
「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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