
第１回 テスト（第１課～第10課）解答

I．
すいえい かんけい かたち けいえい さ らいしゅう つま まつ

1. 水泳　2. 関係　3. 形　4. 経営　5. 再来　週　6. 妻　7. お祭り

さい さいきん つい か しょうたい はんたい ぜいきん
8. ～歳　9. 最近　10. 追加　11. 招　待　12. 反対　13. 税金

しず おおぜい さい ふ とけい しょうかい だい
14. 静かな　15. 大勢の　16. 財布　17. 時計　18. 紹　介　19. 第～

と か
20. 取り替え

II．A．
えいえん えいよう けいさつ さいのう や さい せ かい
1. 永遠　2. 栄養　3. 警察　4. 才能　5. 野菜　6. 世界

せいよう
7. 西洋

B．
けい ご しゅくだい けいこう じ だい き かい こくさい
1. 敬語　2. 宿　題　3. 傾向　4. 時代　5. 機械　6. 国際

けいざい ひ がい
7. 経済　8. 被害

第２回 テスト（第11課～第20課）解答

I．
ひろ ぬす しょくどう いた すうがく きょうだい いもうと
1. 広い　2. 盗まれ　3. 食　堂　4. 痛く　5. 数学　6. 兄　弟　7. 妹　

ゆうめい にってい たの ひく とうきょう ふ
8. 有名な　9. 日程　10. 頼み　11. 低い　12. 東　京　13. 増えて　

ばんごう くうこう おうべい せんそう こう か へんこう
14. 番号　15. 空港　16. 欧米　17. 戦争　18. 効果　19. 変更

こうこう
20. 高校

II．
こめ めいしん れいぞう こ り そう こうがい しんぞう

A．1. 米　2. 迷信　3. 冷蔵庫　4. 理想　5. 郊外　6. 心臓

つ ごう
7. 都合

そう じ ほうそう よ てい こうとう かんそう ふ つう
B．1. 掃除　2. 放送　3. 予定　4. 高等　5. 乾燥　6. 普通

けんこう しんぱい
7. 健康　8. 心配

第３回 テスト（第21課～第30課）解答

I．
のうぎょう たいふう ゆうびんきょく やさ たいよう きゅうりょう

1. 農　業　2. 台風　3. 郵便　局　4. 優しい　5. 太陽　6. 給　料

しゅうにゅう しゅうり じゅうしょ おも ちゅうい ひるやす
7. 収　入　8. 修理　9. 住　所　10. 重い　11. 注意　12. 昼休み



にゅういん りゅうがくせい きょうりょく じゅぎょう いんしょう
13. 入　院　14. 留　学生　15. 協　力　16. 授　業　17. 印　象

け しょうらい しょうがっこう
18. 消して　19. 将　来、小　学校

II．A．
のうりょく のう ど ふうとう ほうりつ こんしゅう きょういく
1. 能　力　2. 濃度　3. 封筒　4. 法律　5. 今　週　6. 教　育

かんきょう
7. 環　境

B．
ちゅうしゃ ぼうえき ろうどう しょうたい ひつよう ほう ふ
1. 駐　車　2. 貿易　3. 労働　4. 招　待　5. 必要　6. 豊富

あつ お
7. 集　8. 終

第４回 テスト（第31課～第40課）解答

I．
いりょう ごうかく けんちょう しゃちょう ひょうか しょうどく

1. 医療　2. 合格　3. 県　庁　4. 社　長　5. 評価　6. 消　毒

りょうしん つづ き そく しゅっちょう ちゅうしゃじょう
7. 両　親　8. 続ける　9. 規則　10. 出　張　11. 駐　車　場

すいじょうき しゅっせき ち こく あん い ぼうえき
12. 水　蒸気　13. 出　席、遅刻　14. 安易に、貿易

びょうき びょういん ち しき じょうず
15. 病気、病　院　16. 知識、上手に

II．A．
じょうけん じょうほう はっぴょう ふくそう もくひょう りょう
1. 条　件　2. 情　報　3. 発　表　4. 服装　5. 目　標　6. 量

せきにん
7. 責任

B．
ふくざつ ちょうか れき し ばくはつ やくそく おぼ しら
1. 複雑　2. 超過　3. 歴史　4. 爆発　5. 約束　6. 覚　7. 調

の
8. 乗

第５回 テスト（第41課～第50課）解答

I．
ねつ なんきょく ち か てつ ちから ひつよう たいりく

1. 熱　2. 南　極　3. 地下鉄　4. 力　5. 必要な　6. 大陸

とくべつ ほうりつ か きょうしつ ぜったい ゆしゅつ
7. 特別な　8. 法律　9. 借り　10. 教　室　11. 絶対　12. 輸出

はつおん ふくざつ どうぶつ しょくぶつ しつぎょう しつれん
13. 発音　14. 複雑　15. 動物、植　物　16. 失　業、失恋

き ろく ろくおん
17. 記録、録音

II．A．
き せつ ぎじゅつ けつあつ きっ さ てん しつもん げんじつ

1. 季節　2. 技術　3. 血圧　4. 喫茶店　5. 質問　6. 現実



めんせつ
7. 面接

そっちょく けっこん しょうりゃく せつめい そつぎょう れんらく
B．1. 率　直　2. 結婚　3. 省　略　4. 説明　5. 卒　業　6. 連絡

う き
7. 植　8. 決

第６回 テスト（第51課～第60課）解答

I．
くんれん せいげん くら てんいん かんきょう けんこう げんいん

1. 訓練　2. 制限　3. 暗い　4. 店員　5. 環　境　6. 健康　7. 原因

ぞうげん まい けん り さんすう き けん とお
8. 増減　9. 参り　10. 権利　11. 算数　12. 危険　13. 遠い

げん ご おんがく しゅうかん きんじょ さん ぽ
14. 言語　15. 音楽　16. 習　慣　17. 近所　18. 散歩

のうさんぶつ せいさん
19. 農産物、生産

II．
こうえん きんえん うんてん と しょかん し けん じんじゃ

A．1. 公園　2. 禁煙　3. 運転　4. 図書館　5. 試験　6. 神社

ざんねん
7. 残念

B．
あんぜん どくしん さむ おんせん ぎんこう つと い けん さんせい
1. 安全　2. 独身　3. 寒、温泉　4. 銀行、勤　5. 意見、賛成

第７回 テスト（第61課～第70課）解答

I．
てん き はんたい かいぜん し ぜん しんぶん がいこくじん そうだん

1. 天気　2. 反対　3. 改善　4. 自然　5. 新聞　6. 外国人　7. 相談

や ちん いっぱん おうだん たんじゅん せんもん せきにん
8. 家賃　9. 一般　10. 横断　11. 単　純な　12. 専門　13. 責任

ざんねん えら せんしゅ ぞうせん ふね あたた みなみ
14. 残念　15. 選ばれた、選手　16. 造船、船　17. 暖かい、南

II．A．
しゃしん じ しん しょくりょうひん ふ たん だんせい かいだん
1. 写真　2. 地震　3. 食　料　品　4. 負担　5. 男性　6. 階段

こう さ てん
7. 交差点

はんざい じゅんばん はってん せんたく かんたん しんせつ すす
B．1. 犯罪　2. 順　番　3. 発展　4. 洗濯　5. 簡単　6. 親切　7. 進

みじか
8. 短



第８回 テスト（第71課～第80課）解答

I．
い か ち い い しゃ きょ か くだもの し みん けつろん

1. 以下　2. 地位　3. 医者　4. 許可　5. 果物　6. 市民　7. 結論

き せつ き ほん へん じ ちゅうこ かた れんらく
8. 季節　9. 基本　10. 返事　11. 中古　12. 固い　13. 連絡

にが つう か す い いじょう しつれん こい
14. 苦い　15. 通貨　16. 過ぎ　17. 胃、異常　18. 失恋、恋

II．A．
い み じ こ うちゅう ぶっ か どう ぐ か がく

1. 意味　2. 事故　3. 宇宙　4. 物価　5. 道具　6. 科学

かい ぎ
7. 会議

B．
せんもん もんだい えん き へんしゅう べんきょう ちょうさ
1. 専門　2. 問題　3. 延期　4. 編　集　5. 勉　強　6. 調査

まんぞく べん り
7. 満足　8. 便利

第９回 テスト（第81課～第90課）解答

I．
ひ がい ひじょう ふ べん じ しょ ちゅうし あね ち ず

1. 被害　2. 非常に　3. 不便　4. 辞書　5. 中止　6. 姉　7. 地図

たい し かん めい し れき し て がみ し けん
8. 大使館　9. 名刺　10. 歴史　11. 手紙　12. 試験

くすりゆび ゆび わ きょうと てら そ ふ そ ぼ
13. 薬　指、指輪　14. 京都、お寺　15. 祖父、祖母

し ごと はじ
16. 仕事、始める

II．A．
きょうし ばんぐみ ざっ し せい じ ね だん ひ よう
1. 教師　2. 番組　3. 雑誌　4. 政治　5. 値段　6. 費用

びじゅつかん
7. 美術　館

B．
じゅんび おっと ひ はん た ぶん おそ お くら つぎ
1. 準備　2. 夫　3. 批判　4. 多分　5. 遅　6. 置　7. 比　8. 次

第10回 テスト（第91課～第100課）解答

I．
どう ろ きょねん そう じ ご しゅじん よ ぶん むね せい ふ

1. 道路　2. 去年　3. 掃除　4. 御主人　5. 余分な　6. 胸　7. 政府

さん ぽ む り ひ こ きょだい べん り
8. 散歩　9. 無理　10. 引っ越し　11. 巨大な　12. 便利

ゆしゅつ ゆにゅう み らい ゆめ ひ ふ ふ つう
13. 輸出、輸入　14. 未来、夢　15. 皮膚、普通の

こう む いん しゅ ふ
16. 公務員、主婦



II．A．
かお さい ふ しゅるい こん や や さい り ゆう せき ゆ
1. 顔　2. 財布　3. 種類　4. 今夜　5. 野菜　6. 理由　7. 石油

B．
よ やく きょ か す ほ ぞん さけ むか ま

1. 予約　2. 許可　3. 捨　4. 保存　5. 叫　6. 迎　7. 負

へい わ
8. 平和

第11回 テスト（第101課～第107課）解答

I．
むすめ こ むぎ こ なか おく もの わた に や
1. 娘　2. 小麦粉　3. 仲　4. 贈り物　5. 渡る　6. 似て　7. 焼く

ゆうはん どろぼう さら から し まず
8. 夕飯　9. 泥棒　10. 皿　11. 辛い　12. 占めて　13. 貧しい

みみ とり えだ ゆ わ ひろ とど
14. 耳　15. 鳥、枝　16. お湯、沸かして　17. 拾った、届け

II．
ふ まど さが は あつ いそが つか せ の

1. 吹　2. 窓　3. 探　4. 恥　5. 暑　6. 忙、疲　7. 背、伸

こおり さわ ふゆ ゆき は みが
8. 氷、触　9. 冬、雪　10. 歯、磨


