
「エリンと挑戦！にほんごテスト」コンテンツ一覧（冬）
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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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