
 

 

 

 

 

รหัสวิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น  (PAT  7.3) 
สอบวันอังคารที่   9   มีนาคม  2553 

เวลา  13.00 - 16.00  น. 
 

กรุณาอ่านค าอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือท าข้อสอบ 

 
ค าอธิบาย 
 

1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จ านวน  100  ข้อ  (27  หน้า)  รวม   300   คะแนน 
2. ให้ตรวจสอบ ช่ือ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาสอบในกระดาษค าตอบว่าตรงกับตัว  
    ผู้สอบหรือไม่   กรณีท่ีไม่ตรง  ให้แจ้งผู้คุมสอบเพ่ือขอกระดาษค าตอบส ารอง  
    กรอกข้อความหรือระบายให้สมบูรณ์   
3. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอด าเบอร์ 2B ระบายวงกลมที่ต้องการให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) 
    ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม ่ต้องลบให้สะอาดจนหมดรอยด า แล้วจึงระบายวงกลม 
    ตัวเลือกใหม่ 
4. เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษค าตอบไว้ด้าน บนข้อสอบ 
5. ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 
6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ 
7. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ 

 
เอกสารนี ้สงวนลิขสิทธ์ิของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รับอนุญาตสถาบันฯ จะย่อยท าลายข้อสอบและ

กระดาษค าตอบทั้งหมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 3 เดือน 
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1-45  1.2.3.4.からいちばんいいものを一つえらびなさい。 

(จงเลือกค าตอบที่ถูกต้อง จากข้อ1.2.3. หรือ 4. เพียงข้อเดียว) 
 

1.  北川   ：   人がおおぜい集まっていますね。何かありますか。 

ソムチャイ：   ええ、あのお寺   おまつり   あるんですよ。 

    1. で、は         2. に、は 

     3. で、が         4. に、が 

 

2.  ピヤダー：   今日はじゅぎょうがなくなりますか。 

内田  ：   ええ、こくばん   「じゅぎょうは休みです」 

   書いてあります。  

    1. に、と         2. で、と 

     3. に、を         4. で、を 

 

3.  チャリン：   いい天気ですね。さんぽしませんか。 

木村    ：   いいですね。公園   通って、川   さんぽしましょう。 

1. へ、を         2. を、まで 

3. から、を        4. から、まで 

 

4.  ウィライ： れいぞうこの中に＿＿＿たまごはありませんか。 

本田  ： いいえ、   たくさんありますよ。 

1. もう、まだ       2. もう、もう 

     3. まだ、もう       4. まだ、まだ 

 

5.  ニワット： デパートで何か買ってきましたか。 

青木  ： ええ、ネクタイを＿＿＿とハンカチを＿＿＿買いました。 

    1. いっぽん、にまい     2. いっこ、にまい 

     3. ひとつ、いっぽん     4. いちまい、ふたつ 

 

6.   先生 ： あしたはテストですから、おくれない＿＿＿してください。 

さとう： じゃ、あさねぼうをしない＿＿＿、今日は早く寝ます。 

    1. ように、ように      2. ために、ために 

     3. ように、ために      4. ために、ように 
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7.  クリット： とも子さんはどうやって会社に来ましたか。 

とも子 ： とちゅう＿＿＿バスで来て、＿＿＿電車に乗りかえて 

      きました。 

    1. から、あとで           2. まで、それでは  

     3. から、そのつぎ           4. まで、それから 

 

8.  北村  ： 寒いですね。 

ターリン： そうですね。じゃ、エアコンの温度を＿＿＿、部屋を＿＿＿ 

      しましょう。 

    1. 高くて、あたたかい     2. 高くて、あたたかくて 

     3. 高くして、あたたかく   4. 高くして、あたたかくて 

 

9． 子ども ： お母さん、今日のケーキは少し   すぎるよ。 

  お母さん： そう？あ、本当にあまいね。たくさんさとうを   から。 

  1. あま、入れた       2. あま、入った 

  3. あまい、入れて             4. あまくて、入れる 

 

 10.  山川 ： バスとタクシーと、＿＿＿しますか。 

   アナン： 今の時間＿＿＿、バスで行っても間に合います。 

   1. 何に、だと        2. 何を、では 

     3. どちらに、なら      4. どれに、でも     

 

  11. ジョン： 私のかいた絵をなつみさんに   ほしいです。 

  なつみ： ジョンさんがかいた絵ですか。ぜひ、   たいです。 

    1. 見る、見せ        2. 見せて、見 

     3. 見せて、見せ       4. 見て、見 

 

  12. スミット： 今日どこへ行きますか。  

    えり子 ： とても寒い   かぜも強い   、どこへも行きません。 

   1. と、し           2. と、ので 

     3. し、から        4. し、のに  
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13. 山川  ： きれいな時計ですね。 

ナルドン： ええ、これ、兄＿＿＿買って＿＿＿。 

    1. に、くれました      2. が、あげました 

     3. に、もらいました     4. から、あげました 

 

14.  森 ： 車に乗るといつも気分が悪くなります。どうすればいいですか。 

   林   ： じゃ、車に   前に、この薬を   。 

1.  乗る、飲むことになります     

2.  乗る、飲んだらどうですか 

3.  乗った、飲んだほうがいいです   

4.  乗った、飲むようにしています 

  

15. 中山： あのレストランはどうですか。 

 上田： ＿＿＿、＿＿＿。 

 1. 店がきれいで、サービスがいいです 

 2. サービスがよくて、ねだんは少し高いです 

     3. サービスがよくて、ねだんも少し高いです 

     4. 料理がおいしくて、ねだんも安くないです 

 

  16. 青山： テニスの試合はもう＿＿＿か。 

森 ： いいえ、ちょうど今から＿＿＿ところです。 

    1. 始まります、始まる    

     2. 始まっています、始まる 

     3. 始まります、始まっている 

     4. 始まりました、始まっている 

 

17. けい子： まさおさん、私はちょっとおくれますね。母に買い物を 

     、きゅうに外に出る   から。 

    まさお： はい、分かりました。 

    1. たのんで、ことにします   

     2. たのんで、ことにしました 

     3. たのませて、ことをします   

     4. たのまれて、ことになりました 
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18. 村田： マリさん、いっしょにカラオケに行きませんか。 

 マリ： 私、聞くのは好きなんですが、歌うのは好きじゃないんです。 

 村田： じゃあ、むりに   ませんから、行きましょうよ。 

 マリ： それならいっしょに行きます。みなさん、たくさん＿＿＿くだ 

     さいね。 

    1. 歌い、歌わせて      2. 歌われ、歌って  

     3. 歌わせ、歌って      4. 歌われ、歌わせて 

 

19. 田中： 山田社長は何時に＿＿＿か。  

社員： 11 時に＿＿＿よていです。  

    1. おもどりします、もどれる 

     2. おもどりになります、もどる      

     3. おもどりです、おもどりになる   

     4. もどっていらっしゃいます、おもどりになる 

 

20. 学生： 先生、この花の名前を＿＿＿か。  

先生： いいえ、＿＿＿よ。  

1. ごぞんじです、知りません 

2. ぞんじています、知りません 

3. ぞんじております、知っていません 

     4. ごぞんじです、ごぞんじではありません 
 

  21. タナー： マーリーさんは今晩のパーティーに来られないそうです。 

本田 ： そうですか。＿＿＿。 

    1. 大変ですね 

     2. ざんねんですね 

     3. 楽しくないですね 

     4. きっと来ないでしょう 
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22. あき： 夏休みは何をしますか。 

なな： ＿＿＿。 

あき： わあ、うらやましいです。 

    1. まだ決まっていません 

     2. うちの仕事をてつだいます 

     3. レポートを書くよていです 

     4. こいびとと海へ行くつもりです 

 

23. たかし： あしたいっしょに公園へさんぽに行きませんか。 

なな子： ＿＿＿。 

たかし： そうですか。じゃ、また今度。 

1. あしたなら、たぶん大丈夫ですけど 

     2. 行きたいんですが、よていがあるんです 

     3. ちょっと用事があるんですが、大丈夫です 

     4. ええ、いいですよ。何時に出かけましょうか 

 

24. 山中： このせんぷうき、スイッチを入れても動きませんね。 

村田： あ、本当ですね。＿＿＿。 

山中： じゃ、すぐしゅうりしてもらいましょう。 

    1. こわれていますよ     

2. こわしたんですか  

     3. もう一回やってみましょう       

     4. しゅうりできると思いますか 

 

25. みなみ： あさださん、からいものはだいじょうぶですか。 

あさだ： ＿＿＿。 

みなみ： そうですか。じゃ、ほかのものにしましょうか。 

    1. 大好きですよ 

     2. ええ、だいじょうぶですよ 

     3. からいものはよく食べていますよ 

     4. ちょっとお腹をこわしているんですが… 
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26. さとう： このパソコンを使ってもいいですか。 

田中 ： すみませんが、今使っています。＿＿＿。 

さとう： じゃ、ここで待っています。 

    1. となりの部屋にもありますよ 

     2. ほかのを使ってもらえませんか 

     3. 山田さんから借りたらどうですか 

     4. あと10 分ぐらいで終わると思いますが… 

 

27. スダー： 雨ですね。かさを持っていますか。 

本田 ： ＿＿＿。 

スダー： じゃ、これをどうぞ。 

1. かさを貸しましょうか               

2. 今朝は天気がよかったから… 

3. ええ、かばんの中にありますよ 

4. スダーさんは持っていませんか 

 

28. 花子： ゆきさん、どこに行きますか。 

    ゆき： ちょっと買い物に行くんです。 

    花子： ＿＿＿。買いたいものがありますから。 

1. 買い物ですか  

        2. いつもどこで買い物しますか   

        3. あそこのスーパーはどうですか 

        4. 私もいっしょに行ってもいいですか 

 

29. 田中 ： 料理の用意はもうできましたか。 

マニー： もうできたと思いますが、見て来ましょうか。 

田中 ： ＿＿＿。 

1. 本当にいいですね    

2. はい、おねがいします  

3. はい、見に行きましょう   

4. そうですか。そうしましょう 
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30. 青木： 雨が降ったら、どうしますか。 

   川田：    。 

青木： 私は雨が降ったら、行きませんよ。 

1. 雨が降っても、行きますよ 

2. 雨が降ったら、行きません 

3. すぐ行ったほうがいいですよ 

4. タクシーのほうが早いでしょう 

 

31. 田中 ： あのう、新しく買ったばかりのコンピューターが 

     動かないんですが… 

店の人： ＿＿＿。 

田中 ： いくら読んでも分からないんです。 

1. どうしたか分かりますか 

2. 何か変な音がしませんか 

3. 説明書はお読みになりましたか 

4. そうですか。見てみましょうか 

 

32.  課長   :  かいぎのしょるい、見つかりましたか。 

     スリー :   ＿＿＿。 

     課長  :  それは困りましたね。 

     1. あそこのたなにありますよ 

  2. もうじゅんびしてありますよ    

    3. 田中さんに聞けば分かるでしょう 

   4. どこをさがしても見つからないんです 

 

33. みどり： 今日は元気がありませんね。 

スリー： ええ、＿＿＿。 

みどり： そうですか。早くみつかるといいですね。 

1. バスでお金をとられました  

2. 雨に降られてかぜを引きました 

3. 親しい友だちとけんかしてしまったんです    

4. かっていた犬がいなくなってしまったんです 
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34. のびた： しずかさん、さいふを落としてしまったんですが、少し 

      お金を貸していただけませんか。 

しずか：  ＿＿＿。 

のびた：  ああ、よかった。ありがとうございます。 

1. すみませんが、私もありません 

2. 1,000バーツぐらいなら、大丈夫ですよ 

3. ざんねんですが、かばんを買ったばかりなんです 

4. 貸したいんですが、じしょを買わなければなりません 

  

35. 田中： ドアを閉めましょうか。 

山本：  いいえ、＿＿＿。 

田中： じゃ、そうじが終わったら、閉めておいてください。 

1. そうじはもう終わりました    

2. 暑いから、閉めることにします  

3. まだ早いから、開けなくてもいいですよ   

4. これからそうじをしますから、開けたままにしてください 

 

 36. 田中： もう 5 時ですよ。まだ帰りませんか。 

上田： ええ、これからじゅうどうクラブの練習があります。 

田中： そうですか。＿＿＿。 

  1. お大事に。がんばってください  

  2. お元気で。上手になりますように      

  3. けがをしないように気をつけてくださいね 

  4. いっていらっしゃい。早くよくなるといいですね 

 

 37. 花子： 私はなかなか人の名前がおぼえられなくて、何回聞いても 

       すぐ忘れてしまうんですよ。 

  ゆき： ＿＿＿。 

  花子： 私もそう思います。 

    1. 特に外国人の名前はおぼえにくいですね    

    2. 私も同じです。すぐ忘れてしまいます  

    3. 仕事がいそがしくて、おぼえる時間がないんです 

    4. 人の名前より場所の名前のほうがむずかしいですよ 
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 38.  社員A :   いそがしそうですね。 

       社員B :   ええ、あしたのかいぎのじゅんびをしておかなければ 

                                  なりません。 

  社員A :  そうですか。＿＿＿。 

  社員B :  だいじょうぶです。もうすぐ終わりますから。 

   1. 何かてつだいましょうか 

   2. かいぎはいそがしいですね  

   3. では、お先にしつれいします 

          4. しょるいのじゅんびをしているんですか 

 

39-40 

森 ： あした電車で行きますか、それともバスにしますか。 

山田：   39 。 

森 ： そうですね、道がこみますから、そうしましょう。出発は何時 

    ごろにしますか。 

山田：   40 。 

森 ： 分かりました、じゃ、あした駅の前で。 

 

39.     1. 電車はどうですか  

        2. バスのほうが安いですよ 

 3. タクシーにしましょうか  

 4. どちらも変わらないんです 

 

40.   1. 午前中はいいですね      
2. 10時に会いましょうか 

  3. 私は何時でもいいですよ    
4. 時間のことはおまかせします 
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 41.  はふつうどこにありますか。 

 1.  うちの中 2.  駅の前 

 3. 店の中 4.  学校の前 

 

42. 「おぼん」は何月ですか。 

 1.  2 月  2.  4 月 

 3.  6 月 4.  8 月 

 

 43. 「ながさき」はどこにありますか。 

      1. 北海道   (ほっかいどう) 2. 本州   (ほんしゅう) 

   3.  四国  (しこく) 4. 九州（きゅうしゅう） 

 

   44. 「花」「荷」にある「 」はどんな意味がありますか。 

  1.  土 2. 木 

  3.  草 4. 天 

 

45. お花見の時、どんなことをしますか。 

 1.  ゲームをしたり、勉強したりします。 

 2.    仕事をしたり、かいぎをしたりします。 

 3.  うめの花を見たり、スポーツをしたりします。 

 4.  おべんとうを食べたり、お酒を飲んだりします。 
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46-50 __☆__に入るものを1.2.3.4.から一つえらびなさい。 

(จงเลือกค าที่ใส่ลงใน__☆__จากข้อ1.2.3. หรือ 4. เพียงข้อเดียว) 

 
 46． 今朝_____    __☆__    _____    _____忘れました。 

1.  消すのを 2.  電気や 

3.  出かける前に 4.  エアコンを 

 

 47． さいきん、_____    ____ _    __☆__    _____ふえています。 

1.  若者が 2.  外国へ 

3.  行く 4.  ホームステイに 

 

 48． オバマさんは_____    __☆__    _____    _____に生まれました。 

1.  アフリカ人の父と 2.  間に 

3.  1961年 4.  アメリカ人の母の 

 

 49． ごうかくした人には_____    __☆__    _____    _____書いてください。 

1.   ここに 2.  れんらくしますので 

3.  アドレスを 4.  こちらから 

 

 50． このはしができたおかげで_____    _____    __☆__    _____べんりに 

  なった。 

1.  入ってきて 2.  タイからの 

3.  とても 4.  商品が 
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51-55  つぎの会話とおなじないようのものを一つえらびなさい。 

(จงเลือกข้อที่มีเนื้อความเหมือนกับบทสนทนาต่อไปนี้เพียงข้อเดียว) 
 

51. すずき : おひさしぶりですね。お元気ですか。 

    かとう : じつは、おとといどろぼうに入られて… 

 すずき : えっ、何かとられたんですか。 

 かとう : だいじなものはとられなかったんですけど… 

 1.  かとうさんは今困っています。 

 2.  かとうさんは今安心しています。 

 3.  かとうさんは今とてもいそがしいです。 

 4.  かとうさんは今あまり元気ではありません。  

 

52. 森  ： 私はあの人のことが好きなんです。  

   川田 ： そうだったんですか。 

  森   ： でも、このことはひみつにしておいてくださいね。   

 1.  このことはもう忘れてください。 

 2.  このことはみんなが知っています。 

 3.  これはだいじなことではありません。 

 4.  このことはだれにも言ってはいけません。 

 

53. 本田 : しょうらい、何になりたいですか。 

   中村 : 母のようになりたいと思っています。 

   本田 : そうですか。毎日練習しないといけませんね。 

  1.    中村さんは医者になりたいと思っています。 

  2.  中村さんは歌手になりたいと思っています。 

  3.  中村さんは先生になりたいと思っています。 

  4.  中村さんはこうむいんになりたいと思っています。 
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54.  木村 : あしたからチェンラーイへ行くんです。 

   北口 : チェンラーイへ行くならセーターがないと、寒いですよ。 

   木村 : 本当ですか。じゃ、買わないといけませんね。 

    1.  木村さんはセーターを買います。 

  2.  木村さんはセーターを買いません。 

   3.  北口さんはセーターがありません。 

  4.  チェンラーイにセーターがありません。 

 

55． 上山 ：   西田さん、きれいなシャツですね。 

   西田 ： そうですか。ありがとう。たんじょうびに友だちが 

            くれたんです。 

1.  西田さんは友だちにシャツをあげました。 

2.  西田さんの友だちは西田さんにシャツをあげました。  

3.  西田さんの友だちは上山さんにシャツをあげました。 

4.  西田さんの友だちは西田さんにシャツをもらいました。 

 

56-60 つぎの文をただしいじゅんにならべなさい。 

            (จงเรียงล าดับประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง) 
 

56. a.  それで、兄とデパートへ行って、 

    b.   学校へ行かなくてもいいです。 

  c.   母にプレゼントを買ってあげます。 

     d.   あしたは母の日ですから、  

1.  d  c  a  b   2.  d  b  a  c 

3.  a  c  b  d 4.  a  d  c  b 

 

57. a.  さいきんはいそがしくて、なかなか写真がとれません。      

b.  花や動物の写真をとります。 

c.  休みに、いろいろなところへ行って、 

d.  私のしゅみは写真をとることです。 

1.  a  b  d  c   2.  c  b  a  d 

3.  d  c  b  a 4.  d  b  c  a 
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58. a. そして、公園で食べたり、あそんだりします。   

 b.  私はよくスーパーでおかしを買います。 

 c. 公園の前にスーパーと本屋があって、べんりです。 

 d. 私の新しいアパートは公園のとなりです。  

1.  d  c  b  a  2.  d  b  a  c 

3.  c  b  d  a 4.  c  b  a  d 

 

59. a. 問題の紙には名前を書かなくてもいいです。 

b. まず、一番上の紙に名前と番号を書いてください。 

c. 終わったら、先生のつくえの上に紙を置いてください。 

d. つぎにしつもんを読んで、えんぴつで答えを書いてください。 

   1.  b  c  d  a 2.  b  a  d  c 

3.  b  d  c  a 4.  a  c  b  d 

 

60. a. そのポケットから、「タケコプター」や「どこでもドア」や 

     いろいろなものが出せます。 

b. もしドラえもんに会えたら、たくさんお金を出してほしいです。     

c. ドラえもんは世界中で有名なロボットです。 

d. ドラえもんはすてきなポケットを持っています。 

1.  d  b  a  c 2.  c  d  a  b 

3.  c  b  a  d 4.  d  c  a  b 
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61-100  つぎの話や手紙を読んでしつもんにこたえなさい。 

(จงอ่านเรื่องและจดหมายต่อไปนี้แล้วเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว) 
 

61-64           ジョンさんのにっき 

 

 

 4 月15日日曜日、日本語クラスのみんなと東京ディズニーランドへ

行きました。朝 7 時半に先生の家に集まって、先生の車で行きました。

先生を入れて、ぜんぶで 5 人です。ディズニーランドでいろいろな乗

り物に乗ってあそびました。お昼はおべんとうを食べて午後もたくさ

んあそびました。帰りは電車で帰ることにしました。駅に着くと、じ

こで電車が１時間おくれていました。それで、9 時の電車に乗って、

家に帰りました。つかれて足が少し痛くなりました。（61）、楽しか

ったので、また行きたいです。 

 

 

61. （61）に入るものはどれですか。 

1. でも 2. それに 

3. だから   4. それから 

 

62.  東京ディズニーランドへ行った学生は何人ですか。 

1. 3人  2.  4人   

3. 5人 4.  6人   

 

63.  帰るとき、本当は何時の電車に乗りたかったのですか。 

     1. 夜 7 時半 2. 夜 8 時 

3. 夜 9 時 4. 夜 10 時 
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64. ただしいものはどれですか。 

1. 電車がおくれたりゆうはじこです。  

2. ジョンさんは先生の車で家へ帰りました。 

3. 日本語クラスのみんなはディズニーランドに 7時半に 

  集まりました。 

4.  ジョンさんはつかれたので、もうディズニーランドへ 

  行きたくないです。 

 

65-70                    成人の日 

 

  

 日本には「 (65) 成人の日」という休みの日があります。これは 

大人になることのおいわいだそうです。前は「成人の日」は 1 月 15 
日でしたが、2000 年に 1 月の 2 番目の月曜

日に変わったそうです。成人の日には20 才
になった人たちが自分の町のホールに集ま

って、成人式が（66）おこなわれます。 

（67）それは大人になることをいわうと 

いう意味だけではなく、社会のために、 

いいことをするという意味もあります。 

また、今までできなかったこと、（68）、 

たばこをすうことやお酒を飲むことができるようになります。さんか

する男の人ははかまを、女の人は着物を着る人が多いです。 
                                                                                       

 

65.  (65) 成人  の読み方はどれですか。 

 1. おとな 2. せいじん    

 3. せいにん 4. せいねん 

 

66．（66）おこなわれます は漢字でどう書きますか。 

1. 行われます 2. 笑われます    

3. 表われます 4. 使われます 
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67.  （67）それ は何ですか。 

1. 成人の日 2. 20 才 

3. 町のホール  4. 成人式 

 

68.  （68）に入るものはどれですか。 

1. それから 2. それで 

3. しかし 4. たとえば 

 

69.  今年の「成人の日」はいつですか。 

1.  1 月 2 日 2.  1 月 15 日 

3.  1 月の月曜日 4.    1 月の 2 番目の月曜日 

 

70. ただしくないものはどれですか。 

    1. 成人の日は大人になったことをいわいます。  

     2. 成人式には20 才になった人がさんかします。 

     3. 成人式にさんかする人はみんな着物を着ます。 

     4. 成人の日にお酒を飲んだり、たばこをすったりできます。 

 

71-74                 気温の表 

                                                          単位＝℃                                                     

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

さっぽろ  -4.9 -4.2 -0.4 6.2 12.0 15.9 20.0 21.3 16.9 10.6 4.0 -1.6 

東京 4.7 5.4 8.4 13.9 18.4 21.5 25.2 26.7 22.9 17.3 12.3 7.4 

くまもと 4.9 6.1 9.5 15.1 19.2 22.6 26.8 27.5 23.8 17.9 12.3 7.0 

 

71. くまもとで一番暑い月は何月ですか。 

1. 6 月  2.  7 月 

3.  8 月 4.  9 月 
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72. さっぽろで 0 度以下は何か月ありますか。 

1. 3 か月 2.  4 か月 

   3.     7 か月 4. 8 か月 

 

73. ただしいものはどれですか。 

        1. 6 月の東京の気温は 8 月のさっぽろほど暑くないです。 

        2.  8 月のさっぽろの気温は 6 月のくまもとより暑いです。 

        3.  8 月の東京の気温は 6 月のくまもとより暑いです。 

           4.  8 月の東京の気温は 6 月のさっぽろほど暑くないです。 

 

74. ただしくないものはどれですか。 

1. 日本では一番暑いのは 8 月です。 

2.  日本では一番寒いのは 1 月です。 

3.  くまもとはいつも東京より暑いです。 

4.  さっぽろと東京とくまもとではくまもとが一番暑いです。 

 

75-79           お見まいのきまり 

 

 

  1. 中にペットを連れて入らないでください。 

 2. アルコールなどを持って入ってはいけません。 

 3. 中で大きい声を出さないでください。 

 4.  かぜをひいている人はお見まいに来ないでください。 

 5.  12 才以下の子どもを連れてこないでください。 

 6.  (75) 病室でたばこをすってはいけません。 

 7. お見まいの時間は午前 10 時から午後 6 時です。 

* それ以外の時間は受付けにれんらくしてください。 

                     
 

              ภาพจาก  http://www.illust7.net, http://www.comps.potosearch.com,     

            http://www.illust-factory.com 



 

 

 

 

รหัสวิชา  79  ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น                                                  หน้า   
วันอังคารท่ี  9  มีนาคม  2553                                       เวลา  13.00 - 16.00 น. 

 
 

 

  

20 

75. （75）病室 の読み方はどれですか。 

1.     びょうしつ   2.     びようしつ 

3. びょうじつ  4.  びようじつ   

 

76. ふつう 1 日に何時間お見まいできますか。 

1. 6 時間   2.      7 時間 

3. 8 時間  4.  9 時間 

 

77. 病院へ連れて行ってもいいのはどれですか。 

  1.  犬 2.  赤ちゃん 

  3.  12 才の子 4.  13 才の子  

 

78. ただしいものはどれですか。 

1. 動物を連れて行ってもかまいません。 

2. 午後  6 時すぎにお見まいしてもいいです。 

3. 10 時前にお見まいできるばあいがあります。 

4. お見まいに来た人はビールを飲むことができます。 

 

79. ただしくないものはどれですか。 

1. 受付にはいつも人がいます。 

2. たばこは外ですってください。 

       3. 昼休みはお見まいができません。 

4. 熱がある人はお見まいに行かないでください。  
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80-84         どんなところかな？ 

 

 

  （80）工場は、きかいを使っていろいろなものを作るところです。 

テレビやれいぞうこなどの電気せいひん、自動車、ようふく、おかし、

本、ガラスなど、いろいろなものが作られています。（81）その中で

も、とくに自動車がたくさん作られています。日本には、現在、工場

がだいたい 55 万あって、東京やおおさかなどに集まっています。 

工場では多くの人が働いていますが、さいきんはロボットも仕事をし

ています。 

 

 

80.  （80） 工場 の読み方はどれですか。 

          1.  こじょう  2.  こうじょう 

          3.  こうじょ 4.    こうちょう 

  

81.  （81）その中 に入らないものはどれですか。 

1.   本          2.  ガラス 

3.  ようふく        4.  ロボット 

 

82. 日本には工場がどのぐらいありますか。 

1.  55 万以上あります  2.  55 万あります     

3.  55 万以下あります 4.  やく55 万あります 

 

83. 日本の工場では一番作られているものはどれですか。 

1.  テレビ  2.  自動車 

3.  れいぞうこ 4.  ロボット 

 

84. 工場について、ただしくないものはどれですか。 

1. 食べ物や着るものも作ります。 

   2. 東京やおおさかなどにたくさんあります。 

  3. ロボットが仕事をするので人は働きません。 

4. いろいろなものを作るためにきかいを使います。  
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85-89            短いほうがいい？ 

 

  

 新聞では伝えたいないようを短いことばで書くことが多いです。短

いぶんでできるだけ多くのことを伝えるために、国の名前などはよく

漢字 1 文字で表されます。たとえば、中国は「中」、日本は「日」な

どが  (85)これです。ことばを短くするほうほうにはきそくのような

ものがあるので、なれてしまえば、外国人にも（86）むずかしいもの

ではありません。 

 国の名前を漢字で書くしゅうかんは中国語のえいきょうで、漢字の

音だけを使っています。たとえば、アメリカは亜米利加と書きますが、

それぞれの（87）とはかんけいがありません。短くするのは漢字だけ

ではありません。ダイヤ、コンビニのように短くしたカタカナのこと

ばも外国人にとってむずかしいことの一つです。カタカナは漢字とち

がって、一つ一つの文字が意味を持っていないので、短くするととて

も分かりにくいと、外国人は思っているようです。  

 

 

85. （85）これ は何ですか。 

1. 漢字になれるほうほう 

2. 外国人にとってむずかしいこと 

3. 国の名前を漢字 1文字で書くこと 

  4.  新聞に短くしたことばが多いこと 

 

86. （86）に入るものはどれですか。 

 1. これほど 2.  それほど 

         3. あれほど 4. どれほど 

 

87. （87）に入るものはどれですか。 

1. 漢字の意味 

2. 中国語の読み方 

3. その国の呼び方  

4. 日本のしゅうかん  
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88. 外国人が一番困っていることはどれですか。 

1. 漢字を短くすること 

2.      新聞にカタカナが多いこと 

3. 漢字の意味が分からないこと      

4. カタカナのことばを短くすること    

 

89. ただしくないものはどれですか。 

1. 中国では国の名前を漢字で書きます。 

2. 漢字を短くする時にきそくのようなものがあります。 

3. 分かりにくいので、カタカナのことばは短くしません。 

4. 新聞では国の名前も漢字 1文字で書くことが多いです。 
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90-94              ごみの出し方 

 

  （サックさんはごみを出しました。） 

 

おばさん： ちょっとあなた。そのふくろでごみを出してはいけま 

              せんよ。 

サック ： えっ、私のことですか。 

おばさん： ごみぶくろは決まっていますよ。まだ買っていませんか。 

サック ： はい、まだです。 

おばさん： スーパーで売っていますから、買ってください。 

サック ： はい、すみませんでした。 

あばさん： あっ、ごみの中にペットボトルも入っていますね。 

サック ： ペットボトルですか。 

おばさん： そのジュースですよ。それから、プラスチックは分けて 

      出してください。 

サック ： プラスチックも分けておくんですか。 

おばさん： そう。ほかの人のごみは分けてありますよ。 

サック ： すみません。ぜんぜん知りませんでしたから。 

おばさん： じゃ、ごみの出し方が書いてある紙をあげますよ。 

      分け方も出す日も書いてありますから。 

サック ： ありがとうございます。  

おばさん： それから、夜、ごみを出しておいてもいけませんよ。 

サック ： 分かりました。これからもいろいろ教えてください。 

 

              
 

ภาพจาก http://www.city.chita.aichi.jp, http://www.town.aichi-miwa.lg.jp, 

http://www.city.minato.tokyo.jp, http://www.hosting.medias.ne.jp 

 

 

http://www.city.chita.aichi.jp/
http://www.town.aichi-miwa.lg.jp/
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90. サックさんはどうして注意されましたか。 

 1. ごみを出したから     

 2. ふくろがちがっていたから 

 3. ごみをスーパーにすてたから     

 4. ごみを出した場所がちがっていたから  

 

91. ごみぶくろはどうしたらいいですか。 

 1. おばさんにもらうといいです。 

 2. スーパーで買っておくといいです。       

 3. スーパーでもらってくるといいです。       

 4. おばさんに買ってもらうといいです。  

 

92. ほかの人のごみはどうなっていましたか。 

 1. 夜、ごみぶくろを出しました。        

 2. プラスチックをいっしょに出しました。 

 3. ペットボトルをいっしょに出しました。       

 4. プラスチックをほかのふくろに入れました。 

 

93. ただしいものはどれですか。 

   1. プラスチックだけ分けて出します。    

   2. ペットボトルだけ分けて出します。  

   3. ごみは分けないで出してもいいです。          

   4. ごみを出す前に分けなければなりません。 

 

94. ただしくないものはどれですか。 

 1. ごみの分け方が書いてある紙があります。 

 2. ほかの人はごみぶくろをまだ買っていません。 

 3.      サックさんはごみぶくろをまだ買っていません。 

 4.   おばさんはサックさんにごみの出し方の紙をあげます。 
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95-100             手紙 
 

  

   とも子さんへ 

こんにちは。みなさんお元気ですか。お父さん、お母さん、妹の 

ゆみちゃん、それから犬のチョコはどうしていますか。冬は寒いから、

犬のさんぽは大変でしょうね。 

 私は元気です。この前、私の家族のメンバーがふえました。先月、

学校から帰ってきて家に入る時、家の前に小さいねこがいました。雪

のようにまっ白いねこでした。私はそのねこを連れて、家の中に入り

ました。ねこは右の目が青で、左の目がみどり色でした。とてもかわ

いいので、家族とそうだんして、家でそだてることにしました。 

私たちはねこに「ユキ」という名前をつけました。父は「トラ」が

いいと言ったのですが、私が（95）ねこなので、私が決めました。 

それから毎日ユキとボールやひもで楽しくあそんでいます。私が宿題

をしている間、ユキは母とテレビを見ています。夜は弟のベッドで寝

ています。 

ユキを見ていると、チョコのことを思い出します。またチョコと 

さんぽに行きたいです。ユキはとてもかわいいですが、チョコのよう

な犬も欲しいです。  

 それでは、また。お元気で。 

                                                  アン 

 

 

95.  （95）に入るものはどれですか。 

1. ひろった 2. すてた 

3. もらった 4. あげた 

 

96. 家族がふえたのはどうしてですか。 

1. 弟が生まれたから。       

2. ねこを見つけたから。  

3. とも子さんが犬をくれたから。      

4. とも子さんの家族と会ったから。   
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97. ユキはどんなねこでしたか。 

1. 元気で、小さいねこ            

2. つめたくて、白いねこ 

 3. かわいくて、青いねこ 

 4. 右と左の目の色がちがうねこ       

 

98. ねこの名前はだれが考えましたか。 

1. お父さん  2. お母さん   

3. アン  4. 弟 

 

99. アンさんはユキと毎日何をしますか。 

1. テレビを見ます。 

2. さんぽに行きます。   

3. 同じベッドで寝ます。 

4. ボールを使って、あそびます。 

 

  100. ただしくないものはどれですか。 

 1.  とも子さんは犬をかっています。 

2.  アンさんは 5人家族です。  

3.  アンさんは犬をかいたいと思っています。 

4.  アンさんはチョコとさんぽしたことがあります。  

 


