
「エリンと挑戦！にほんごテスト」コンテンツ一覧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

大分類 学校 家 食べ物 町 日常 楽しみ 数 数 日常 町

学校 家 日本の食べ物 コンビニ 季節 日本のもの 月の呼び方 数字 家族 交通機関

やり取り
生徒：おはようございます
先生：おはよう

生徒：ただいま
母親：おかえりなさい

生徒A：それ、どう？
生徒B：おいしいよ

生徒A：おはよう
生徒B：おはよう

生徒：こんばんは
近所の人：あら、どうも

生徒A：みてみて
生徒B：きれいだね

女の子：こんにちは
(近所の人が軽く頭を下げる)

先生：転校生だ。みんな仲良
くな。
生徒：はじめまして。田中で
す。

生徒A：あ、あかちゃん！
生徒B：かわいい！

生徒A：バイバイ
生徒B：またね

文化 日本の学校クイズ 日本の家クイズ 日本の食べ物クイズ 日本のまちクイズ 日本の季節クイズ 日本のサブカルチャークイズ 日本のカレンダークイズ 数字に纏わるクイズ 身長、年齢クイズ 日本の電車クイズ

大分類 学校 町 食べ物 楽しみ 町 家 楽しみ 数 学校 日常

教室 アルバイト 好きな食べ物 日本の観光地 町の施設 家のもの 夏のイベント ～つ 制服 色

やり取り
先生：どうぞ
生徒：失礼します

生徒：あのー。
店長：どうしたの？
生徒：すみません。
　　　明日やすみたいんです
が。

生徒：すみません
店員：はい

(SNSで)
いいね！

生徒A:カラオケいこうぜ
生徒B:いく！

生徒A母：いらっしゃい。どう
ぞ。
生徒B：おじゃまします

生徒A：いたたたたた、いた
いー。
生徒B：大丈夫？

店員：いらっしゃいませ。
女の子：これください
店員：Aセットですね。
　　　かしこまりました。

生徒A：それ、かわいいね
生徒B：ありがとう

テレビ実況：ゴーール！
生徒A：やった！
生徒B：いえーーい！

文化 日本の学校クイズ２ アルバイトに関するクイズ 日本の食べ物クイズ２ 日本の観光名所クイズ
日本のエンターテイメントクイ

ズ
日本人の生活クイズ 日本の行事クイズ 数字に纏わるクイズ２ 日本の挨拶クイズ 色に纏わるクイズ

大分類 学校 家 食べ物 家 楽しみ 日常 学校 数 日常 楽しみ

学校システム 家具とペット 食器 電化製品 クールジャパンと職業 方向と位置 部活 ～人/年生 曜日 旅行

やり取り
生徒：おもちします。
先生：ありがとう。たすかる
わ。

母親：ごはんよー。
生徒：いただきます。

(自宅の食卓で)
あー食べた食べた。ごちそう
さま。

生徒A：これ誰の？
生徒B：わたしの！

生徒A：コンサート、
　　　 ちょーたのしかったね。
生徒B：たのしかった！

生徒A：どこいく？
生徒B：ここはどう？

(体育の授業で)
先生：1.2.1.2
生徒たち：1.2.1.2

(クラスメートと)
じゃんけんぽん！

店長：土曜日は、やすみです
か？
生徒：いいえ、学校にいきま
す。

(車に向かっていく子供に)
あぶない！

文化 日本語クイズ 日本人の生活クイズ２ 日本の食べ物クイズ３ 日本の電気用品クイズ 日本のアニメ・職業クイズ 日本の地名に関するクイズ 日本のスポーツクイズ 数字に纏わるクイズ３ 日本の交通機関クイズ

大分類 学校 町 学校 楽しみ 数 楽しみ 数 日常 楽しみ 楽しみ

教科 建物 放課後 趣味 時間 冬のイベント テストと枚数 体 プレゼント 日本文化

やり取り
先生:この問題わかる人。
生徒:はい！

生徒A:つかれた。
生徒B:おれも。

生徒：先生、さようなら。
先生：さようなら。

生徒A：どう？
生徒B：うまい！

子供：おやすみなさい
母親：おやすみ

A：すみません
B：大丈夫です

生徒A：やった！100点だ！
生徒B：すごい！

A：ありがとうございます
B：どういたしまして

(パーティーにて)
おたんじょうびおめでとう

生徒A：これ、好き！
生徒B：わたしも

文化 教科に関するクイズ 建物クイズ
日本のポップカルチャークイ

ズ
日本人の生活クイズ３ 時間に関するクイズ 数字に纏わるクイズ４ 日本の硬貨クイズ 日本の健康に関するクイズ 日本の贈り物クイズ 日本の伝統文化クイズ
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「エリンと挑戦！にほんごテスト」コンテンツ一覧（春）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

学校 家 食べ物 町 日常 楽しみ 数 数 日常 町

学校 家 日本の食べ物 コンビニ 季節 日本のもの 月の呼び方 数字 家族 交通機関

がっこう うち すし コンビニ はる マンガ いちがつ 1 わたし でんしゃ

きょうしつ げんかん てんぷら えき なつ カラオケ にがつ 2 おとうさん ひこうき

つくえ だいどころ ラーメン カフェ あき j-pop さんがつ 3 おかあさん バス

いす トイレ うどん スーパー ふゆ かぶき しがつ 4 おじいさん くるま

せんせい おふろ そば こうえん にゅうがくしき アニメ ごがつ 5 おばあさん バイク

せいと にわ カレー レストラン さくら ロボット ろくがつ 6 かぞく じてんしゃ

きょうかしょ へや ハンバーガー おにぎり はれ くるま しちがつ 7 おにいさん しんかんせん

ノート とけい フライドポテト サンドイッチ くもり バイク はちがつ 8 おとうと タクシー

えんぴつ テレビ みず ぎゅうにゅう あめ しんかんせん 9がつ 9 おねえさん ふね

けしゴム パソコン おちゃ おべんとう ゆき ゲーム 10がつ 10 いもうと ちかてつ

でんしじしょ でんしレンジ コーヒー ざっし たいふう おりがみ 11がつ 100 あかちゃん えき

ペン れいぞうこ こうちゃ おでん じしん きもの 12がつ 1000 ペット ICカード

がっこうに
いきます

うちに
かえります

ラーメンを
たべます

コンビニ
いこうよ！

さくらを
みます

J-POPを
ききます

8がつは
とてもあついです

がっこうで
べんきょうします

おとうとと
あそびます

でんしゃに
のります

 

けしごむ、ありま
すよ

おふろに
はいります

みずを
のみます

こうえんで
あそぼう

あめが
ふります

マンガを
よみます

10がつは
すこしさむいです

サンドイッチを
かいます

ペットが
います

バスが
きた！

あたらしい かわいい つめたい ほん あさ かっこいい あつい ひらがな おとな はやい

ながい やすい あたたかい ざっし ひる おいしい さむい カタカナ こども おそい

みじかい たかい ひろい しんぶん よる おもしろい すてきな かんじ あかちゃん ふるい

(朝、友達と学校の廊下
を歩いていると先生が
反対からきて)
女子生徒A：おはようご
ざいます
先生（男）：おはよう

(家に帰って)
女子生徒A：ただいま
女子生徒の母：おかえり
なさい

(友達がハンバーガーを
食べている）
女子生徒B：それ、ど
う？
女子生徒A:おいしいよ

(朝、駅で友達と出会う)
男子生徒A：おはよう
男子生徒B：おはよう

(学校帰りで制服。１
人。時間は夕方～夜。
道を歩いていて、近所
の人とすれ違う)
男子生徒：こんばんは
近所のおばさん：あら、
どうも

(桜をみて）
女子生徒B :みてみて
女子生徒A：きれいだね

(制服ではない服で日
中。妹と一緒。スー
パーの前で、近所の人
とすれ違う)
女子生徒：こんにちは
近所のおばさん：(何も
言わず笑顔で会釈)

(がやがやしている教室
に転校生）
(先生の横に立ち、頭を
下げて、)
先生（男）：転校生だ。
みんな仲良くな。
男子生徒C:はじめまし
て。田中です。

（ベビーカーが通り）
女子生徒A:あ、あか
ちゃん！
女子生徒B:かわいい！

(放課後の教室)
女子生徒A：バイバイ
女子生徒B：またね

At what age do children
enter elementary
school in Japan?

What do Japanese
people say as a greeting
when they enter other
people's homes?

What do you say when
you start to eat a meal?

What are the most
common hours for
convenience stores in
Japan?

Which flower do people
usually view in
"ohanami"?

What type of robot is
Doraemon?

In what month do most
schools have an
entrance ceremony in
Japan?

What kind of people
used hiragana in
ancient times?

At what age are people
recognized as adults in
Japan?

What are the ticket
offices in JR stations
called?

What do students
usually do at the
beginning and the end
of the class?

About how many rooms
does a house in Japan
have on average?

When you have sushi,
which fish does the
word "toro" usually
refer to?

What do store clerks
say to customers when
they enter the store?

Which fish is said to
foretell an earthquake
before it occurs?

Which one of the
following groups does
not belong to Johnny's
Entertainment Inc.?

What is the name of
the holiday period that
includes a number of
national holidays from
the end of April to the
beginning of May?

How many kanji do
children learn in total
by the time they
graduate from
elementary school in
Japan?

What is the
approximate average
height of Japanese
third-year male high
school students?

What do you call the
box lunch that is sold
at stations for eating on
the train?

Who usually cleans the
classroom?

Approximately what
percentage of homes in
Japan have "Washlet"
toilets equipped with a
warm-water, bidet
function?

What kind of cooking is
the major cause of
kitchen fires?

What do store clerks
say to customers when
they are leaving the
store?

What is the name of
the postcards that
people send as a
greeting for New Year's
Day?

What do you call the
male kabuki actor who
performs a woman's
role in kabuki?

How many times have
the Summer and
Winter Olympic Games
been held in Japan?

What is the telephone
number to call an
ambulance in Japan?

What is the
approximate average
height of Japanese
third-year female high
school students?

In general, what is the
speed limit for cars on
expressways?

Which is the sound of
the school chimes?

Which is the sound of
the microwave oven
when it's done?

What do you say when
you finish eating a
meal?

Which is the sound
when the train is ready
to leave the station?

Which Japanese means
lots of rain is falling?

Which one of the
following samurai
words means "thank
you"?

Which expression is
used when something
enjoyable is coming up?

What do you say when
you answer the phone?

What do you say when
you get up in the
morning?

Which Japanese
expresses a train
moving?

Which of these four
illustrations shows how
students raise their
hands in school?

Which is manshon
among the following
pictures?

In Japanese
superstition, what will
you become if you lie
down soon after you
have finished your
meal?

In what kind of
package is milk sold at
shops in Japan?

Which one of these
confections do people
eat on Tango no Sekku
(Children's Day) on
May 5?

Which of the 4 pictures
shows a kanzashi, used
as a hair ornament?

Which shape of wall
socket is used for
electric appliances in
Japan?

Which one of the
following kanji does not
actually exist?

Which one of the
following is the correct
sign for "Tomare
[Stop]"?

In the business world,
what is "the best seat"
for your client to take
when he or she gets in
a taxi?
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「エリンと挑戦！にほんごテスト」コンテンツ一覧（夏）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

学校 町 食べ物 楽しみ 町 家 楽しみ 数 学校 日常

教室 アルバイト 好きな食べ物 日本の観光地 町の施設 家のもの 夏のイベント ～つ 制服 色

きょうしつ アルバイト カレー ほっかいどう カラオケ トイレ はなび 1つ 制服 あか

ろうか レストラン おこのみやき とうきょう ゆうえんち シャワー プール 2つ シャツ あお

ロッカー コンビニ ラーメン きょうと どうぶつえん おふろ キャンプ 3つ ネクタイ きいろ

ごみばこ スーパー からあげ おおさか えいがかん タオル うみ 4つ リボン しろ

こくばん カフェ パスタ ひろしま カフェ ハンカチ やま 5つ くつした くろ

げたばこ おかね みそしる おきなわ ショッピングセンター エアコン おまつり 6つ バッグ みどり

こうてい ハンバーガー ごはん しんじゅく ぎんこう まど ひやしちゅうか 7つ ぼうし ちゃいろ

ほけんしつ フライドポテト パン あさくさ けいさつ かいだん スイカ 8つ スカート オレンジ

としょかん ケーキ やさい あきはばら ゆうびんきょく カーテン アイスクリーム 9つ ズボン ピンク

おんがくしつ サンドイッチ くだもの しぶや びょういん ベランダ かきごおり 10 くつ グレー

しょくいんしつ パフェ にく はらじゅく えき ドア ジュース 0 ジーンズ むらさき

たいいくかん ともだち さかな にほん/にっぽん くうこう たな みず いくつ ワンピース いろ

としょかんで
べんきょうします

アルバイトを
やすみます

パスタを
よくたべます

とうきょうから
きました

J-POPを
歌います

シャワーを
あびます

ジュースを
のみます

スーパーで
かいます

せいふくを
きます

あかが
にあいます

くつを
はきます

レストランで
食べます

やさいは
あまりたべません

あさくさで
おります

カラオケ
いかない？

まどを
あけます

ぼうしを
かぶります

たくさん
かいました

くつを
ぬぎます

マンガを
かきます

ひろい べんりな うし かゆい おしゃれな きれいな つめたい おかね がくらん きん

せまい ちいさい ぶた しずかな ちかい すずしい たのしい クレジットカード セーラーふく ぎん

あかるい おおきい とり にぎやかな とおい あつい ねむい むりょう ブレザー どう

(学校の準備室のような
部屋のドアをノック。コ
ンコンをカタカナの文字
で)
先生（女）：どうぞ
男子生徒A：失礼します

(アルバイト先で上司に)
男子生徒B：あのー。
店長（男）：どうしたの？
男子生徒B：すみませ
ん。明日やすみたいん
ですが。

(カフェでメニューを持ち
店員を探し、手を上げよ
ぶ)
女子生徒B：すみません
男性店員A：はい

(スマホをいじっていて
FBのような画面に東京
の写真) (いいね！ボタ
ンをタップする)
効果音的声：いいね！

(男子高校生が下校中)
男子生徒A:カラオケい
こうぜ
男子生徒B:いく！

（友達の家の玄関でベ
ルを押す。友達のお母さ
んがドアをあけて）
男子生徒A母：いらっ
しゃい。どうぞ。
女子生徒A：おじゃまし
ます

(カキ氷を食べていたら
頭がいたくなる)
女子生徒A：いたたたた
た、いたいー。
女子生徒B：大丈夫？

男性店員：いらっしゃい
ませ。
(ファストフードでメ
ニューをさして)女の子：
これください
男性店員：Aセットです
ね。かしこまりました。

(新しいワンピースをき
て、友達に会ったとき)
女子生徒B：それ、かわ
いいね
女子生徒A：ありがとう

（男の子何人か。テレビ
でスポーツをみていて、
勝った瞬間）
テレビ実況：ゴーー
ル！
男子生徒A：やった！
男子生徒B：いえーー
い！

What is the footwear
that students put on
inside the school
building called?

What is an item that
you usually cannot buy
at convenience stores
in Japan?

What do you call the
dish that is originally
from Hokkaido and is
mutton grilled on a
griddle?

How many prefectures
in total are there in
Japan?

What do you call the JR
train car that is
luxuriously equipped and
has wider seats for those
who have purchased a
special ticket?

When is the most
common time for people
in Japan to take a
bath?

What do you call the
traditional garment
that people often wear
when they go out for
summer festivals or
fireworks festivals?

At what age do you
start paying the adult
train fare?

What do people say
when they leave home?

What is an obvious lie
called?

What is the most
common family name
in Japan?

Which language does
the Japanese word
"arubaito [part-time
job]" originally come
from?

Which of the following
fish is said to provide
strength for your tired
body if taken on
summer days?

Which of the following
is a theme park in
Osaka?

What is the full name
of the female idol
group commonly
known as "Momo
Kuro"?

How often do most
people in Japan take a
bath?

Which one of the
following sports is held
at Japanese festivals
that are dedicated to
deities?

Karaoke was invented
by a Japanese,
Daisuke Inoue. When
did he make the first
karaoke?

What do people say to
the people who leave
home?

What face color do you
say to express that
someone looks sick?

Around what time do
most people in Japan
get up?

What percentage of
Japanese high school
students have part-
time job experience?

Which language is the
word tempura
originally from?

How high is Mt.Fuji,
the highest mountain
in Japan?

What special feature
does the "Takarazuka"
theater have?

What is the place to
keep futon in a
Japanese-style room
called?

What is the game in
which the players say a
word which begins with
the last sound of the word
the previous player has
said; for example, “neko"
→“kodomo"?

How many members
are there in female
idol group AKB48?

What is the name of
the summer campaign
to reduce electricity
consumption by
wearing lighter
clothing?

Which colours are the
covers of a Japanese
passports (for general
passengers) ?

In which way do
Japanese people
customarily knock a
door?

What do clerks usually
say first to customers
at fast food
restaurants?

Which is the expression
to describe the sound of
eating noodles such as
soba and Ramen?

What is the
abbreviated form of
"Akihabara" that
people usually say?

What is the name of
the place where you go
when you are injured
or get sick?

Which is the expression
in Japanese to describe
the sound of cutting
paper or hair with
scissors?

At fireworks festivals
in Japan, what do
people shout when the
fireworks are set off?

Which is the sound
that is often used
when a ghost comes
out?

Which sound flows in
Japan, when traffic lights
turn green to indicate
that passengers should
cross the road at
intersections?

What do you say in
Japanese when you got
very surprised?

About what percentage of
the total do boys'
schools(A), girls'
schools(B) and
coeducational schools(C)
account for, respectively?

Which of the following
is yakitori?

Which is the right way
to use chopsticks?

Which is the Tokyo
Metropolitan Office in
Shinjuku?

Which is a bowl used
for serving miso soup?

Which is the right way
to use a Japanese-style
toilet?

Gozan no Okuribi
Bonfire Festival in
Kyoto is famous for a
character made by the
fire. What character is
it?

Which is the Yamanote
Line that runs around
central Tokyo?

Which is the food that
has octopus and is sold
in food stalls at
festivals?

Which food is not made
from rice?

夏

：

questions 
with audio 
clips

よく

あまり たくさん
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「エリンと挑戦！にほんごテスト」コンテンツ一覧（秋）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

学校 家 食べ物 家 楽しみ 日常 学校 数 日常 楽しみ

学校システム 家具とペット 食器 電化製品 クールジャパンと職業 方向と位置 部活 ～人/年生 曜日 旅行

しょうがっこう いぬ おさら パソコン かいしゃいん きた さどうぶ ひとり げつようび りょこう

ちゅうがっこう ねこ コップ ゲーム いしゃ みなみ しょどうぶ ふたり かようび ホテル

こうこう うさぎ スプーン テレビ エンジニア ひがし えんげきぶ さんにん すいようび こうよう

だいがく とり フォーク カメラ かんごし にし がっしょうぶ よにん もくようび おてら

ぶんけい きんぎょ ナイフ
スマートフォン

スマホ
にんじゃ いりぐち びじゅつぶ ごにん きんようび じんじゃ

りけい ペット はし けいたいでんわ アイドル でぐち すいそうがくぶ なんにん なんようび おみやげ

にゅうがくしき テーブル あさごはん アイロン コンサート うえ サッカーぶ 1ねんせい どようび びじゅつかん

しけん ソファ ひるごはん ドライヤー J-POP した やきゅうぶ 2ねんせい にちようび はくぶつかん

ぶかつ ベッド ばんごはん ラジオ クラシック まえ バレーボールぶ 3ねんせい ごぜん しゃしん

たいいくさい ふとん さとう せんたくき マンガ うしろ バスケットボールぶ 4ねんせい ごご ちず

ぶんかさい ざぶとん しお そうじき アニメ なか テニスぶ 5ねんせい やすみ てがみ

そつぎょうしき スリッパ しょうゆ でんき ドラマ そと りくじょうぶ 6ねんせい しゅうまつ さいふ

もくようびに にほんごを
べんきょうします

ねこと
あそびます

はしで
たべます

アイロンを
かけます

てがみを
かきます

いりぐちに
ねこがいます

サッカーぶに
はいろうぜ

かぞくは
よにんです

しゅうまつはいつも
ゆっくりします

しゃしんを
とります

きょうは
しけんがあります

にわが
あります

おさらを
あらいます

ゲームを
します

ともだちとコンサートに
いきました

うしろを
みてください

シャツを
あらいます

わたしは
にねんせいです

どようびは
やすみです

しゃしんはちょっと
…

きりつ あかるい きれいな あたらしい げんきな みぎ たのしい グー いそがしい あか

れい くらい きたない ふるい ねむい ひだり おおい チョキ ひまな きいろ

ちゃくせき たいへんな おもしろい さむい かわいい まっすぐ すくない パー はやい あお

(先生がたくさん荷物を
もって歩いている)
女子生徒A：おもちしま
す。
先生(女)：ありがとう。た
すかるわ。

（家族揃って食卓にすわ
る）
男子生徒A母：ごはん
よー。
男子生徒A：いただきま
す。

（家族揃って食事の最
中。男の子食べ終わる）
男子生徒A：あー食べた
食べた。ごちそうさま。

（生徒同士が話してい
る横にスマホが落ちて
いる。通りがかったほ
かの学生が拾って）
男子生徒B:これ誰の？
女子生徒A:わたしの！

（コンサート⇒退場）
女子生徒A:コンサート、
ちょーたのしかったね。
女子生徒B:たのしかっ
た！

(東京ウォーカーのよう
なものをみながら)
男子生徒B：どこいく？
女子生徒B：ここはど
う？

(体育の授業でランニン
グ)
先生(男)：1.2.1.2
生徒たち(男女混合)：
1.2.1.2

(みんなが集まって、
せーのの感じ）
生徒たち(男女混合)：
じゃんけんぽん！

（バイト先の店長と話し
ている）
店長(男)：土曜日は、や
すみですか？
女子生徒B：いいえ、学
校にいきます。

(子供が車の前に飛び
出てくる)
女子生徒A：あぶない！

Where were kanji born? In which direction
should people not put
their head when they
sleep?

What is soy sauce made
of ?

Which one of the
following game
machines was not
manufactured by
Nintendo?

What fruit did Luffy,
the main character of
"ONE PIECE," eat?

What prefecture is
located in the
northernmost part in
Japan?

What is the
professional soccer
league in Japan called?

How many years are
there in junior high
school in Japan?

Which of the following
is usually closed on
Sundays?

Approximately how
long does it take from
Tokyo to Okinawa
(Naha) by air?

Among all public
elementary schools,
about what percentage
provide a school lunch?

About what percentage
of people in Japan keep
a pet?

What do you put on
your hands when you
make onigiri rice balls?

What is the name of
Mario's brother in the
“Mario Brothers”
series?

What is the maximum
number of working
hours per day
stipulated by Japanese
law?

What city has the
second largest
population following
Tokyo?

Which of the following
is the manga by
Konomi Takeshi about
a junior high school
tennis club?

In bunraku, the
traditional Japanese
puppet performance,
how many people
control one puppet on
the stage?

What does "w" mean in
text messages on
Internet bulletin
boards?

What is the maximum
speed of the
Shinkansen Nozomi?

How many katakana
can be written with a
single stroke like フ ?

About how many hours
a day do most people in
Japan sleep on average?

What do you call a
lunch menu that comes
with rice, miso soup and
a main dish in a set at
casual restaurants?

What is the name of
the hybrid car
manufactured by
Toyota?

What is the name of
the female ninja,
Naruto's teammate, in
"NARUTO"?

Tokugawa Ieyasu
established a
government in Edo in
1603. What is Edo
known as today?

What do you call the
warm-up exercise that is
familiar to most
Japanese? People usually
gather at a nearby park
in the morning to do this
exercise.

What is the population
of Japan?

At what age are
Japanese people
permitted to get a
drivers' license?

Which of the following
city does not have
tram?

How is the sound of
cats expressed in
Japanese?

How does a dog bark in
Japanese?

How do you call your
parent's father in
Japanese?

What do you say when
you take pictures in
Japan?

When you finish your
work for the day and
leave the office, what
should you say to your
colleagues who are still
working ?

Which is the siren of
Japanese ambulances?

What do you say in
Japanese when you
bump into a person on
the street?

What is the expression
in Japanese to describe
the way to weep?

Which is the correct
way to say 7 o'clock in
Japanese?

When a person bumps
into you on the street, the
person would say,
"Excuse me." If there was
nothing wrong, how
would
you respond in
Japanese?

Which bag do
elementary school
children use when they
go to school called?

What is the title of
Soseki Natsume's novel,
"Wagahai wa (     ) de
aru [I Am a ___]"?

Which is the tool that
you use to serve
steamed rice in rice
bowls?

Which of the following
things do you put in a
box lunch?

What is the gesture when
you are late returning to
your seat in a hall and
you have to walk in front
of people while saying
excuse me?

Which of these is
kawara used in a
traditional Japanese
house?

Which are the sticks for
playing Japanese
drums?

Which is the one that
people do not do when
you meet a child for the
first time in Japan?

Which of the following
is tamagoyaki?

Which is the animal
designated as a natural
treasure in Nara Park?

秋

いつも

ちょっと
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「エリンと挑戦！にほんごテスト」コンテンツ一覧（冬）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

学校 町 学校 楽しみ 数 楽しみ 数 日常 楽しみ 楽しみ

教科 建物 放課後 趣味 時間 冬のイベント テストと枚数 体 プレゼント 日本文化

えいご マンション ぶかつ インターネット いちじ ゆき 100てん め たんじょうび じゅうどう

すうがく ちゅうしゃじょう スマートフォン/スマホ どくしょ にじ スキー 0てん はな プレゼント けんどう

れきし デパート メール りょうり さんじ スケート 30てん くち ケーキ さどう

おんがく かいだん プリクラ ピアノ よじ スノーボード 60てん は チョコレート かどう

たいいく エレベーター しゅくだい かいもの ごじ ぼうし なんてん みみ クッキー しょどう

びじゅつ エスカレーター じゅく スポーツ ろくじ てぶくろ そつぎょうしき かみ あめ きゅうどう

せいぶつ いっかい ペン じてんしゃ しちじ おんせん いちまい て はな わさび

ぶつり にかい じょうぎ バイク はちじ ともだち にまい おやゆび ぬいぐるみ なっとう

かがく さんがい けしょうひん スポーツジム くじ おとこのひと さんまい ひとさしゆび カード とうふ

かていか よんかい シール ダンス じゅうじ おんなのひと よんまい なかゆび アクセサリー のり

にほんご ちかいっかい ファイル やま じゅういちじ にほんじん ごまい くすりゆび リュック おにぎり

じかんわり ちかにかい おかし ねます じゅうにじ がいこくじん なんまい こゆび マフラー どらやき

えいごが
できます

エレベーターで
いきます

じゅくでともだちと
べんきょうします

インターネットを
します

あさ7じに
おきます

おんせんに
はいります

ぜんぜん
わかりません

てを
あらいます

プレゼントを
あげます

どらやきがいちばん
すきです

あしたはたいいく
があります

にかいに
います。

8じから9じまで
しゅくだいをします

じてんしゃに
のります

よる10じに
ねます

はが
いたい

すこし
わかります

はを
みがきます

チョコレートを
もらいました

ときどきなっとうを
たべます

むずかしい たかい きいてください マル えき おもい せんえん おおきい うれしい すきな

やさしい ひくい いってください バツ バスてい かるい ごせんえん たかい たかい きらいな

すてきな かっこいい はなしてください わかりません くうこう おしゃれな いちまんえん ながい やすい ねむい

(授業中。黒板に先生
が何か数式を書いてい
る)
A:この問題わかる人。
B:はい！

(長い階段を上りきった
男子二名)
男子生徒A:つかれた。
男子生徒B:おれも。

（塾の教室を出る時に
先生に）
女子生徒A：先生、さよ
うなら。
塾の先生：さようなら

(男の子がカレーを食べ
ている）
男子生徒B：どう？
男子生徒A：うまい！

(自宅でTVをみていた
が、あくびをする）
(時計をみて)
子供：おやすみなさい
母：おやすみ

（ラッシュアワーで、足
を踏んでしまう。）
男子生徒B：すみませ
ん
男性(男性店員私服)：
大丈夫です

(テストが戻ってきて)
男子生徒A:やった！
100点だ！
女子生徒B:すごい！

(ドアを開けてあげる)
女性(子供を抱いてい
る):ありがとうございま
す
女子生徒A：どういたし
まして

(友達が誕生日ケーキ
のろうそくの火をけす)
生徒たち(男女混合）:お
たんじょうびおめでとう

(食堂でファッション誌を
指差して)
女子生徒A：これ、好
き！
女子生徒B：わたしも

How many minutes is a
class in junior or senior
high school?

What are most houses
in Japan made from?

What does “Purikura”
stand for?

What do you call the toll
collection system of
wireless communication
between a device installed
on your car and a tollgate
antenna so you don't have
to stop?

What do you say when
you get up in the
morning?

How many years is
Japanese compulsory
education?

How many kinds of
Japanese yen bills are
used?

In Japan, which of the
following foods has
long been said to be
"good for your hair"?

Who gives what to
whom in Japan on
Valentine's Day?

What is the decision of
the match in judo
called?

What do you call the
style of Japanese short
poem containing 5-7-5
syllables?

What is usually sold in
the basement of a
department store?

What is the term used
to describe Japanese
cellphones that are
unique to Japan and
rarely used overseas?

What do you say when
you come back home?

What are the hours of
police boxes in Japan?

What paercentage of
Japan's landmass is
mountainous?

How many kinds of
Japanese yen coins are
used?

Which of the following
is the leading cause of
death for Japanese?

What is the paper on
which grades are
recorded and handed to
students at the end of a
semester called?

What do people eat in
Japan on December 31?

What are earthenware
dolls placed around the
kofun called?

What is the name of the
high-rise building with
an observation deck
that is located in the
Sunshine City complex
in Ikebukuro?

What is the phrase used
by young people to
describe a person who is
"kuki ga yomenai" (who
doesn't consider his or her
surroundings)?

What do people at home
say to the person who
comes back home?

Approximately how
many hours does it
take from Tokyo to
Osaka by the
Shinkansen Nozomi?

What is the low table
with heating that is
used in a Japanese-
style room called?

How much on average
is the first monthly
salary that newly hired
employees fresh from
college receive?

What is the expression
to describe that it is
healthier to stop eating
before your stomach
gets completely full?

What is the money that
people give children in
the New Year called?

What do you call the
Japanese art of
planting trees in small
containers or pots and
growing them in
various shapes?

In Japanese, which
expression is used for
describing the siren of
ambulances?

What do you call your
parent's mother?

What is the common
rhythm for "tejime"
(ceremonial rhythmic
hand clapping)
performed at special
occasions such
as festivals?

What is the name of the
place where mainly
women get a haircut?

Which is the greeting
used in the New
Year’s Day?

What is the
onomatopoeia for the
smooth and soft skin
resulting from soaking
in onsen?

What does "the moon
"mean in Japanese?

Which is the expression
to describe the way to
drink water in
Japanese?

Which is "thank you" in
Osaka dialect?

How does a rooster
crow in Japanese?

Which gesture do
people use when
someone compliments
your Japanese and you
say, "I have much to
learn"?

What kind of kimono do
Japanese women
usually wear at the
Coming-of-Age
ceremony?

Which of the following
is a confection that
people eat on the Doll
Festival day of March
3?

Which one of the
following symbols is the
"shoshinsha mark"
displayed by newly
licensed drivers on their
cars?

Which of the following
do people eat on
February 3, the day of
Setsubun, while facing
the lucky direction of
the year?

Even some animals
take hot spring baths
in Jigokudani Onsen in
Nagano Prefecture.
Which animal does
this?

Which is not used in
the tea ceremony?

Which of these four
illustrations shows the
number two?

What is the kanji that
represents the idea of
harmonious
relationships
considered important
in Japan?

What is the name of
the food made from
soymilk for which
Kyoto and Nikko
famous?

冬

ぜんぜん

すこし

いちばん

ときどき
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