
「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

日本では、何歳から小
学校に行きますか？

他の人の家に入るとき
に言うあいさつは何です
か？

ごはんを食べる前には、
何と言いますか？

日本のコンビニは、何
時から何時まで開いて
いる店がいちばん多い
ですか？

「お花見」のときに見る
花は、ふつう何の花で
すか？

ドラえもんは、何型ロ
ボットですか？

日本の一般的な学校で
は、入学式はふつう何
月ですか？

ひらがなは、昔はどん
な人が使う字でした
か？

日本では、「成人」の年
齢は、何歳ですか？

JRの駅で、切符を売っ
ている窓口を、何と言い
ますか？

授業の始まりと終わり
にすることは、何です
か？

日本で、1つの家にある
部屋の数は、全国の平
均で、だいたいいくつで
しょうか？

すしで「トロ」というのは、
ふつう何の魚ですか？

お店に入ったときに、店
の人が言うあいさつは
何ですか？

地震の前に、地震を知
らせると言われている
魚は何ですか？

次のうち、「ジャニーズ」
ではないグループはど
れですか？

4月の終わりから5月の
はじめにある、祝日が
続く大型連休を、何と言
いますか？

日本の小学校では、卒
業するまでに漢字を全
部でいくつ習うでしょう
か？

日本人の高校３年生の
男子の平均身長は、だ
いたい何cmですか？

電車の中で食べるため
に、駅で売られているお
弁当のことを、何と言い
ますか？

学校では、ふつう教室
のそうじは誰がします
か？

日本で、温水洗浄便座
（ウォシュレット）のある
家の割合は、だいたい
何パーセントでしょう
か？

台所で起こる火事は、ど
んな料理を作っていると
きが多いですか？

お店を出るときに、店の
人は客に何と言います
か？

お正月に出す1年のあ
いさつのはがきを、何と
言いますか？

歌舞伎で、女の人の役
をする男の役者のこと
を、何と言いますか？

日本では、これまで夏・
冬を合わせて、何回オ
リンピックが開かれまし
たか？

日本で、救急車を呼ぶ
ための電話番号は、何
番ですか？

日本人の高校３年生の
女子の平均身長は、だ
いたい何cmですか？

日本の高速道路は、ふ
つう時速何kmまで出し
ていいですか？

学校のチャイムの音は
どれですか？

電子レンジの出来上
がったときの音はどれで
すか？

ごはんを食べた後には、
何と言いますか？

電車発車のチャイムの
音はどれですか？

雨がたくさんふっている
ことを表現している日本
語はどれですか？

昔の侍のことばで、「あ
りがとう」の意味のこと
ばは、次のうちどれです
か？

何か楽しい予定がある
ときなどに、どの言葉で
表現しますか？

電話に出るとき、何とい
いますか？

朝、起きたときのあいさ
つは、何ですか？

列車が進むことを表現
している日本語はどれ
ですか？

学校で、手を上げるとき
はどうしますか？

つぎのうち、「マンション」
はどれですか？

日本では、食べた後に
すぐ寝ると、何になると
言われていますか？

日本のお店では、牛乳
はふつう、どのような入
れ物で売られています
か？

5月5日の端午の節句
（子どもの日）に食べる
お菓子は、どれです
か？

髪に飾るかんざしはど
れですか。

日本の電気製品に使わ
れているコンセントの形
は、どれですか？

次のうち、実際にはない
漢字はどれですか？

次のうち、「止まれ」の
正しいひょうしきは、ど
れですか？

仕事でタクシーに乗ると
き、お客さんが乗る「一
番いい席」は、どこです
か？

春

とても

すこし

：選択

肢に音声が

付いていま

す
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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！

学校の中ではく靴のこと
を何と言いますか？

日本のコンビニで、ふつ
う買えないものはどれで
すか？

もともと北海道の料理
で、ひつじの肉を鍋で焼
いたものを何と言います
か？

日本の都道府県は、全
部でいくつありますか？

ＪＲの電車で、特別な券
を買って乗る、いすが広
くて設備がいい車両を、
何と言いますか？

日本人は、いつお風呂に
入る人がいちばん多いで
すか？

夏祭りや花火のときなど
に着る日本のでんとう的
な服を何と言います
か？

電車に乗るときに大人
料金が必要なのは、何
歳からですか？

家を出るとき、出かける
人は何と言いますか？

あきらかなうそのことを、
どんなうそと言います
か？

日本でいちばん多い名
字はどれですか？

日本語の「アルバイト」と
いうことばは、もともと何
語から来ましたか？

夏に、この魚を食べる
と、疲れがとれると言わ
れています。どの魚です
か？

大阪にあるテーマパー
クは、つぎのうちどれで
すか？

女性アイドルグループ
「ももクロ」の正式名称
は、次のうちどれです
か？

日本人は、どのぐらいお
風呂に入る人がいちば
ん多いですか？

つぎのうち、お祭りで神
様のために行われるス
ポーツは、どれですか？

カラオケは、日本人の井
上大佑という人によって
発明されました。最初に
作られたのは、いつです
か？

出かける人に、家の人
が言うことばは何です
か？

気分が悪そうに見えるこ
とを、顔が何色だと言い
ますか？

日本人全体では、だい
たい何時ごろに起きる
人がいちばん多いです
か？

日本の高校生で、アル
バイトをしたことがある
人は、全体のだいたい
何％ですか？

「天ぷら」ということばは、
もともと何語から来たこと
ばですか？

日本でいちばん高い
山、富士山の高さは、何
メートルですか？

「宝塚」という演劇は、ど
んな特徴があります
か？

和室で、ふとんなどをし
まっておく場所を何と言
いますか？

「ねこ」→「こども」のよう
に、前の人が言ったこと
ばの最後の音から始ま
ることばを言い合う遊び
を、何と言いますか？

女性アイドルグループ
AKB48のメンバーは何
人ですか？

夏の間、エネルギー節約
のため、仕事の時にジャ
ケットを着ない、ネクタイを
しない、などの涼しい服装
をすすめる運動のことを、
何と言いますか？

日本のパスポート（一般
用）の表紙は、何色です
か？

日本人がドアをノックす
る回数は次のどれです
か？

ファストフードに入りまし
た。店員さんが最初に
言うことばはどれです
か？

そばやラーメンなど、麺
類を食べるときの音を表
現する日本語はどれで
すか？

「秋葉原」を略して言う
と、何と言いますか？

ケガや病気をしたら行く
ところは何といいます
か？

はさみを使って紙(髪）を
切る音を表現する日本
語はどれですか？

花火大会などで、花火
があがったときに言うか
け声はどれですか？

次の中で、おばけが出
てくるときに良く使われ
る音はどれですか？

日本の交差点で信号機
の色がかわり、通行でき
る時に流れる音はどれ
ですか？

ものすごく驚いたときの
声はどれですか？

高校で、男子校、女子
校、共学校の割合は、
だいたいどれぐらいで
しょうか？

つぎのうち、「やきとり」
はどれですか？

次のうち、お箸の正しい
つかいかたはどれです
か？

新宿にある東京都庁は
どれですか。

次のうち、みそしるを入
れるためのおわんはど
れですか？

和式トイレの正しいつか
いかたはどれですか？

お盆の最後に行われる
「送り火」のうち、京都の
有名な「五山送り火」で
は、火でどんな字を書く
ことで知られています
か？

東京の中心を走る「山
手線」は、どれですか？

お祭りの屋台で売られ
ているたこがはいってい
る食べ物はどれです
か。

次のうち、米から作られ
ていないものはどれで
しょう。

夏

よく

あまり たくさん

：選択

肢に音声が

付いています
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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！

漢字は、どこで生まれた
文字ですか？

ふとんで寝るとき、頭を
向けてはいけないと言わ
れている方角は、どちら
ですか？

しょうゆは何から作られ
ていますか？

次のゲーム機のうち、任
天堂が作ったものでは
ないのはどれですか？

『ONE PIECE』で、主人
公ルフィの食べた実は、
何の実でしたか？

日本でいちばん北にあ
る都道府県はどこです
か？

日本のプロサッカーリー
グを何と言いますか？

日本の中学校は、何年
生までありますか？

次のうち、日曜日にふつ
う閉まっているのはどれ
ですか？

東京から沖縄（那覇）ま
で、飛行機でだいたいど
のぐらいかかりますか？

公立の小学校のうち、
給食がある学校は、だ
いたい何パーセントです
か？

日本では、ペットを飼って
いる家庭はだいたい何
パーセントですか？

おにぎりを作るとき、手に
つけるものはなんです
か？

ゲーム「マリオブラザー
ズ」シリーズで、マリオの
弟の名前は、何と言い
ますか？

日本の法律では、１日に
仕事をする時間は何時
間までと決められていま
すか？

日本で、東京のつぎに、
二番目に人口が多い都
市はどこですか？

中学校のテニス部を舞
台にした、許斐剛のマン
ガは、次のうちどれです
か？

日本の伝統的な人形劇
「文楽」では、１体の人
形を何人で動かします
か？

インターネットの掲示板
で使われる、「ｗ」という
のは、どんな意味です
か？

新幹線のぞみの最高時
速は何キロですか？

「フ」のように、一本の線
だけで書けるカタカナ
は、いくつありますか？

日本人は、平均して１日
にだいたい何時間ぐらい
寝ますか？

食堂の昼ご飯などで、お
かずとご飯とみそ汁が
セットになったものを何と
言いますか？

トヨタが作ったハイブリッ
ド車の名前は、何と言い
ますか？

『NARUTO』で、ナルトの
チームメイトの女性忍者
の名前は何ですか？

1603年に徳川家康は江
戸に幕府を開きました
が、「江戸」は今のどこ
ですか？

多くの日本人が知って
いる体操で、夏休みの
朝などに、集まってこの
体操をします。＜何＞体
操ですか？

日本の人口は、だいた
い何人ですか？

日本で、自動車の運転
免許が取れる年齢は、
何歳ですか？

路面電車の走っていな
い街はどこですか？

日本語では、ネコの鳴き
声はどのように表現され
ますか？

日本語では、犬の鳴き声
はどのように表現されま
すか？

両親のお父さんのことを
日本語でなんといいます
か？

写真を撮るとき、日本語
で何といいますか。

仕事が終わって帰ると
き、まだ働いている人に
むかって言うあいさつ
は、どれですか？

次の中で日本の救急車
の音はどれですか？

道で人にぶつかってし
まった時、日本語で何と
いいますか？

日本語で泣いている様
子を表す日本語はどれ
ですか？

時間の「7時」は日本語
でどれですか？

道で人がぶつかってき
て、「すみません」と謝ら
れたが、特に何も問題
がなかった時、日本語で
なんと答えますか。

小学生が、学校に行くと
きに使うかばんはどれ
でしょう？

夏目漱石が書いた小説
のタイトルは、『吾輩は＜
何＞である』？

つぎのうち、ご飯を茶わ
んに入れるときに使うの
はどれですか？

次のうち、お弁当に入れ
るものはどれですか？

ホールで遅れて自分の
席に座るとき、人の前を
通るとき「失礼します(ご
めんなさい)」といってす
るジェスチャーはどれで
すか。

伝統的な家の屋根に使
われている、「かわら」は
どれですか？

日本の太鼓・和太鼓を
たたくときに使うバチ
は、どれですか？

日本で初対面の子供に
しないことはどれです
か？

つぎのうち、「たまごや
き」はどれですか？

奈良公園にいる、国の
天然記念物になってい
る動物はどれですか？

秋

いつも

ちょっと

：選択

肢に音声が

付いています
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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

中学校や高校では、一
回の授業はふつう何分
ですか？

日本では、何で作られて
いる家が、いちばん多い
ですか？

「プリクラ」は、何の略で
すか？

有料道路で、自動車につ
けた機械との通信で、止
まらないで料金を払うシ
ステムを、何と呼びます
か？

朝、起きたときのあいさ
つは、何ですか？

日本の義務教育は何年
間でしょう？

日本で使われているお
金のうち、お札は何種類
ありますか？

日本で昔から「髪によ
い」と言われている食べ
物は、次のうちどれです
か？

日本のバレンタインデー
では、誰から誰に、何を
おくりますか？

柔道で、勝ち負けが決
まることを何と言います
か？

「５７５」のリズムで書か
れた日本の短い詩を何
といいますか？

デパートの地下は、ふつ
う何売り場ですか？

海外ではほとんど使わ
れていない、日本独自
の携帯電話のことを、何
と呼びますか？

家に帰ったときに言うこと
ばは何ですか？

日本の交番は、何時か
ら何時まで開いています
か？

日本の国土のうち、山
地が占める割合はどの
ぐらいですか？

日本で使われているお
金のうち、コインは何種
類ありますか？

日本人の死亡の原因
で、一番多いのはどれ
でしょう。

学期の終わりにもらう、
成績がかかれた紙を何
と言いますか？

日本では12月　31日に
何を食べる習慣があり
ますか？

古墳のまわりに置かれ
た、焼き物の人形を、何
と言いますか？

池袋のサンシャインシ
ティーにある高層ビル
で、展望台もあります。
何と言う名前ですか？

「空気が読めない（まわ
りの雰囲気を考えな
い）」という人のことを、
若者などのことばでどう
言いますか？

家に帰ってきた人に、家
の人が言うことばは何で
すか？

新幹線のぞみで、東京
から大阪まで、だいたい
何時間かかりますか？

和室などで使う、暖房の
ついた低いテーブルの
ことを、何と言います
か？

大学を卒業して会社に
入ったばかりの新入社
員がはじめてもらう給料
は、平均してだいたい
1ヶ月いくらぐらいです
か？

お腹いっぱい食べるよ
り、すこし少なく食べた
方が体にいい、という意
味を表すことばは、何で
すか？

お正月に子どもにあげ
るお金を、何と言います
か？

小さな鉢の中に木を植
え、いろいろな形に育て
る芸術を、何と言います
か？

救急車の音を表現する
日本語はどれですか。

両親のお母さんのことを
なんといいますか。

お祭りなどで行われる
「手締め」の一般的なリ
ズムはどれですか？

主に女性が髪を切るお
店をなんといいますか。

お正月に言う挨拶はど
れでしょう。

温泉に入った後、肌がス
ムーズでなめらかになっ
た様子を、どんなことば
で表しますか？

「the moon」は日本語で
なんですか。

日本語で水を飲んでい
る様子を表す日本語は
どれですか。

大阪のことばで「ありが
とう」はどれですか。

日本語では、にわとりの
鳴き声はどのように表
現されますか？

あなたの日本語が上手
だと褒められて「いい
え、まだまだです」と答え
るときのジェスチャーは
どれですか？

成人式で、女性が着物を
着る場合、ふつうどの着
物を着ますか？

3月3日のひなまつりに
食べるお菓子は、どれ
ですか？

次のうち、運転免許を
取ったばかりの人が車に
つける「初心者マーク」は
どれですか？

2月3日の節分に、その
年の縁起のよい方角を
向いて食べるものは、ど
れですか？

長野県「地獄谷温泉」で
は、動物も温泉に入りま
す。その動物はどれで
すか？

次のうち、茶道では使わ
ない道具はどれです
か？

数字の2を表すのはどれ
ですか。

日本で大切と言われて
いる考え方で、まわりの
人とあらそわないで、で
きるだけ仲良くすること
を、漢字一文字で何と言
いますか？

京都や日光が有名な、
豆乳から作られる食べ
物はどれですか？

冬

ぜんぜん

すこし

いちばん

ときどき

：選択

肢に音声が

付いています
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