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使用教材： 使う順と連想マップで学ぶ漢字&語彙 日本語能力試験N4・N5使う順と連想マップで学ぶ漢字&語彙 日本語能力試験N4・N5 
Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 
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テストに出る300字 
1】① 水茶飲食田米作飯物堂菜野洗味肉 
2】 牛魚料台火 ② 一二三四五六七八九十 
3】 数百千万円安高金銀受員売買貸借 
4】 以内方全同 ③ 色白黒赤青店場品開服 
5】 着大小長短切低軽太重家部室音歌 
6】 声消見動最新古有文集多少当気好 
7】④ 質送答意注言自由思分知英語法字 
8】 取話電具便利使試強弱館本説読聞 
9】 男紙書研究考校勉題験問点先教習 
10】⑤ 会別友楽用都画止土乗来地待駅走 
11】 歩車発合所門入道進通界理図近遠 
12】 洋西北東南光空写事特持旅京何回 
13】 池川海林森山広外屋映 ⑥ 起休行始終 
14】 帰立出急計働仕世代建産工両力運 
15】 転引社学業 ⑦ 頭首心元体手足生顔目 
16】 口耳医者薬病院不悪死 ⑧ 族父母兄姉 
17】 私弟妹親主子犬鳥国県市町村区人 
18】 男女民住名春夏秋冬暑寒天雨風花 
19】 木時朝昼夜早午夕明暗今日月正度 
20】 去年半毎曜週上左中右下後真間前 



 
Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until:  L1. Nº15 (Pág.15) 

A.読み方と意味は何ですか。 
読み方（よみかた）La forma de leer / a reading  

意味（いみ）El significado / a meaning 

１)　この町は水道から出る水をペットボトルに入れて売っている。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

２）兄はぜんぜん野菜を食べない。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

３）新米はとてもおいしい。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

４）休みの日に洗たくができなかった。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

５）このキャンパスは食堂がとてもひろい。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

６）作文を書いて下さい。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

B.【　　】を漢字とおくりがなで書きましょう。 
１）田中さんは【たんぼ】に水を入れました。　　　　　　　　　  【　　　　　　　】 

２）母は【ちゃ】いろのふくが大好きです。　　　　　　　　【　　　　　　　】 

３）どこでおひるご【はん】を食べようか。　　　　　　　　【　　　　　　　】 

４）どう【ぶつ】えんに行った。　　　　　　　　　　　　　【　　　　　　　】 

５）父のしゅ【み】はアイドルのコンサートに行くことです。【　　　　　　　】 

６）ミラクルフルーツをかじると、レモンの【あじ】がかわる。【　　　　　　】 

７）昨日は【あら】いものをしなかった。　　　　　　　　　【　　　　　　　】 

８）今日はぶたにくが【やすい】。　　　　　　　　　　　　【　　　　　　　】 

Consigue más materiales en / Get more @ solamikyoushitsu.com 

https://www.amazon.co.jp/%E4%BD%BF%E3%81%86%E9%A0%86%E3%81%A8%E9%80%A3%E6%83%B3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6%E6%BC%A2%E5%AD%97-%E8%AA%9E%E5%BD%99-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%A9%A6%E9%A8%93N4%E3%83%BBN5-%E9%A3%AF%E5%B6%8B-%E7%BE%8E%E7%9F%A5%E5%AD%90/dp/4336059950
http://solamikyoushitsu.com/


 
Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L2. Nº10 (Pág.28) 

A.読み方と意味は何ですか。 
読み方（よみかた）La forma de leer / a reading  

意味（いみ）El significado / a meaning 

１)　コーヒーにぎゅうにゅうを入れて飲みます。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

２）七月七日はたなばたというおまつりがあります。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

３）一人で出かける。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

４）火であそんではいけません。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

５）台所から山が見える。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

６）クロワッサンが五つある。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

B.【　　】を漢字とおくりがなで書きましょう。 

１）母は【りょうり】を作りません。　　　　　    　 【　　　　　　　】 

２）【ここのか】からバリに行く。　　　　           【　　　　　　　】 

３）家にテレビが【さんだい】あります。　　　　　 　【　　　　　　　】 

４）来週の【かようび】にやきとりを食べに行きましょう。【　　　　　　　】 

５）ハビさんは【ようか】まで来ない。　　　　     　【　　　　　　　】 

６）ボールを【むっつ】もらいました。　　　　　   　【　　　　　　　】 

７）【しょくりょう】ひんを買う。　　　　　         【　　　　　　　】 

８）テストは来月【ふつか】にあります。　　　　　 　【　　　　　　　】 

Consigue más materiales en / Get more @ solamikyoushitsu.com 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L2. Nº25 (Pág.31) 

A.読み方と意味は何ですか。 
読み方（よみかた）La forma de leer / a reading  

意味（いみ）El significado / a meaning 

１) 四百⼈がコンサートに来た。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
２）はじめは5千円と聞いていたのに、5万円もとられた。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
３）安いものはすぐにこわれる。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
４）銀⾏はたくさんある。しかしお⾦はない。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
５）⽗も⺟も、会社員でした。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
６）のびたくんに数学をおしえてあげた。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 

B.【　　】を漢字とおくりがなで書きましょう。 

１）スーパーのさかな【うりば】に、きみがいた。        【　　　　　　　】 

２）ベトナム語のテストを【うけた】。　　　　　　　　　【　　　　　　　】 

３）あねに三万円【かり】ました。　　　　　　　    　　【　　　　　　　】 

４）【きんようび】、父にあった。　　　              　【　　　　　　　】 

５）この八百屋では、しんせんな野菜が【うられて】います。【　　　　　　　】 

６）お金を【にほんえん】にかえたい。　　              【　　　　　　　】 

７）あには【こうこうせい】だ。　　　　　　　        　【　　　　　　　】 

８）友だちにバイクを【かりた】。　　　　　　　        【　　　　　　　】 

Consigue más materiales en / Get more @ solamikyoushitsu.com 

https://www.amazon.co.jp/%E4%BD%BF%E3%81%86%E9%A0%86%E3%81%A8%E9%80%A3%E6%83%B3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6%E6%BC%A2%E5%AD%97-%E8%AA%9E%E5%BD%99-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%A9%A6%E9%A8%93N4%E3%83%BBN5-%E9%A3%AF%E5%B6%8B-%E7%BE%8E%E7%9F%A5%E5%AD%90/dp/4336059950
http://solamikyoushitsu.com/


 
Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L2. Nº40 (Pág.38) 

A.読み方と意味は何ですか。 
読み方（よみかた）La forma de leer / a reading  

意味（いみ）El significado / a meaning 
１) おじいちゃんに、おかしを全部⾷べられた。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
２）⽩と黒の服しかおいていないお店。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
３）洋服売り場におばさんがたくさんいる。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
４）この品物はデパートでは売られていません。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
５）マリアさん以外は全員が銀⾏員だ。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
６）店員が「いらっしゃいませ」とうるさい。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
B.【　　】を漢字とおくりがなで書きましょう。 

１）先月、犬の【あかちゃん】が生まれました。　       　【　　　　　　　】 

２）【りょうほう】ともすきではない。　　　             【　　　　　　　】 

３）そらが【あおい】。　　　　　　　                 　【　　　　　　　】 

４）さむいので、まどを【あけないで】ください。   　　  【　　　　　　　】 

５）ペーとパーさんはたんじょう日が【おなじ】だとおもう。【　　　　　　　】 

６）子どもに学校を【あんない】してもらいました。　　   【　　　　　　　】 

７）雨の【ばあい】でも、やります。　　　　　         　【　　　　　　　】 

８）田中さんの車は【くろくない】です。　　　　　　   　【　　　　　　　】 

Consigue más materiales en / Get more @ solamikyoushitsu.com 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L3. Nº5 (Pág.53) 

A.読み方と意味は何ですか。 
読み方（よみかた）La forma de leer / a reading  

意味（いみ）El significado / a meaning 

１) バスは⼋時に着く。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
２）太った⽝がこっちを⾒ている。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
３）教室がちょっと⼩さい。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
４）その⽇から、おじいさんは部屋から出なくなった。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
５）⼤⼈になりたくない。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
６）校⻑先⽣の話は⻑いです。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
B.【　　】を漢字とおくりがなで書きましょう。 

１）リュックが【かるくなった】。PCがなくなっていた。【        】 
２）【おんがく】を聞きながら料理をすることがある。 【          】 
３）カラオケで朝まで【うた】った。         【          】 
４）かたちはおなじだが、【おもさ】がちがう。    【          】 
５）【きって】がどこにあるか分からない。      【          】 
６）【おおきい】テレビがほしい。          【          】 
７）【いえ】で本を読む。              【          】 
８）あの⼭はふじ⼭より【ひくい】。         【          】 

Consigue más materiales en / Get more @ solamikyoushitsu.com 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L3. Nº20 (Pág.56) 

A.読み方と意味は何ですか。 
読み方（よみかた）La forma de leer / a reading  

意味（いみ）El significado / a meaning 

１) 本当に⼀⼈で⾏くんですか。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
２）多分⾬はふらないでしょう。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
３）だれもいないはずなのに声が聞こえる。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
４）この世界のものではない。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
５）運動が好きじゃない。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
６）エアコンを消さないでおいてください。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
B.【　　】を漢字とおくりがなで書きましょう。 

１）【ふるい】家にすんでいる。　　　　　　      【　　　　　　　】 

２）ゴミを【あつめて】ください。　　　　　　　　【　　　　　　　】 

３）このけしゴムはよく【きえ】ます。　　　　　　【　　　　　　　】 

４）この本は【あたらしい】。　　　　　　　　　　【　　　　　　　】 

５）【さい】きんのドラマはおもしろい。　　　　　【　　　　　　　】 

６）旅行が【だいすき】です。　　　　　　　    　【　　　　　　　】 

７）ご飯が【すくない】です。          　　　　　【　　　　　　　】 

８）山の上は【き】もちがいい。　　　            【　　　　　　　】 

Consigue más materiales en / Get more @ solamikyoushitsu.com 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L4. Nº15 (Pág.69) 

A.読み方と意味は何ですか。 
読み方（よみかた）La forma de leer / a reading  

意味（いみ）El significado / a meaning 

１) こたえが⾒えてしまっては、テストをする意味がない。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
２）質問したいことがある。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
３）マイクは⽇本で⽣まれそだったので、英語が話せない。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
４）⾃由時間に本を読む。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
５）1分で作れてしまうラーメン。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
６）⾃分の意⾒を⾔うとおこられる。 
読み⽅〈                          〉 
意味 （                          ） 
B.【　　】を漢字とおくりがなで書きましょう。 

１）ポルトガル【ご】であいさつをする。　　　　　　　　　【　　　　　　　】 

２）いもうとにラインを【おくる】。　　　　　　　　　　　【　　　　　　　】 

３）まだ【こたえ】をいわないでほしい。　　　　　　　　　【　　　　　　　】 

４）ばんごうが【おもいだせない】。　　　　　　　　　　　【　　　　　　　】 

５）なにかあれば、すぐに【しらせて】ください。　　　　　【　　　　　　　】 

６）本当のことを【いって】ください。　　　　　　　　　　【　　　　　　　】 

７）この道はあぶないから、【ちゅうい】して歩きましょう。【　　　　　　　】 

８）バスク語と日本語の【ぶんぽう】は少しにています。　　【　　　　　　　】 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L4. Nº30 (Pág.77) 

A.読み方と意味は何ですか。 
読み方（よみかた）La forma de leer / a reading  

意味（いみ）El significado / a meaning 

１)　火が強すぎます。弱火にしてください。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

２）電車のない国。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

３）コンビニは便利です。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

４）新聞にはフェイクニュースがたくさんある。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

５）エイリアンが図書館でハンバーガーを食べている。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

６）この先生は説明が下手すぎる。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

B.【　　】を漢字とおくりがなで書きましょう。 

１）このコップ、【つかわないで】ね。　　　　　　　　【　　　　　　　】 

２）ボクシングの【しあい】を見に行こう。　　　　　　【　　　　　　　】 

３）えきはあのゆう【びん】きょくのむこうです。　　　【　　　　　　　】 

４）【ほん】だながたおれた。　　　　　　　　　　　　【　　　　　　　】 

５）あそこのチョコレート、【とって】くれない？　　　【　　　　　　　】 

６）サービスを【りよう】するのにお金がかからない。　【　　　　　　　】 

７）【どうぐ】がなければ、なおすことができない。　　【　　　　　　　】 

８）【きょうりょく】カビ取り用洗ざい。　　　　　　　【　　　　　　　】 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L4. Nº45 (Pág.80) 

A.読み方と意味は何ですか。 
読み方（よみかた）La forma de leer / a reading  

意味（いみ）El significado / a meaning 

１) ごみ問題について考える。 
読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
２）漢字のべんきょうができるアプリ。 
読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
３）研究者たちがゾンビになった。 
読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
４）学校では教えてくれない。 
読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
５）毎⽇練習しても上⼿くならない。 
読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
６）強い⾬で、まるでシャワーをあびているかのようだ。 
読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
B.【　　】を漢字とおくりがなで書きましょう。 

１）けい【けん】したことがない。          【       】 
２）しまった。かのじょの名前、漢字で【かけない】。 【       】 
３）⽣きる意味を【おしえて】ください。       【       】 
４）ピアノを【ならって】みたかった。        【       】 
５）どう【かんがえても】⾃分が悪い。        【       】 
６）漢字テスト、【さんじゅってん】だった。     【       】 
７）もらった【てがみ】を、読んだことがない。    【       】 
８）【べんきょう】よりもゲームが好き。       【       】 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L5. Nº15 (Pág.93) 

A.読み方と意味は何ですか。 
読み方（よみかた）La forma de leer / a reading  

意味（いみ）El significado / a meaning 
 

土曜日（　　　　　　）〈　　　　　　〉学校　（　　　　　　）〈　　　　　〉 

近く　（　　　　　　）〈　　　　　　〉銀行　（　　　　　　）〈　　　　　〉 

友人　（　　　　　　）〈　　　　　　〉会う　（　　　　　　）〈　　　　　〉 

土曜日、学校の近くの銀行で友人に会いました。土曜日、学校の近くの銀行で友人に会いました。  

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 
 

東京　（　　　　　　）〈　　　　　　〉地下鉄（　　　　　　）〈　　　　　〉 

電車　（　　　　　　）〈　　　　　　〉数　　（　　　　　　）〈　　　　　〉 

多い　（　　　　　　）〈　　　　　　〉 

東京の地下鉄は日本一電車の数が多いです。東京の地下鉄は日本一電車の数が多いです。  

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 
 

楽しみ（　　　　　　）〈　　　　　　〉花火　（　　　　　　）〈　　　　　〉 

大会　（　　　　　　）〈　　　　　　〉雨　　（　　　　　　）〈　　　　　〉 

中止　（　　　　　　）〈　　　　　　〉 

楽しみにしていた花火大会が、雨のせいで中止になった。楽しみにしていた花火大会が、雨のせいで中止になった。  

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 
 

走る　（　　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

乗る　（　　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

用事　（　　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

用意　（　　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

別れる（　　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

別　　（　　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

会話　（　　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

計画　（　　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

駅前　（　　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　　〉 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L5. Nº30 (Pág.100) 

A.読み方と意味は何ですか。 
読み方（よみかた）La forma de leer / a reading  

意味（いみ）El significado / a meaning 
1.世界中から手紙が届く。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

2.休む理由が見つからない。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

3.遠くまできたのに、もう帰らなければならない。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

4.図書室にはおばけがいる。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

5.だから、入ってはいけない。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

6.進むべき道。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

7.じゅうたいで、通ることができません。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

8.「発車します。オーライ！オーライ！」 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

B.【　　】を漢字とおくりがなで書きましょう。 

1.家から一番【ちかい】コンビニ。　2.アシタカは【もん】を一人で開けました。 

 

 

3.【だいがくにゅうがく】おめでとう！　　　4.【らいねん】、ひっこしします。 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L5. Nº45 (p103) 

A.読み方と意味は何ですか。 

写真　　　（　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　〉 

持ち物　　（　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　〉 

特別　　　（　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　〉 

空気　　　（　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　〉 

大事　　　（　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　〉 

東南アジア（　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　〉 

西洋　　　（　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　〉 

説明　　　（　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　〉 

新聞紙　　（　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　〉 

切手　　　（　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　〉 

洋服　　　（　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　〉 

店員　　　（　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　〉 

会場　　　（　　　　　　　　　　　　　）〈　　　　　　　　　　　　　　　〉 

B．となりの人の『N4N5』テストの右上に、あなたの名前を書いてみて

下さい。はじめに言われたことばは何ですか。 

 

『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』だった。 
 
C.質問に答えて下さい。 

１】あなたは1ヶ月に何回けいたい電話を手から落としますか。 

 

 

２】あなたは土曜日から、クラスの誰かと北海道へ行きます。誰と行きますか。 

 

 

３】あなたの友だちが8月に京都に行きます。アドバイスをしてあげて下さい。 

 

 

４】台所で使う道具の名前を一つ書いて下さい。 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L6. Nº5 (Pág.115) 

A.読み方と意味は何ですか。 

1.休⽇、駅前に新しくできた映画館に⾏こうと思っていました。 
読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

2.デパートの屋上にレストランがあります。 
読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

3.森の中は思ったよりさむくなかった。 
読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

4.海は広いな⼤きいな。 
読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

5.終わりの始まり。 
読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

6.この道を真っ直ぐ進んだところで休みましょう。 
読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

7.今⽇は６時に起きするつもりだったのに・・・。 
読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

8.オリンピックは来年⾏われます。 
読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

B.漢字で書けるところは漢字で書いて下さい。 
1.こうえんに、ひゃくまんえんのはいったふくろがおちていたらしい。 

 

 

2.もうすぐはやしさんともりさんのしあいがはじまります。 

 

 

3.いけのなかにさかながさんびきいる。 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L6. Nº20 (Pág.118) 

A.読み方と意味は何ですか。 
読み方（よみかた）La forma de leer / a reading  

意味（いみ）El significado / a meaning 
1.仕事から帰った。あれ？家のまどが開いている。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

2.赤ちゃんの世話をするのはとても大変です。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

3.市は新しい図書館を建てました。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

4.世代がちがう。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

5.日本で働く外国人が多くなった。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

6.帰りの電車に間に合わない。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

7.計画が上手くいかないこともある。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

8.急行がとまらない駅。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

B.漢字で書けるところは漢字で書いて下さい。 
1.うんどうはからだにいい。         2.ちちにとけいをもらった。 
 
 
3.えどじだいのはなし。           4.りょうてでもってください。 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L7. Nº10 (Pág.130) 

A.読み方と意味は何ですか。 

1.うちのおばあちゃんは元気すぎる。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

2.お金が足りるか、心ぱいだ。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

3.質問がある人は手を上げて下さい。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

4.旅行の一日目は京都に行くはずでした。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

5.となりの山田さん、この前二人目が生まれたばかりなのに。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

6.一人海外へ転きんしなければ首になるらしい。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

7.見ていて心がいたい。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

8.電車は八時ごろ東京駅に着きました。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

B.漢字で書けるところは漢字で書いて下さい。 
1.きんようびはちちのしごとをすこしてつだいます。 
 
 
2.このごがくがっこうのこうちょうはあたまがおおきいとおもう。 
 
 
3.あなたのかおはもうみたくない。 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L8. Nº5 (Pág.143) 

A.読み方と意味は何ですか。 

1.医者になるのは大変だ。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

2.大きな病院に行ったことがない。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

3.けいたい電話がないと不便だ。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

4.もう一回家族に会いたい。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

5.世界の人口はふえている。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

6.薬を飲んで、死なない体を手に入れた。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

7.そ父はけんこうで、目も耳もいいが、人が悪い。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

8.兄のボーイフレンドは昔姉のボーイフレンドだった。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

B.漢字で書けるところは漢字で書いて下さい。 
1.「わるかったな。おにいちゃん、おまえのケーキぜんぶたべて・・・。」 
 
 
2.。びょういんのベッドのうえでしにたくはないと、あんなにいっていたのに。 
 
 
3.なぜだろう。ははのともだちはぼくとかおがとてもよくにている。 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L8. Nº20 (Pág.146) 

A.読み方と意味は何ですか。 

1.兄弟が多いとお年玉は少ない。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

2.みっちゃんが飼っていた鳥を食べたのは、うちの犬です。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

3.「ご主人さま。」と、一回言ってみたかった。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

4.そ父は、区のゴミ出しのルールをぜんぜんまもらない。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

5.ゴールデンウィークは親と旅行する。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

6.妹のたんじょう日が思い出せない。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

7.「お姉ちゃん。私、村の人たちがこわい」 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

8.山口県のしものせき市で『だんのうらのたたかい』があった。 

読み方〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉 

意味　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

B.漢字で書けるところは漢字で書いて下さい。 
1.にしのそらをみながら、うまれそだったまちをでていく。 
 
 
3.わたしのすきなせんせいはたばこくさい。 
 
 
4.このくにでいきていくのはたいへんだ。 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L8. Nº35 (Pág.153) 

🐸えらんでください🐸 

雨　秋　熱　暑　住所　往所　町長　家　特　市民　映画

　名前　遊　終　春　昸　有名　帰　掃　持　引　旅行　

待　冬　市長　京都　部屋　電気　侍　祭　変　前　年代 
1.□の□に□な男の人がいます。 

 

2.パリの□□は、□□の事をどう思っているのだろう。 

 

3.ここに□□と□□を書きます。 

 

4.この町では、□によく□が降ります。 

 

5.今年の夏はとても□かった。 

 

6.□田県のお米は美味しくて□□です。 

 

7.北海道の雪まつりは、□のイベントです。 

 

8.□き出しからドラエモンが出てきた。 

 

9.70□□の名作□□を見た。 

 

10.アルバイトが□わるまで、外で□つよ。 

 

11.□□□□へは、何を□って行こうかな。 

 

12.家に□ると、□□の□□がついたままだった。 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L8. Nº50  (Pág.160) 
🐸えらんでください🐸 

着物　本当　自分　白分　気分　中止　半止　寒　牛前中　午前中　昼

自由時間　今朝　特　花火大会　道　島　鳥　地下研究場　地下研究所

気持ち良い　気侍ち良い　気待ち良い　大風　台風　火花大会　好　妬 
 

1.□□が□□に□きな事は何だろう。⇨ 

2.明日の□□□は大雨だそうだ。⇨ 

3.新しい□□。⇨ 

4.□□□□に買い物に行く。⇨ 

5.風が□□□□□。⇨ 

6.しあわせだなぁ。天国にいる□□。⇨ 

7.□□□□は□□になりました。⇨ 

8.木の上に□がいる。⇨ 

9.□□の日に出かけるなんて。⇨ 

10.□□□□□から逃げ出した少女エル。⇨ 

11.この□は□よりも夜のほうが明るい。⇨ 

12.□□は□に□いですね。⇨ 
 

🌷次の文はどこか間違っています。直してください。🌷 

1.この町の冬は、一日中暗いにならない日がある。⇨ 

2.仕事を始めるのは、毎日牛前8時です。⇨ 

3.今日は友だちと夕飲を食べます。⇨ 

4.明日、外が暗くなるまで仕事をしました。⇨ 

5.1月1日はお止月です。⇨ 

6.何度だけでいいから、インドに行ってみたい。⇨ 

7.父は市の村長です。⇨ 

8.ピカチュウは、Narutoというアニメに出てきます。⇨ 

9.孝えても孝えても、答えが分からない。⇨ 

10.図書館の中では、タバコをすってもいけません。⇨ 
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Fuente / Source:  Learn Kanji and Vocabulary by frequency of use (JLPT N4/N5) 

Hasta la lección / Until: L8. Nº65  (Pág.163) 
 

🌷次の文はどこか間違っています。直してください。🌷 
 

1.先週の日曜日、ピクニックに行くよていです。 

 

2.箱を上に上がるのを手つだって下さい。 

 

3.最後に一つ、質間があります。 

 

4.『たけし』は下から読んでも上から読んでも同じだ。 

 

5.プールの真ん中に、大きな池がある。 

 

6.前に見た映画の名前が思い出れない。 

 

7.今度いっしょに、ビールを飲みましたか？ 

 

8.私は昼間眠いそうです。 

 

9.この中学生は、食堂が大きくてきれいです。 

 

10.タブレットを忘れて、否便だった。 
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