
「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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