
「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

冬

春

夏

秋

ステー
ジ

テーマ

ステー
ジ

テーマ

ステー
ジ

テーマ

ステー
ジ

テーマ

© The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Urawa



「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

Di Jepang, berapa usia
anak untuk masuk SD?

Salam apakah yang
diucapkan orang
Jepang ketika
memasuki rumah orang
lain?

Apa yang di ucapkan
sebelum makan?

Kebanyakan
minimarket di Jepang
buka dari jam berapa
sampai jam berapa?

Biasanya bunga apa
yang dinikmati pada
saat kegiatan
Ohanami?

Robot berbentuk
apakah Doraemon?

Di sebagian besar
sekolah di Jepang, hari
awal masuk sekolah
biasanya jatuh pada
bulan apa?

Pada jaman dahulu,
huruf Hiragana
digunakan oleh siapa?

Di Jepang, pada usia
berapakah seseorang
dinyatakan sebagai
seorang dewasa?

Di stasiun JR, apa
sebutan untuk loket
tempat penjualan
tiket?

Hal apa yang
dilakukan murid pada
saat memulai dan
mengakhiri pelajaran?

Rata-rata, berapa
jumlah ruangan dalam
satu rumah Jepang?

Apakah sebutan umum
untuk "toro" dalam
menu sushi?

Apa yang diucapkan
pelayan toko ketika
kita memasuki toko?

Ikan apa yang
dipercaya dapat
memberitahu akan
terjadi gempa?

Di antara grup-grup
berikut ini, grup
manakah yang tidak
termasuk dalam
Johnny's
Entertainment Inc.?

Disebut apakah hari
liburan panjang, yang
merupakan gabungan
beberapa hari libur
nasional, yang jatuh pada
akhir April sampai awal
Mei?

Di SD di Jepang,
berapakah jumlah
keseluruhan huruf
Kanji yang dipelajari
sampai lulus?

Rata-rata, berapa cm
kah tinggi badan siswa
laki-laki kelas 3 SMA
di Jepang?

Apa sebutan untuk
kotak makanan, bekal
untuk di makan di
kereta,  yang dijual di
stasiun?

Di Jepang, siapa yang
biasanya
membersihkan ruang
kelas?

Di Jepang,  kira-kira
ada berapa persenkah
rumah yang sudah
dilengkapi dengan toilet
duduk dengan fitur
semprotan air hangat?

Masakan apa  yang
menjadi penyebab
utama kebakaran di
dapur?

Apa yang diucapkan
pelayan toko ketika
kita meninggalkan
toko?

Apa nama kartu pos
yang dikirimkan
sebagai ucapan salam
Selamat Tahun Baru?

Di Kabuki Jepang,
disebut apakah aktor
Kabuki pria yang
memerankan tokoh
wanita?

Di Jepang, total sudah
berapa kalikah
Olimpiade musim
panas maupun musim
dingin dilaksanakan?

Di Jepang, berapa
nomor telepon
ambulans?

Rata-rata, berapa cm
kah tinggi badan siswa
perempuan kelas 3
SMA di Jepang?

Di Jepang, berapa
kecepatan maksimal
berkendara di jalan tol?

Yang manakah bunyi
bel sekolah?

Yang manakah bunyi
mesin penghangat
makanan bila makanan
telah selesai
dipanaskan?

Apa yang diucapkan
setelah selesai makan?

Yang manakah bunyi
bel kereta saat akan
berangkat?

Manakah onomatopea
bahasa Jepang yang
mengekspresikan
sedang hujan deras?

Dalam bahasa samurai
jaman dahulu, di antara
kata-kata berikut ini
yang manakah yang
bermakna "terima
kasih"?

Manakah kata ekspresi
bahasa Jepang yang
mengekspresikan rasa
senang ketika ada
sesuatu yang dinanti-
nantikan?

Ketika mengangkat
telepon, salam apa
yang pertama
diucapkan?

Salam apa yang
diucapkan pada pagi
hari setelah bangun
tidur?

Manakah onomatopea
bahasa Jepang yang
mengekspresikan
kereta sedang berjalan?

Di sekolah, bagaimana
cara mengunjuk
tangan?

Dari gambar di bawah
ini, manakah yang
disebut "manshon"?

Di Jepang, bila setelah
makan langsung tidur,
orang disebut akan
menjadi apa?

Di toko-toko di Jepang,
susu biasanya dijual
dalam kemasan apa?

Pada saat festival anak
laki-laki "Tango no
sekku" tanggal 5 Mei,
benda apa yang
dimasukkan ke dalam
bak mandi?

Yang manakah yang
merupakan tusuk
konde khas Jepang
Kanzashi, untuk
hiasan rambut?

Yang manakah bentuk
stop kontak listrik
untuk barang-barang
elektronik di Jepang?

Diantara huruf-huruf
kanji berikut ini, yang
manakah yang
sebenarnya tidak ada?

Di antara tanda-tanda
berikut ini, tanda mana
yang benar untuk
"Berhenti!!"?

Pada saat naik taksi
bersama klien
perusahaan, di manakah
tempat duduk terbaik di
dalam taksi yang patut
dipersilakan pada klien
untuk duduk?

春
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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！

Apakah sebutan untuk
sepatu yang khusus
dipakai dalam ruangan
sekolah?

Barang apa yang
biasanya tidak bisa
dibeli di minimarket
Jepang?

Disebut apakah
makanan khas
Hokkaido yang terbuat
dari daging domba
yang dipanggang di
atas panci panggang?

Ada berapa jumlah
seluruh prefektur di
Jepang?

Apa sebutan untuk
gerbong di kereta JR, di
mana penumpang harus
membeli karcis khusus,
bertempat duduk lebih
lebar, dan
perlengkapannya pun
mewah?

Kapan biasanya orang
Jepang mandi?

Apakah nama pakaian
tradisional Jepang
yang kadang-kaang
dipakai saat festival
musim panas atau
kembang api?

Mulai umur
berapakah, kita
diharuskan untuk
membeli tiket orang
dewasa untuk naik
kereta listrik?

Salam apakah yang
diucapkan orang pada
saat akan keluar
rumah?

Apa sebutan untuk
"kebohongan yang
nyata"?

Nama keluarga apa
yang paling banyak di
Jepang?

Berasal dari bahasa
apakah kata "arubaito"
(kerja sambilan)?

Apa nama ikan yang di
percaya dapat
menghilangkan rasa
lelah pada musim
panas?

Di bawah ini, manakah
yang merupakan
taman bermain  di
Osaka?

Berikut ini, manakah
nama  resmi untuk
grup idol wanita
"Momokuro"?

Seberapa seringkah
orang Jepang mandi?

Olah raga manakah
yang merupakan
olahraga persembahan
untuk para Dewa,
yang ditampilkan pada
saat festival perayaan?

Karaoke pertama kali
diciptakan oleh orang
Jepang bernama
Daisaku Inoue. Kapan
pertama kali beliau
menciptakan Karaoke?

Salam apakah yang
diucapkan terhadap
orang yang akan
meninggalkan rumah?

Dalam bahasa Jepang,
bila seseorang tampak
sedang tidak sehat,
wajahnya dikatakan
berwarna apa?

Di Jepang, pada
umumnya orang-orang
bangun pagi pada
pukul berapa?

Kira-kira berapa
persen murid SMA di
Jepang yang
melakukan pekerjaan
sambilan?

Kata tempura berasal
dari bahasa apa?

Berapakah ketinggian
gunung Fuji, gunung
tertinggi di Jepang?

Apakah ciri khusus
pertunjukkan musik
dan teater
"Takarazuka"?

Di dalam kamar
tradisional Jepang, di
sebut apakah tempat
untuk penyimpanan
kasur futon, dsb ?

Apa nama permainan
dimana pemain
mengucapkan kata yang
dimulai dengan bunyi
terakhir dari kata yang
diucapkan pemain
sebelumnya (misalnya,
“neko"→“kodomo"?

Berapakah jumlah
anggota Grup Idol
wanita AKB48?

Apakah sebutan dari
gerakan yang
menghimbau agar orang
berpakaian nyaman,
misalnya tidak
mengenakan jas dan dasi
ketika bekerja selama
musim panas?

Apa warna sampul
paspor Jepang
(pengguna biasa) ?

Suara yang manakah
dari suara berikut ini,
yang merupakan
jumlah ketukan pada
saat orang Jepang
mengetuk
pintu?

Ketika Anda masuk ke
restoran cepat saji, apa
sapaan/salam pertama
yang diucapkan oleh
pelayan restoran?

Manakah onomatopea
bahasa Jepang yang
mengekspresikan suara
sedang makan mi soba,
mi ramen, atau
sejenisnya?

"Akihabara" biasanya
disingkat menjadi apa?

Kemanakah Anda
pergi ketika
mengalami cedera atau
sakit?

Manakah onomatopea
bahasa Jepang yang
mengekspresikan suara
sedang menggunting
kertas (rambut)?

Pada saat festival
kembang api, seruan
apa yang diucapkan
ketika kembang api
menyala?

Suara manakah dari
suara berikut ini, yang
mengekspresikan
hantu muncul?

Ketika lampu lalu lintas
berubah warna, suara
manakah dari suara
berikut ini yang
bermakna "boleh
melintas"?

Manakah suara yang
menunjukkan ketika
benar-benar terkejut?

Berapakah persentase
masing-masing untuk
SMA putra(A), SMA
putri(B), dan SMA
campuran(C) di
Jepang?

Berikut ini, yang
manakah Yakitori?

Bagaimana cara
memakai sumpit yang
benar?

Yang manakah gedung
pemerintahan Kota
Metropolitan Tokyo
yang berada di daerah
Shinjuku?

Yang manakah
mangkuk untuk sup
miso?

Yang manakah cara
menggunakan toilet
gaya Jepang yang
benar?

Di festival "Gozan No
Okuri Bi" yang
terkenal dan diadakan
di Kyoto, huruf apa
yang biasanya ditulis
dengan api?

Yang manakah jalur
KRL "Yamanote Line"
yang mengelilingi kota
Tokyo?

Yang manakah makanan
yang di dalamnya berisi
daging gurita, yang
biasanya dijual di
warung tenda di festival?

yang manakah dari
makanan berikut ini
yang tidak terbuat dari
beras?

夏

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！

Kanji adalah huruf
yang dilahirkan di
mana?

Ke arah manakah kita
tidak boleh
menghadapkan kepala
ketika tidur menggunakan
futon (kasur & Selimut
Jepang)?

Terbuat dari apakah
shoyu (kecap asin
Jepang)?

Manakah yang bukan
merupakan perangkat
permainan game
buatan Nintendo?

Buah apakah yang
dimakan tokoh utama
Luffy dalam "ONE
PIECE"?

Prefektur apakah yang
terletak di paling utara
di  Jepang?

Apa nama liga
profesional sepak bola
Jepang?

Di Jepang, pendidikan
SMP ditempuh dalam
berapa tahun?

Di antara yang berikut
ini, manakah yang
biasanya tutup pada
hari Minggu?

Dari Tokyo sampai ke
Okinawa (Naha)
dengan pesawat
terbang, kira kira
membutuhkan waktu
berapa lama?

Berapa persen dari
keseluruhan SD negeri
di Jepang yang
menyediakan makan
siang untuk siswanya?

Di Jepang kira-kira ada
berapa persenkah
keluarga yang
memelihara hewan
peliharaan?

Apakah yang
dilumurkan di tangan
saat membuat onigiri?

Siapa nama saudara
laki-laki Mario di
dalam serial
permainan "Mario
Brother's"?

Menurut  undang-
undang di Jepang,
Berapa jam kerja
maksimum seorang
pegawai dalam satu
hari?

Kota manakah di Jepang
yang merupakan kota
dengan jumlah penduduk
terbesar kedua setelah
kota Tokyo?

Diantara yang berikut
ini, manakah komik
Takeshi Konomi yang
berlatarkan klub tenis
anak SMP ?

Dalam pertunjukkan
boneka tradisional
Jepang "Bunraku", ada
berapa orang yang
memainkan satu
boneka di panggung?

Apakah arti huruf "w"
yang digunakan di
laman buletin internet?

Berapa kecepatan
maksimum untuk
kereta Shinkansen
"Nozomi"?

Berapa banyak huruf
Katakana yang dapat
ditulis dengan satu
kali gerakan seperti フ
?

Dalam satu hari, rata-
rata orang Jepang tidur
berapa jam?

Apa sebutan untuk
makan siang di kantin
yang disajikan satu set
lengkap dengan nasi,
sup miso, dan lauk
utama?

Apa nama mobil hibrid
yang dibuat oleh
Toyota?

Dalam serial
"NARUTO", siapakah
nama ninja perempuan
yang merupakan
teman satu tim
Naruto?

Pada tahun 1603,
Tokugawa Ieyasu
mendirikan
Keshogunan Edo. Di
manakah "Edo" itu
sekarang?

Apa nama senam yang
dikenal umum di
Jepang, yang sering
dilakukan bersama-
sama dipagi hari saat
musim panas?

Berapakah jumlah
penduduk Jepang?

Di Jepang, pada umur
berapakah orang
diizinkan untuk
mendapatkan SIM
(surat izin
mengemudi)?

Kota apa di Jepang
yang tidak
mengoperasikan kereta
trem ?

Dalam bahasa Jepang,
bagaimana bunyi suara
kucing?

Dalam bahasa Jepang,
bagaimana bunyi suara
anjing menggonggong?

Dalam bahasa Jepang,
apa sebutan untuk ayah
dari orang tua?

Dalam bahasa Jepang,
ekspresi apa yang
diucapkan saat akan
memotret?

Ketika telah selesai
bekerja dan akan
pulang duluan, salam
apa yang diucapkan
kepada rekan kerja
yang masih bekerja di
kantor?

Dari pilihan suara
berikut ini, yang
manakah suara mobil
ambulans Jepang?

Ketika Anda tidak
sengaja menabrak
orang di jalanan, apa
yang diucapkan dalam
bahasa Jepang?

Dari ekspresi berikut
ini, yang manakah
ekspresi ketika sedang
menangis?

Yang manakah bahasa
Jepang yang tepat dari
"jam 7"?

Ketika ditabrak oleh
seseorang, biasanya
orang tersebut akan
meminta maaf dengan
berkata "sumimasen".
Bila tidak apa-apa,
bagaimana merespon
orang
tersebut?

Yang manakah tas
yang dipakai oleh
murid SD di Jepang ?

Judul novel karya
Natsume Soseki adalah
"Saya adalah seekor …
". Kata apakah yang
tepat untuk mengisi
titik-titik tersebut?

Yang manakah dari
gambar berikut yang
merupakan alat untuk
menyiduk nasi ke
mangkuk?

Manakah yang
dimasukkan dalam
kotak bekal makan
siang?

Di dalam ruangan,
ketika anda terlambat
dan melewati orang
lain menuju tempat
duduk anda, gestur apa
yang anda lakukan?

Yang manakah yang di
sebut "kawara", yang
merupakan atap
rumah tradisional
Jepang?

Ketika memukul bedug
tradisional Jepang
"taiko", stik manakah
yang digunakan?

Di negara Jepang, hal
manakah yang tidak
dilakukan saat
pertama kali bertemu
dengan seorang anak?

Berikut ini, manakah
yang merupakan
Tamagoyaki?

Hewan apakah yang
dipelihara di Taman
Nara, dan merupakan
hewan yang dilindungi
sebagai kekayaan alam
milik negara?

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

Berapa durasi utuk 1
jam pelajaran di SMP
ataupun  SMA di
Jepang?

Terbuat dari apakah
rumah-rumah Jepang
pada umumnya?

Apa kepanjangan dari
"Purikura"?

Apa sebutan untuk
sistem nirkabel
pembayaran otomatis
yang dipasang di
kendaraan dan pintu
palang tol?

Salam apa yang
diucapkan pada pagi
hari setelah bangun
tidur?

Berapa lama masa
wajib belajar di
Jepang?

Ada berapa jenis uang
kertas di dalam mata
uang Jepang?

Dari makanan-
makanan berikut ini,
apa nama makanan
yang sejak dulu
dikatakan "baik untuk
rambut"?

Pada hari Valentine di
Jepang, siapa
memberikan apa
kepada siapa?

Dalam olah raga Judo,
apa sebutan bagi
keputusan kalah -
menang?

Disebut apakah puisi
pendek Jepang  yang
bersuku kata 5-7-5?

Dilantai bawah tanah
pusat perbelanjaan,
biasanya merupakan
tempat penjualan apa?

Disebut apakah ponsel
asli Jepang yang
kebanyakan tidak
dipakai di luar negeri?

Salam apa yang
diucapkan saat tiba
kembali di rumah?

Pos polisi di Jepang
buka dari jam berapa
sampai jam berapa?

Berapa persen dari
seluruh wilayah
Jepang yang
merupakan daerah
pegunungan?

Ada berapa jenis uang
koin di dalam mata
uang Jepang?

Dari hal-hal berikut
ini, apa yang menjadi
penyebab utama
kematian di Jepang?

Disebut apakah kertas
rapor yang diterima
siswa pada akhir masa
pelajaran, dimana
tertulis niai siswa?

Pada tanggal 31
desember, orang
Jepang memiliki
kebiasaan makan apa?

Disebut apakah
boneka tembikar yang
diletakkan di sekitar
kuburan kuno "kofun"?

Di gedung pencakar langit
Sunshine City di
Ikebukuro, terdapat
balkon untuk menikmati
pemandangan sekitar?
Disebut apakah balkon
pengamatan tersebut?

Dalam bahasa anak
muda, kata apa yang
digunakan untuk
menggambarkan
seseorang yang tidak
bisa membaca suasana
sekitarnya?

Lalu, apakah salam
jawaban dari orang
rumah kepada orang
yang pulang ke rumah?

Kira-kira berapa jam
perjalanan yang
dibutuhkan dari Tokyo
ke Osaka dengan
Shinkansen "Nozomi"?

Apakah nama meja
pendek yang memiliki
pemanas, yang
digunakan di ruang
tradisional Jepang?

Berapa rata-rata gaji
perbulan pegawai baru
Jepang, yang
bergabung dengan
perusahaan langsung
setelah lulus
universitas?

Frase apakah yang
bermakna "sisakan ruang
dalam perutmu", yang
berarti makan
secukupnya lebih baik
bagi kesehatan, dari pada
makan sekenyang-
kenyangnya.

Disebut apakah uang
yang diberikan kepada
anak-anak pada saat
tahun baru?

Disebut apakah seni
menanam dalam pot
Jepang, dimana pohon
ditanam dalam pot
kecil, dan
ditumbuhkan menjadi
berbagai bentuk?

Manakah yang
menunjukkan suara
mobil ambulans dalam
bahasa Jepang?

Dalam bahasa Jepang,
apa sebutan untuk ibu
dari orang tua?

Manakah yang
merupakan irama
umum dari tepukan
tangan "tejime", yang
biasa dilakukan pada
saat festival, dll?

Apa sebutan umum
untuk salon rambut
wanita?

Yang manakan salam
ucapan tahun baru?

Apa kosakata onomatopea
yang menggambarkan
keadaan kulit yang
menjadi halus mulus
setelah berendam di
pemandian air panas?

Apa bahasa Jepang
dari "bulan"?

Dari ekspresi bahasa
Jepang berikut ini,
yang manakah yang
mengekspresik sedang
minum air?

Dalam dialek Osaka,
kata manakah yang
bermakna "terima
kasih"?

Bagaimana bunyi
ayam berkokok dalam
bahasa Jepang?

Ketika kamu dipuji
atas bahasa Jepangmu
sikap apa yang kamu
tunjukkan sambil
menjawab "Ah, belum,
kok! Biasa saja!" ?

Pada saat perayaan
Hari Kedewasaan,
anak perempuan akan
mengenakan kimono
jenis apa?

Kue apakah yang
dimakan saat festival
anak perempuan pada
tanggal 3 Maret?

Yang manakah tanda
yang digunakan untuk
menunjukkan orang
yang baru
mendapatkan SIM,
atau "pemula"?

Pada saat festival
"Setsubun" tanggal 3 Feb,
makanan apa yang di
makan sambil
memandang ke arah
keberuntungan untuk
tahun itu?

Di pemandian air panas
Jigokudani di Prefektur
Nagano, hewan pun biasa
berendam di pemandian
air panas. Hewan apakah
itu?

Dari benda berikut,
manakah yang tidak
digunakan dalam
upacara minum teh?

Dari ilustrasi berikut,
manakah yang
menunjukkan angka 2?

Yang manakah yang
menunjukkan makna
filosofi penting bagi orang
Jepang yaitu "Jangan
bertengkar dengan orang
sekitarmu. Binalah
kerukunan"?

Makanan apakah yang
merupakan makanan
khas dari Kyoto dan
Nikko, yang terbuat
dari susu kedelai?

冬

ぜんぜん

すこし

いちばん

ときどき
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