
「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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