですね。 男１：
あ、すみません。私はコ－ヒ－じゃなくて、紅茶にします。 女：じゃあ、私もそうしてください。 男：はい。 これからコ－ヒ－と紅茶をいくつずつ頼みま
すか。 
 
 

１. コ－ヒ－三つと紅茶一つです。 
     ２. コ－ヒ－三つと紅茶二つです。 
     ３. コ－ヒ－五つと紅茶一つです。 
     ４. コ－ヒ－五つと紅茶二つです。 
    
 

問（問（問（問（10））））.  
 
聴解スクリプト:  
女の人と男の人が電話で話しています。男の人のいる場所は今どんな天気ですか。 男の人のいる場所です。 女：もしもし。たかし、今駅。これか
らでんしゃに乗って、後３０分ぐらいでそっちに行けるあ と思う。 男：うん、分かった。そっち、雨降ってるんじゃない。 女：もうすごいよ。服も濡れち
ゃうし。そっちも降ってるの？ 男：こっち空が暗くて、いつ降りだしてもおかしくないけど。まだ降ってはいない。で も、もうすぐ降ってくるかもね。 女：
もう、やめてよ。 男の人のいる場所は今どんな天気ですか。 
 
 

１. 曇りです。 
     ２. 晴れです。 
     ３. 強い雨です。 
     ４. 弱い雨です。 
    
 

問（問（問（問（11））））.  
 
聴解スクリプト:  
女の人と男の人が話しています。女の人はＣＤをどうしますか。 女：ね、今借りてるこのＣＤ、今日返すって言ったけど、聞く暇なくて、もう一週間借
り てもいい？ 男：悪いけど、この後、ほかの友達に貸すこちになっているんだ。 女：そうか。あさって返すから、あと２日だけお願い。 男；でも、明
日貸してやるって言っちゃったんだ。友達に貸すのは一週間だけだから、そ の後また貸してあげるからさ。 女：分かった。ごめんね。 女の人はＣＤ
をどうしますか。 
 
 

１. もう一週間続けて借ります。 
     ２. あと２日だけ続けて借ります。 
     ３. 一度返してから、明日また借ります。 
     ４. 一度返してから、一週間後でまた借ります。 
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問題問題問題問題ⅠⅠⅠⅠ______の ところに の ところに の ところに の ところに 何何何何を いれますか を いれますか を いれますか を いれますか 。１．２．３．４ 。１．２．３．４ 。１．２．３．４ 。１．２．３．４ から いちばん いい ものを から いちばん いい ものを から いちばん いい ものを から いちばん いい ものを 一一一一つ えらつ えらつ えらつ えら
びなさい びなさい びなさい びなさい 。。。。
問（１）問（１）問（１）問（１）  駅_________近くに いい ホテルが あります。
     １. が     ２. で     ３. の     ４. に  

問（２）問（２）問（２）問（２）  あしたの 朝は ９時_________ここへ 来て ください。
     １. までで     ２. まで     ３. まても     ４. までに  

問（３）問（３）問（３）問（３）  この アパ－トは 古くて せまい_________、学校から 近くて 便利だ。
     １. と     ２. が     ３. し     ４. か  

問（４）問（４）問（４）問（４）  母の たんじょう日の プレゼントは セ－タ－_________しました。
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     １. に     ２. を     ３. で     ４. が  

問（５）問（５）問（５）問（５）  その 本を どこで 買った_________おぼえて いますか。
     １. の     ２. を     ３. は     ４. か  

問（６）問（６）問（６）問（６）  わたしは 何_________手伝ったら いい ですか。
     １. と     ２. を     ３. に     ４. が  

問（７）問（７）問（７）問（７）  かさが いっぱい ありますね。どれが あなた_________ですか。
     １. も     ２. が     ３. に     ４. の  

問（８）問（８）問（８）問（８）  あの 先生の 話は 留学生_________は むずかしすぎる。
     １. と     ２. に     ３. から     ４. より  
問（９）問（９）問（９）問（９）  父は 声_________大きい。
     １. に     ２. の     ３. が     ４. で  

問（問（問（問（10））））  友だちと_________やくそくを わすれては いけません。
     １. に     ２. で     ３. や     ４. の  
問（問（問（問（11））））  となりの 家で ピアノの 音_________して いる。
     １. が     ２. を     ３. と     ４. に  

問（問（問（問（12））））  わたしは １週間_________一回 柔道を 習って いる。
     １. に     ２. は     ３. も     ４. で  
問（問（問（問（13））））  大学を そつぎょうしたら、銀行_________ぼうえき会社で 働きたい。
     １. に     ２. も     ３. で     ４. か  

問（問（問（問（14））））  野菜は よく 洗って_________切って ください。
     １.      ２.      ３.      ４.   
問（問（問（問（15））））  では、お元気で。ごりょうしん_________どうぞ よろしく おつたえ ください。
     １. でも     ２. にも     ３. では     ４. とは  

問題問題問題問題ⅡⅡⅡⅡ________の ところに の ところに の ところに の ところに 何何何何をををを入入入入れますかれますかれますかれますか。。。。1････2････3････4から いちばん いい ものを から いちばん いい ものを から いちばん いい ものを から いちばん いい ものを 一一一一つ えらびつ えらびつ えらびつ えらび
なさいなさいなさいなさい。。。。
問（問（問（問（16））））  きのうは________。 
     １. あたたかくないでした     ２. あたたかくありませんでした     ３. あたたかいじゃなかったです     ４. あた
たかいじゃないでした  

問（問（問（問（17））））  あの レストランは いつ________も こんで いる。
     １. 行った     ２. 行こう     ３. 行って     ４. 行く  
問（問（問（問（18））））  ________かまわないので 電話して ください。 
     １. おそいは     ２. おそいも     ３. おそくても     ４. おそくては  

問（問（問（問（19））））  １時間ぐらい________つづけたので、のどが かわいた。
     １. 話し     ２. 話す     ３. 話さ     ４. 話せ  

問（問（問（問（20））））  きのうは いそがしくて、夜 １０時まで 何も________に 働いた。
     １. 食べなかった     ２. 食べなく     ３. 食べない     ４. 食べず  

問（問（問（問（21））））  「ここに ごみを________な！」と 書いて ある。
     １. すてろ     ２. すてる     ３. すてます     ４. すてない  
問（問（問（問（22））））  会社を やめて どう________つもりですか。
     １. する     ２. した     ３. したい     ４. しょう  
問（問（問（問（23））））  今まで ねて いた 赤ちゃんが 急に________だした。
     １. ないて     ２. なく     ３. なき     ４. なけ  
問（問（問（問（24））））  先週は 図書館が 休み________ようだ。
     １. だった     ２. でした     ３. だ     ４. な  

問（問（問（問（25））））  きょうは きのうほど 風が________。 
     １. 強いだろう     ２. 強くない     ３. 強かった     ４. 強い  
問（問（問（問（26））））  この 漢字は________方が むずかしいです。
     １. 読めて     ２. 読んで     ３. 読む     ４. 読み  

問（問（問（問（27））））  けいたい電話を________ために、れんらくてきませんでした。
     １. わすれた     ２. わすれる     ３. わすれて     ４. わすれ  

問（問（問（問（28））））  かれは 来月________という ことを、まだ だれにも 知らせて いない。
     １. けっこんしろ     ２. けっこんして     ３. けっこんする     ４. けっこんしよう  
問（問（問（問（29））））  この メ－ルを だれかに________と こまる。 
     １. 見れれる     ２. 見られる     ３. 見れる     ４. 見る  

問（問（問（問（30））））  チケットは あとで お________いたします。 
     １. わたして     ２. わたす     ３. わたせ     ４. わたし  

問題問題問題問題ⅢⅢⅢⅢ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿のところにのところにのところにのところに何何何何をををを入入入入れますかれますかれますかれますか。。。。1････2････3････4からいちばんいいものをからいちばんいいものをからいちばんいいものをからいちばんいいものを一一一一つえらびなさいつえらびなさいつえらびなさいつえらびなさい。。。。
問（問（問（問（31））））  あの 鳥は＿＿＿声で なくのかなあ。
     １. どこ     ２. どう     ３. どれ     ４. どんな  

問（問（問（問（32））））  この薬を 飲めば 病気は なおる＿＿＿です。
     １. はず     ２. ため     ３. こと     ４. ばかり  
問（問（問（問（33））））  わたしは 旅行に＿＿＿が、行けなかった。 
     １. 行きにくかった     ２. 行きたかった     ３. 行きそうだった     ４. 行くらしかった  

問（問（問（問（34））））  先月から テニスを＿＿＿。 
     １. 始まりました     ２. 始まります     ３. 始めました     ４. 始めます  

問（問（問（問（35））））  道で 近所の 人に＿＿＿、あいさつしましょう。 
     １. 会うのに     ２. 会うと     ３. 会ったり     ４. 会ったら  

問（問（問（問（36））））  その 仕事は ぜひ わたしに＿＿＿。 
     １. やりましょう     ２. やりませんか     ３. やらせて ください     ４. やって ください  

問（問（問（問（37））））  天気よほう＿＿＿今夜は ゆきが ふるそうです。
     １. になると     ２. によると     ３. だったら     ４. だから  

問（問（問（問（38））））  先生、わたしが その にもつを＿＿＿。 
     １. お持ち します     ２. お持ちに なります     ３. お持ち いただきます     ４. お持ち くださいます  

問題問題問題問題ⅣⅣⅣⅣつぎのつぎのつぎのつぎの会会会会話話話話のののの＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿にはにはにはには、、、、どんな ことばを どんな ことばを どんな ことばを どんな ことばを 入入入入れたら いいですかれたら いいですかれたら いいですかれたら いいですか。。。。1････2････3････4から いちばん から いちばん から いちばん から いちばん 
いい ものを いい ものを いい ものを いい ものを 一一一一つ えらびなさいつ えらびなさいつ えらびなさいつ えらびなさい。。。。
問（問（問（問（39））））  Ａ 「すみません。寒いので まどを＿＿＿。」 
   Ｂ 「ええ、どうぞ。」 
     １. しめたいですか     ２. しめて ください      ３. しめても いいですか     ４. しめるでしょうか  

問（問（問（問（40））））  Ａ「うちの むすこは 肉より 野菜の ほうが 好きなんですよ。」 
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   Ｂ「いいですね。うちの 子どもは 野菜を＿＿＿こまっているんですよ。」 
     １. 食べたがって     ２. 食べたがらなくて      ３. 食べたくて     ４. 食べたく なくて  

問（問（問（問（41））））  Ａ「じしょ、持って いる？」 
   Ｂ「あ、今＿＿＿。」 
Ａ「わかった。じゃ、あとで 貸して。」 
     １. 持って いるんだ     ２. 持った ままなんだ      ３. 使った ばかりなんだ     ４. 使って いる ところなん
だ  
問（問（問（問（42））））  Ａ「会話の 試験、＿＿＿。」 
   Ｂ「あまり 上手に話せませんでした。」 
     １. どう でしたか     ２. どう しましょうか      ３. どう したら いいですか     ４. どう したいですか  

問（問（問（問（43））））  Ａ「山田さんは、いらっしゃいますか。」 
   Ｂ「はい。ちょっと＿＿＿。」 
     １. お待ち ください     ２. お待ちに なります      ３. 待って さしあげます     ４. 待って いただけます  

問題問題問題問題ⅤⅤⅤⅤ    つぎのつぎのつぎのつぎの    会会会会話話話話をををを    読読読読んでんでんでんで    質問質問質問質問にににに    答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。答。答。答。答えはえはえはえは1．２．３．４．２．３．４．２．３．４．２．３．４から いちばん いい もから いちばん いい もから いちばん いい もから いちばん いい も
のを のを のを のを 一一一一つ えらびなさいつ えらびなさいつ えらびなさいつ えらびなさい。。。。
Ａ「日本人が昼ごはんによく食べるものは何だと思いますか。」 
Ｂ「そうですね。日本人なら（①）おすしでしょう。」 
Ａ「いいえ、ちがうんですよ。」 
Ｂ「じゃあ、てんぷらですか。」 
Ａ「いいえ、てんぷらでもないんです。ちょっとからい食べ物です。」 
Ｂ「わかった！カレ－でしょう。」 
Ａ「そうです。この間ざっしで読んだんですが、カレ－だそうです。」 
Ｂ「じゃあ、２ばんめはおすしですか。」 
Ａ「（②）。でも、２ばんめもすしじゃないです。ラ－メンなんです。」 
Ｂ「そうなんですか。日本人はおすしとてんぷらをよく食べると思っていました。」
Ａ「私はすしが大好きで、日本にいたときよく食べました。」 
Ｂ「いいですね。わたしも日本へ行っておすしをたくさん食べたいです。」 
Ａ「いつか行けるといいですね。日本のすしはほんとうにおいしいですから。」 
問（問（問（問（44））））  （  ①  ）には 何を 入れますか。
     １. とても 

     ２. しっかり 
     ３. やっぱり 
     ４. たいへん 
  
問（問（問（問（45））））  （  ②  ）には 何を 入れますか。
     １. そう思いませんね。 
     ２. そう思うでしょう。 
     ３. そう思いましょうか。 
     ４. そう思っていませんよ。 
  
問（問（問（問（46））））  日本人は昼ごはんによく食べるものは何ですか。
     １. カレ－とラ－メン 
     ２. カレ－とすし 

     ３. すしとてんぷら 

     ４. ラ－メンとてんぷら 

  
問（問（問（問（47））））  正しいものはどれですか。 
     １. AさんもBさんも日本へ行ったことがあります。 
     ２. AさんもBさんも日本へ行ったことがありません。 
     ３. Bさんは日本へ行ったことがありますが、Aさんはありません。
     ４. Aさんは日本へ行ったことがありますが、Bさんはありません。
  

問題問題問題問題ⅥⅥⅥⅥつぎの つぎの つぎの つぎの 文文文文を を を を 読読読読んでんでんでんで、質問、質問、質問、質問に に に に 答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。答。答。答。答えはえはえはえは1････2････3････4から いちばん いい ものを から いちばん いい ものを から いちばん いい ものを から いちばん いい ものを 一一一一つ つ つ つ 
えらびなさいえらびなさいえらびなさいえらびなさい。。。。
（じょんさんは たけしくんの 中学校で 英語を 教えて いました。 つぎの ぶんは 
 じょうんさんから たけしくんへの メ－ルです。） 
 たけしくん 
  メ－ル、ありがとう。前の メ－ルに 「英語の 勉強は つまらない」と 書いて あ 
 りましたが。まず 好きな ことから 始めたら とうですか。 
  ぼくが 日本語の 勉強を 始めたのは 中学１年の ときです。友だちの 家で は 
 じめて 日本の まんがを 見ました。その ときは 日本語が ぜんぜん わからかっ 
 かたのですが、えが あるから 話は だいたい わかりました。日本語で 読めるよう 
 に なりたいと 思って、自分で 勉強を 始めました。漢字は、むずかしかったですが、
 まんがを 何さつも 読んで いたら、かんたんな 漢字は おぼえて しましました。 
  まんがは よくないと 言う 人も いますが、どんなものにも いいものと 悪い 
 ものが あると 思います。だから、まんがも えらんで 読めば いいと 思います。 
 人を いじめるような まんがは よくないですが、サッカ－や バスケットボ－ルなど 
 スポ－ツの まんがは おもしろいし、読むと 元気に なります。 
  たけしくんは、何に きょうみが ありますか。音楽ですか、映画ですか。（    ） 
 じゃ、また メ－ルします。 
 ジョン 

問（問（問（問（48））））  ジョンさんが日本語の勉強を始めたのはどうしてですか。
     １. 漢字をたくさんおぼえたかったから 
     ２. 日本語でまんがを読みたいと思ったから 

     ３. 友だちに日本のまんがをもらったから 

     ４. 日本のまんががぜんぜんわからなかったから 

  
問（問（問（問（49））））  ジョンさんはまんがについてどう思っていますか。 

     １. 日本語の勉強のためにどんなまんがでも読んだほうがいい 

     ２. サッカ－やバスケットボ－ルのまんが以外は読んではいけない。 
     ３. いろいろなまんががあるので、いいものだけえらんで読んだらいい。 
     ４. まんがばかり読むと人をいじめるようになるので、読まないほうがいい。
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問（問（問（問（50））））  （   ）には何を入れますか。 
     １. 映画がきらいでも、毎日見ればわかるようになりますよ。 
     ２. 日本語のまんがを読めば、漢字がおぼえられるようになりますよ。 
     ３. 毎日れんしゅうすれば、サッカ－やバスケットボ－ルがじょうずになりますよ。
     ４. 英語を使って好きなことをすれば、勉強が楽しくなりますよ。 
  
 
 
 

文字文字文字文字・・・・語彙 解答語彙 解答語彙 解答語彙 解答 

第1部分 

第2部分 

第3部分 

第4部分 

第5部分 

(１)
B

(２)
B

(３)
A

(４)
C

(５)
C

(６)
C

(７)
D

(８)
B

(９)
A

(10)
A

(11)
C

(12)
D

(13)
B

(14)
A

(15)
D

(16)
D

(17)
D

(18)
C

(19)
A

(20)
B

(21)
A

(22)
C

(23)
A

(24)
B

(25)
B

(26)
C

(27)
D

(28)
B

(29)
B

(30)
C

(31)
A

(32)
A

(33)
C

(34)
D

(35)
D

(36)
D

(37)
C

(38)
A

(39)
D

(40)
B

(41)
B

(42)
C

(43)
D

(44)
B

(45)
A

(46)
A

(47)
D

(48)
C

(49)
B

(50)
C

(51)
C

(52)
A

(53)
D

(54)
A

(55)
B

 
 

聴聴聴聴解 解答解 解答解 解答解 解答 

問題 1 

問題 2 

(１)
C

(２)
D

(３)
B

(４)
C

(５)
B

(６)
C

(７)
B

(８)
A

(９)
D

(10)
A

(11)
B

(12)
A

(１)
D

(２)
C

(３)
A

(４)
A

(５)
B

(６)
B

(７)
C

(８)
B

(９)
B

(10)
A

(11)
D

読読読読解解解解・・・・文法 解答文法 解答文法 解答文法 解答 

問題 1 

問題 2 

問題 3 

問題 4 

問題 5 

問題 6 

(１)
C

(２)
D

(３)
B

(４)
A

(５)
D

(６)
B

(７)
D

(８)
B

(９)
C

(10)
D

(11)
A

(12)
A

(13)
D

(14)
C

(15)
B

(16)
B

(17)
C

(18)
C

(19)
A

(20)
D

(21)
B

(22)
A

(23)
C

(24)
A

(25)
B

(26)
D

(27)
A

(28)
C

(29)
B

(30)
D

(31)
D

(32)
A

(33)
B

(34)
C

(35)
D

(36)
C

(37)
B

(38)
A

(39)
C

(40)
B

(41)
D

(42)
A

(43)
A

(44)
C

(45)
B

(46)
A

(47)
D

(48)
B

(49)
C

(50)
D

 
 
 
 
 
 

 

日本国国際JLPT－日本語能力試験［1～4級］解答用紙  

日本語能力試日本語能力試日本語能力試日本語能力試験験験験解答用紙（見本）解答用紙（見本）解答用紙（見本）解答用紙（見本）

1～4級 (文字. 語彙) 

(注意 Notes) 
１. 鉛筆（HB、No2）で書いてください（ペン
やボールペンでは書かないでください）
use a medium soft(HB or No2)pencil(do 
not use a pen or ball-point pen) 
2. 書き直すときは、消しゴムできれいにけ
してくださいerase any unintended marks 

completely 
３. きたなくしたり、折ったりしないでくださ
い。do not soil or bend this paper

マーク例 marking example 
よい例 

correct

悪い例 

incorrect

 

あなたの名前をローマ字の活字体で書いてください。
 
名前名前名前名前                        

 

解解解解    答答答答    欄欄欄欄
 
問題Ⅰ

問1       

問2       

問3       

問4       

問5       

問6       

問題Ⅱ

(1)

問1       

問2       

問3       

問4       

問5       

問題Ⅳ

(1)       

(2)       

(3)       

(4)       

(5)       

(6)       

(7)       

(8)       

(9)       

(10)       

(11)       

問題Ⅴ

(1)       

(2)       

(3)       

(4)       

(5)       

(6)       

(7)       

(8)       

(9)       

(10)       

問題Ⅵ

(1)       
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(2)

問1       

問2       

問3       

問4       

問5       

問題Ⅲ

(1) 問1       

(2)

問1       

問2       

問3       

(3)
問1       

問2       

(4)
問1       

問2       

 

(12)       

(13)       

(14)       

(15)       

(16)       

(17)       

(18)       

(19)       

(20)       

(21)       

(22)       

 

(2)       

(3)       

(4)       

(5)       

(6)       

(7)       

(8)       

 

日本語能力試日本語能力試日本語能力試日本語能力試験験験験解答用紙（見本）解答用紙（見本）解答用紙（見本）解答用紙（見本）

1～4級 (聴解) 

(注意 Notes) 
１. 鉛筆（HB、No2）で書いてください（ペン
やボールペンでは書かないでください）
use a medium soft(HB or No2)pencil(do 
not use a pen or ball-point pen) 
2. 書き直すときは、消しゴムできれいにけ
してくださいerase any unintended marks 

completely 
３. きたなくしたり、折ったりしないでくださ
い。do not soil or bend this paper

マーク例 marking example 
よい例 

correct

悪い例 

incorrect

 

あなたの名前をローマ字の活字体で書いてください。
 
名前名前名前名前                        

 

解解解解    答答答答    欄欄欄欄
 
問題Ⅰ

例
１       

1
番       

2
番       

3
番       

4
番       

5
番       

6
番       

7
番       

8
番       

9
番       

10
番       

11
番       

12
番       

13
番       

14
番       

15
番       

 

問題Ⅱ

例
正しい       

正しくない       

1番
正しい       

正しくない       

2番
正しい       

正しくない       

3番
正しい       

正しくない       

4番
正しい       

正しくない       

5番
正しい       

正しくない       

6番
正しい       

正しくない       

7番
正しい       

正しくない       

8番
正しい       

正しくない       

9番
正しい       

正しくない       

10番
正しい       

正しくない       

11番
正しい       

正しくない       

12番
正しい       

正しくない       

13番
正しい       

正しくない       

14番
正しい       

正しくない       

15番
正しい       

正しくない       

 

 

日本語能力試日本語能力試日本語能力試日本語能力試験験験験解答用紙（見本）解答用紙（見本）解答用紙（見本）解答用紙（見本） (注意 Notes) 
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1～4級 (解読. 文法) 
１. 鉛筆（HB、No2）で書いてください（ペン
やボールペンでは書かないでください）
use a medium soft(HB or No2)pencil(do 
not use a pen or ball-point pen) 
2. 書き直すときは、消しゴムできれいにけ
してくださいerase any unintended marks 

completely 
３. きたなくしたり、折ったりしないでくださ
い。do not soil or bend this paper

マーク例 marking example 
よい例 

correct

悪い例 

incorrect

 

あなたの名前をローマ字の活字体で書いてください。
 
名前名前名前名前                        

 

解解解解    答答答答    欄欄欄欄
 
問題Ⅰ

問1

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

問2

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

問3

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

問4

(1)        

(2)        
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