J-CLUE

Questions / 質問
しつもん

“J-CLUE Trial Questions ” - Evaluating Your

JAPANese Understanding
あなたの日本理解度を測定する

These are common knowledge among
Japanese people.

に ほん り かい ど

そくてい

「J-CLUE模擬質問集」
も

これらは日 本 人の 常 識です。

ぎ し つ も ん しゅう

に ほんじん じょうしき

1. Questions are divided into five sections. In total, there are 100 questions
(20 for each section: Language & People,
E v e r y d a y L i f e , C u l t u r e & S o c i e t y,
Economy & Politics, and Geography &
History).

J-CLUE

( J A PA N e s e C u l t u r e & L a n g u a g e
Understanding Evaluation)

質 問は以下の 5 つのジャンルに分かれており、

1) This will act as proof of your present
JAPANese Understanding

全 部 で 100 問（各 ジャンル 20 問 ）あります。

あなたの現在の日 本 理 解 度をスキャンするように

しつもん

い か

ぜん ぶ

わ

もん

かく

もん

言 語 と日 本 人、日 常 生 活、文 化 と社 会、経

げん ご

に ほん じん にち じょう せい かつ ぶん か

済と政治、地理と歴史
ざい せい じ

ち り

しゃ かい けい

れき し

2. Questions are written in four different
scripts: Glomaji, hiragana, katakana, and
standard script that includes kanji. The
English translation is shown on the opposite page as a reference. You must read the
Japanese script part.
質 問はグローマ字、ひらがな、カタカナ、漢
しつ もん

じ

かん

字 混 じりの 4 種 類 の文 字 で 表 記 されています。
じ ま

しゅ るい

も じ

ひょう き

それぞれの英 訳 が参 考 として対 抗 ページに併 記
えい やく さん こう

たい こう

へい き

されています。日 本 語のページを読んで解答し
に ほん ご

てください。

よ

かい とう

に ほん り かい ど

うつ

と

2) It will function as an important certificate
when searching for employment.
就 職 する際の 重 要な 評 価 証 明となります。
しゅうしょく

さい じゅうよう ひょう か しょうめい

3) Even if you cannot answer the questions this
time, you can still learn some Japanese trivia.
今 回 答えられなくても日本に関する豆知識が得ら
こんかいこた

に ほん

れます。

かん

かく しつ もん

した

しつ もん

おな

も じ

よ

も じ

き

入 してください。質 問 の文 字 が読 めない場 合
にゅう

しつ もん

ば あい

は飛 ばしてください。質 問 に対 応 する答 えはわ
と

しつ もん たい おう

こた

ねん

じっ し

See the answers below
答えは下記からご覧ください。
こた

か き

らん

https://hiraganatimes.com/j-clue/answers
Score yourself. One point for each question. If you get a correct
answer using scripts other than those prescribed, you only get half
a point. You will be evaluated by the percentage of correct answers
you get.
自己 採 点してください。1質 問 1 点。規定された 表 記以外で 解答し
じ こ さいてん

しつもんてん き てい

他の 表 記で答えを書いてください。解 答 時間は

Evaluation ― grade 5: correct answers
50 ~ 4: 60 ~ 3: 70 ~ 2: 80 ~ 1: 90 ~
評 価 ― 5級 ：50問～、

こた

ぷん

か

か

ば あい

かいとう じ かん

り

かい ど しょうめいしょ はっこう

かるが、その文字で書くことができない場合は、
も じ

よ てい

解 度 証 明 書が発行されます。

た正解は0.5点。正 解 率で 評 価します。

100 分です。

え

* The official "J-CLUE" is scheduled to be
held in 2021. A certificate to prove your level
of understanding will be issued.
こうしき

答えは、各 質 問の下に、質問と同じ文字で記

ほか ひょう き

まめ ち しき

公 式 J-CLUE を、2021 年に実施する予定です。理

Fill in the answers under each question
in the same script as the questions. If you
are unable to read the script for a particular question, skip it. If you understand the
question, but cannot answer in the same
script, you can write it in another script.
The test takes about 100 minutes.
こた

げんざい

写し取ります。

せいかい

ひょう き い がいかいとう

てん せいかいりつ ひょう か

ひょう か

きゅう

もん

4級 ：60問～、3級 ：70問～、2級 ：80問～、1級 ：90問～
きゅう

もん

きゅう

もん

きゅう

もん

きゅう

もん
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言語・日本人
げ ん

ご

に

関 連の写真はP41に掲載。
かんれん しゃしん

けいさい

ほ ん じ ん

Guro-maji

カタカナ

1) "party" to tadashiku hennkann dekiru arufabetto no superu wo kinyuu shite kudasai.

1) エイゴ ノ condominium / apartment
イッパンテキ ニ ナン ト

ヨバレテ

ハ、

イ

ニホン デ

マス

カ。

2) toilet ハ ニホンゴ デ ナント イイ マ スカ。

2) "ookii" no hanntai no kotoba ha nann desu
ka.

3) エイゴ デハ イヌ ノ ナキゴエ ヲ 「バウワウ」 ト ヒョウ
ゲン シマス ガ、 ニホン ゴ デハ ドウ ヒョウゲ ン シマス
カ。

3) "okaasann" no betsu no yobikata ha nann
desu ka. (2 moji desu)
4) nihonn no sennjuuminn ha nann to yobarete i
masu ka, ookuga hokkaido ni sunnde i masu.

4) ニホン コライ ノ コトバ ハ ナント イワレテ イ マス
カ。① マンヨウゴ

② ナラゴ

③ コウシツ コトバ

マト コトバ
5) ニホンジン ノ ジョセイ ノ ケッコン ネンレイ ハ オヨソ
ナンサイ デス カ。① 20サイ ゼンハン

5) seijinn no nennrei ha nannsai desu ka.
(tokubetsuna iikata ga ari masu.)

④ヤ

③ 30サイ ゼンゴ

② 25サイ ゼンゴ

④ 35 サイ ゼンゴ

ひらがな

標準

1) 「いき ます」 は げんざいけい、 「いき まし た」 は か

1) 日本語の母音は五つあります。「あ」「い」

こけい。 「いく 」 の みらいけい は どう かき ます か。

「う」「お」ともう一つは何ですか。

2) 「７」 は 「しち」 と よみ ます が、もう ひとつ の よ

2) 「十日」の読み方は何ですか。（ひらがなで記

みかた は なん です か。

入）

3) ぶんしょう の あと に ひともじ くわえる と ぎもんぶん

3) 「水商売」とはどういう意味でしょうか。① 水

に なり ます。その もじ は なん です か。

道供給者

4) にほん の じんこう は およそ なんにん です か 。 ① 8

④ バーなどの飲酒業

せん まん

② 1 おく

③ 1 おく ２ せん まん

④ 1 おく

５ せん まん

② 自動販売機の別名

4) 神道は日本古来の宗教ですが、最も適切な説明
はどれですか。① 山や岩など自然の中に神が宿る

5) にほん は ちょうじゅ こく と し て しられて い ます

② 太陽を神とする

が、 にほんじん じょせい の へいきん じゅみょう は およ

の源流となる考え

そ なんさい でしょ う か 。 ① 70 だい こうはん ② 80 だ
い ぜんはん ③ 80 だい こうはん ④ 90 だい ぜんはん

③ 座禅で神と出会う ④ 武士道

5)日本人は他人の目を気にするといわれますが、そ
れをたとえた言葉は？
③ よそ見
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③ 水泳のコーチ

④ 並行歩行

① グループ優先

② 横並び

Language & Japanese People

Questions (the related photos are
shown on page 41).

Glomaji

Katakana

1) Input " パーティー " (party) using the alphabet so that it can be correctly converted into
Japanese.

1) What is the Japanese for the English terms
"condominium/apartment"?
2) How do you say "toilet" in Japanese?

2) What is the opposite word for "ookii"?

3) What is another term for "okaasann"? (Two
characters)

4) What do you call the indigenous people of
Japan? Many live in Hokkaido.

3) In English the noise dogs make is expressed
as “bowwow.” How is it expressed in Japanese?
4) What is the traditional Japanese language
called? (1) mannyou'go (2) Nara'go (3) koushi
tsu (royal family) kotobae (4) yamato kotoba

5) At what age do people become adults in
Japan (a special word is used)?

5) What is the average age for women to marry
in Japan? (1) early 20s (2) around 25 (3)
around 30 (4) around 35

Hiragana

Standard

1) "iki masu" represents the tense and "iki
mashita" the past tense, How do you write the
future tense for "iku" (go)?

1) There are five vowels in Japanese. They are "a," "i,"
"u," "o" and one more. What is it?

2) "7" is read as "shichi." What is another reading?
3) Interogative senternces are made by adding a
character to a normal sentence. What is it?
4) How many people approximately are there in
Japan? 1) 80 million 2) 100 million 3) 120 million 4) 150 million
5) Japan is known for the longevity of its citizens. What is a woman’s average lifespan? (1)
almost 80（2) early 80s (3) late 80s (4) over 90

2) How do you say the tenth of the month? (Write it in
hiragana)
3) What does the word "mizu'shoubai" (literally "water
business" mean? (1) water supplier (2) another name for
a vending machine (3) swimming coach business (4) a
business serving alcohol, such as a bar
4) Shinto is the traditional religion of Japan. Select
the most suitable definition: (1) the worship of natural
things, such as rivers and rocks (2) the worship of the sun
as god (3) encountering God through zazen (Zen sitting)
(4) the original idea of bushido (samurai spirit)
5) It is said that Japanese people care a lot what others
think of them. What expression reflects this? (1) group
yuusenn (priority) (2) yokonarabi (horizontal queuing)
(3) yosomi (watching the actions of others) (4) heikou
(parallel) walking
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日常生活

関 連の写真はP41に掲載。
かんれん しゃしん

けいさい

に ち じょう せ い か つ

Guro-maji

カタカナ

1) "grilled" ha nihon go de nann to ii masu ka.

1) vegetable ハ ニホンゴ デ ナント イイ マス カ。

2) "￥10,000" ha nihonngo de dou ii masu ka.

2) discount ハ ニホンゴ デ ナント イイ マス カ

3) tetsudou no "line" ha nihonngo de nann to ii
masu ka.

4) natsu ni kiru shinnpuru na kimono wo nann
to ii masu ka.

3) express ハ ニホンゴ デ ナント イイ マス カ

4) ニホン デハ ナン ボルト ノ デンアツ ヲ ツカッテ イ マ
ス カ。（スウジ ヲ キニュウ シテ クダサイ）

5) 8 gatsu 11 nichi ha shukujitsu desu. nann no
hi desu ka. hinto: 7 gatsu ni ha umi no hi ga ari
masu.

5) シャシン 3 ノ モジ ハ ナント ヨミ マス カ。

ひらがな

標準

1) しゃしん 1 は だいひょうてき な にほん りょうり の ひ

1) 日本の多くの飲食店では、手を拭くためのぬれた

と つ です 。 りょうり めい は なん です か 。

タオルを出しますが、これを何といいますか。
2) 日本語では、対象物によって数字の後に付ける言

2) しゃしん ２ は

なに

を

あらわし

ます

か。

葉が変わります。「two books」は日本語でどういい
ますか。

3) せんろ と どうろ が まじ わる railroad crossing は にほ

3) 東京と大坂（約500キロ）を約最高2時間半で走る

んご で なん と いい ます か 。

鉄道は何と呼ばれていますか。

4) じゅうたく ようご 「3 LDK」 の 「K」 の いみ は なん
です か。

5) きんきゅうじ に けいさつ を よぶ とき に かける でんわ
ばんごう は なんばん です か 。（すうじ を きにゅう して
ください）

32

4) 写真４は日本の伝統的な紙を使用した引き戸
（カーテンの役割をする）です。日本語で何と呼ば
れていますか。
5) スーパーなどで販売される冷蔵や常温で保存する
食品には、おいしく食べられる期限が表示されてい
ます。この期限を何といいますか。

Everyday Life

Questions (the related photos are
shown on page 41).

Glomaji

Katakana

1) How do you say "grilled" in Japanese?

1) How do you say "vegetable" in Japanese?

2) How do you say "￥10,000" in Japanese?

2) How do you say "discount" in Japanese?

3) How do you say "railway line" in Japanese?

3) How do you say "express" in Japanese?

4) What is the a simple kimono worn in summer called?

4) What voltage is used in Japan? (Enter a figure)

5) August 11 is a national holiday. What day is
it? Clue: Marine Day is in July.

5) How do you read/pronounce the sign in
photo three?

Hiragana

Standard

1) What is the name of the typical Japanese cuisine in photo one?

1) Many Japanese restaurants provide customers with a
wet towel to wipe their hands on. What is it called?

2) What does the signboad in photo two represent?

3) How do you say "railroad crossing" in
Japanese?

4) What does the "K" in the housing term
"3LDK" mean?

5) What phone number do you call for the
police in case of emergency? (Enter a figure)

2) In Japanese the counter word changes according to the
item. How do you say "two books" in Japanese?

3) What is the name for the railway that runs between
Tokyo and Osaka (approximately 500 kilometers) in
about 150 minutes at most?

4) Photo four is of a traditional Japanese curtain (a sliding door made from paper). What is it called?

5) At supermarkets the best before date is displayed on
food preserved in the fridge or at room temperature. How
do you say “best before date” in Japanese?

33

文化・社会
ぶ ん

か

関 連の写真はP41に掲載。
かんれん しゃしん

けいさい

し ゃ か い

Guro-maji

カタカナ

1) natsu no yoru, kakuchi no koutei nado de
dannsu no moyooshi ga hirakare masu. kodomo
kara otoshiyori made ooku no hito ga odori
masu. kono dannsu wo nann to ii masu ka.

1) フジコ・Ｆ・フジオ ガ カイタ、 ネコガタ ロボット ノ

2) shashinn 5 ha natsu ni yoku okonawareru
sakana wo toru asobi desu ga, nann to ii masu
ka.

キャラクター デ ユウメイナ マンガ ノ ナマエ ハ
デス カ。

2) シャシン 7 ハ、キ ヲ ハチ ノ ナカ デ ソダテテ カンショ
ウ スル ニホン ノ デントウ ブンカ デス。 ナント ヨバレテ
イ マスカ。
3) テノヒラ ノ カタチ デ ショウブ ヲ キメル ゲーム ヲ
ナント イイ マス カ。ヒント：テノヒラ

3) shasinn 6 no tatemono ha nann to ii masu ka.
4) gennzai nihonn de nennkinn ga moraeru nennrei ha nannsai kara desu ka. (suuji wo kinyuu
shite kudasai).

ナン

ノ ナマエ ハ

ノ

カタチ

「グー」（イシ）、「チョキ」（ハサミ)、

「パー」（カミ)

ト

イイ

マス。

4) アニメ ナド ニ トウジョウ スル キャラクター ノ イショ
ウ ヲ キテ タノシム コト ヲ ナント イイ マス カ。
5) ニホン ノ ゼンコクシ デ、 ビジネス ニュース ニ トッカ
シテ イル シンブンメイ ハ ナン デス カ。

ひらがな

標準

1) 60 ねんだい に びるぼーど で No. 1 と なっ た 「すきや

1) 「羅生門」「藪の中」「蜘蛛の糸」などの作品を

き 」 （ にほん で は 「 うえ を む い て ある こ う 」 ）

書いた作家は誰ですか。この作家の名字が付けられ

を うたった にほんじん かしゅ の なまえ は なん です

た文学賞があります。

か。
2) かぶき は だんせい の はいゆう だけ で えん じ られ ま
す が 、 じょせい だけ で えん じ られる かげきだん の な
まえ は なん

ですか。

2) 浮世絵 「東海道五十三次」で江戸（現在の東京）
から京都までの景色を描いた画家は誰ですか。① 広
重

② 歌麿

③ 北斎 ④ 写楽

3) やきゅう は にほん で さか ん です が 、 ぷろ やきゅう

3) 日本の多くの企業は8月13～15日頃に数日間続け

に は なん ちーむ あり

て休みをとります。この休みは一般的に何と呼ばれ

ます か 。（すうじ を きにゅうし

て ください）
4) まんいん でんしゃ など で、 じょせい の からだ を さわ
る おとこ を なん と い い ます か 。

ていますか。
4) 京都で見られるこれらの女性は何と呼ばれていま
すか。芸者ではありません。（写真8）

5) にほん の ぎむ きょういく の きかん は なんねん です
か 。 （すうじ を きにゅう して ください）。

5) iPS細胞の発見でノーベル賞を受賞したのは誰です
か。
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Culture & Society

Questions (the related photos are
shown on page 41).

Glomaji

Katakana

1) On summer nights, dance events are held at
school grounds all over the country. The age of
the dancers runs from children to the elderly.
What is this dance called?

1) What is the name of the famous manga, created by Fujiko F Fujio, in which the main character is a cat?

2) What is the name of the summer fishing
game shown in photo five?

3) What is the name of the place in photo six?

2) Photo seven shows a tree grown in a pot, the
appreciation of which is a traditional part of
Japanese culture. What is this called?
3) What do you call the game played using the
hand? Clue: the shapes made in this game are
named “goo” (stone), “choki” (scissors) and
“pah” (paper)?
4) What is the name for the activity in which
people get dressed up as anime characters?

4) What age can people currently receive their
pension from in Japan? (Enter a figure)

5) What is the name of the national newspaper
which specializes in business news?

Hiragana

Standard

1) What is the name of the singer who sang
“Sukiyaki” (the Japanese name for this song is
“Ue wo Muite Arukou”), a song that became
No. 1 on the Billboard chart in the 60s?

1) C a n y o u n a m e t h e a u t h o r o f s u c h w o r k s a s
“Rashomon,” “Yabu no Naka” (In a Grove) and “Kumo
no Ito” (The Spider’s Thread)? Clue: a literary award is
named after this writer.

2) Kabuki is performed by male actors only.
What is the name of theater company which has
a female-only cast?

2) Who created the ukiyo-e series “Fifty-three Stations
of the Tokaido Road” – scenes from Edo (present day
Tokyo) to Kyoto? 1. Hiroshige 2. Utamaro 3. Hokusai 4.
Sharaku

3) Japanese professional baseball games are
popular. How many professional baseball teams
are there in Japan? (Enter a figure)
4) What is the Japanese term for a man who
touches or molests a woman in a fully packed
train?
5) For how long is the period of compulsory
education in Japan? (Enter a figure)

3) Many Japanese businesses close for several days
around August 13 - 15. What is this holiday generally
called?
4) What are these women, who are seen in Kyoto, called?
They are not geisha. (Photo eight)
5) Who received a Nobel Prize for the discovery of iPS
cells?
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経済・政治
け い ざ い

せ い

関 連の写真はP41に掲載。
かんれん しゃしん

けいさい

じ

Guro-maji

カタカナ

1) ooku no nihonn kigyou de "kachou" ya
"buchou" nado no yakusyoku'mei ga tsukawarete i masu ga, kaisha no toppu ha ippannteki ni nann to yobarete i masu ka.

1) セイフ ガ シゴト ヲ ショウカイ スル キカン ヲ ナント

2) nihonn de saisho ni takuhaibinn wo tsukutta kaisha "yamato unnyu kabushiki'gaisha" no
tore-do ma-ku no doubutsu ha nann desu ka.
3) nihonn no kinnenn no GDP (kokunai sou
seisann) ha sekai de nanni desu ka. (suuji wo
kinyuu shite kudasai)
4) kokkai gijidou ga aru toukyou no chiiki ha
doko desu ka. 1. shinjuku 2. roppongi 3. nagatachou 4. kasumigaseki
5) nihonn to kannkoku no aida ni ryoudo monndai ga ari masu. sono monndai to natte iru chiisana shima no nihonn'mei ha nann desu ka.

イイ マス カ。

2) ゲンザイ ノ ニホン ノ ショウヒゼイ ハ ナンパーセント
デス カ。(スウジ ヲ キニュウ シテ クダサイ）

3) シュウギイン デ ゲンザイ イチバン オオキナ セイトウ
メイ ハ ナン デス カ。

4) ニホン ガ コッコウ ヲ ムスンデ イナイ クニ ガ アジア
ニ アリマス。 ドノ クニ デス カ。

5) ニホン デハ センキョ ニ トウヒョウ デキル ノハ ナンサ
イ カラ デス カ。

ひらがな

標準

1) にほん で さだ め られ て いる ろうどう じかん は 1にち

1) 日本の企業でよく見られる始業前の「朝礼」とは

8 じかん いない です が、1しゅうかん で は なんじかん い

どういう意味ですか。 ① 社員同士のあいさつ

ない

員で神様に祈ること

です か。 （すうじ を きにゅう して ください）

②全

③ 全員で軽い運動をする

④

2) こうきゅう かんりょう が やくしょ での にんき ちゅう

連絡や確認などの集会

に かんとく し て い た みんかん がいしゃ や だんたい

2) 「自転車操業」とは、どういう意味ですか。① 危

で、 こう たいぐう で しょく に つ く こと を なん と い

険を避ける経営

い ます か 。

繰り返しながら続ける経営

3) にほん の さんだい ぎんこう は、 「みつびし UFJ」
「 みつい すみとも 」、 もうひとつ は なん です か。
4) にほん の せいじ せいど は いぎりす を もでる に し て
い ます。 ふたつ ある ぎいん の ひと つ は しゅうぎいん
です が、 もうひとつ は なん と いい ます か。
5) にほん には せいしきな ぐんたい は あり ません が、 く
に を まもる ため の へいりょく は あり ます。 なん と よ
ばれて い ます か。
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② 自力で経営すること

③ 借金を

④ 時代遅れの経営

3) 2020年度の日本の国家予算はおよそ何兆円です
か。① 30兆 ② 50兆 ③ 70兆 ④ 100兆
4) 写真9は、車の上から何かを通行人に訴えていま
す。これは何のキャンペーンですか。① 献血
挙運動

③ 交通安全

② 選

④ 路上清掃

5) 日本の天皇は特異な存在ですが、名前にある特徴
があります。それは何ですか。 ① 名前がない ② 名
字がない ③ 名前が二つある ④ ニックネームがある

Economy & Politics

Questions (the related photos are
shown on page 41).

Glomaji

Katakana

1) Job titles such as kachou or buchou exist in
many Japanese companies. So, what is the top
person in a Japanese company usually called?

1) What is the government-run office that acts
as an employment agency called?

2) Yamato Transport Co. Ltd. launched Japan’s
first home delivery service. What animal is
used as their trademark?

2) What percentage is the current conumer tax?
(Enter a figure)

3) What has Japan's GDP ranking been in
recent years? (Enter a figure)

3) Which political party has the majority at
present in the House of Representatives?

4) What is the name of the area in Tokyo that
the Diet is located? (1) Shinjuku (2) Roppongi
(3) Nagatacho (4) Kasumigaseki
5) Japan has a territorial dispute with Korea
over a tiny island. What is the Japanese name
of this island?

4) One Asian country has no diplomatic relations with Japan. Which nation is it?
5) From what age can Japanese start to vote in
elections?

Hiragana

Standard

1) In Japan, the standard working day is 8 hours
long. What is the standard for a week? (Enter a
figure)

1) What does “chourei,” which is commonly seen in
Japanese corporations in the morning, mean? (1) greeting
among workers. (2) praying to god together. (3) doing
some light exercise together. (4) a gathering to distribute
/ confirm information about new work.

2) What is the term used to describe the phenomenon of former high-ranking government
officials being offered cushy jobs at a company
or organization that they used to supervise in an
official capacity.
3) Japan’s three major banks are: MitsubishiUFJ, Sumitomo-Mitsui, and which other one?
4) The British political system has been a
model for the Japanese. One of two houses is called Shuugiin or the House of
Representatives. In Japanese, What is the other
house called?
5) Though Japan has no official military, it does
have a force that only serves to protect Japan.
What is this force called?

2) The word “jitensha sougyou” (bicycle operation) is
related to business management. What does it mean? (1)
Keeps running with chronic deficits and repeated debts
(2) Self-reliant management (3) Management when
things have reached crisis point (4) Old fashioned management
3) Approximately how much is Japan’s national budget
for 2020? (1) 30 trillion yen (2) 50 trillion yen (3) 70 trillion yen (4) 100 trillion yen
4) The people on top of the vehicle in photo nine are
making an appeal to pedestrians. What is the campaign
for? (1) Donating blood (2) Electioneering (3) Road
Safety (4) Keeping streets clean
5) There is something unique about the Japanese
Emperor’s name. What is it? (1) He has no name (2) He
has no surname (3) He has two names (4) He has a nickname
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地理・歴史
ち

り

れ き

関 連の写真はP41に掲載。
かんれん しゃしん

けいさい

し

Guro-maji

カタカナ

1) shashinn 10 ha toukyou no motto mo yuumeina kannkou supotto no hitotsu desu. nann to
yobarete i masu ka.

1) ニホン デ イチバン タカイ ヤマ ノ ナマエ ハ ナン デス

2) awaodori de yuumeina shikoku ni aru kenn
no namae ha nann desu ka.

2) キョウト ノ オミヤゲ ト シテ ユウメイナ シナモン ガ

3) kodai no nihonn no "yamataikoku" wo
osamete ita joou no namae ha nann desu ka.
4) 19 seiki kouhann ni nihonn wo kinndaika
saseta kaikaku wo nann to yobi masu ka.
5) 2020 nenn ha nihonn no genngou de dou ii
masu ka.

カ。

ハイッタ ワガシ ハ ナン デス カ。

3) トウキョウト ハ イクツ ノ ケン ト セッシテ イ マス
カ。(スウジ ヲ キニュウ シテクダサイ）

4) ニホン ノ ショダイ ソウリ ダイジン ハ ダレ デス カ。

5) サムライ

ノ ドクトク ノ ヘア スタイル ハ

バレテ イ マス

ナント

ヨ

カ。

ひらがな

標準

1) しゃしん 11 は でんとうてきな にほん の にわ です 。

1) 写真12の都市はユネスコ世界遺産に登録されてい

なん と よばれて い ます か。

ます。何県にありますか。

2) にほん で は ちゅうがくせい や こうこうせい が がっこ

2) 東京と名古屋をわずか40分で結ぶ、世界で最も速

う たんい で りょこう に でかけ ます が、 それ は なん と

い鉄道の路線建設が進んでいます。この乗り物は何

よばれて い ます か 。

と呼ばれていますか。

3) にほん には 2ど げんし ばくだん が おと され ました 。

3) 2011年には日本で国内観測史上最大級の大地震

さいしょ は ひろしま です が、 2 どめ は どこ です

が起きましたが、最も被害を受けた地域はどこです

か。

4) 8 がつ 15 にち は にほん に とって たいせつな ひ で
す。 なん の ひ です か。

① しゅうせん

① 首都圏

② 北海道

③ 東北

④ 九州

②

4) 東京は1868年まで江戸と呼ばれ、徳川家が幕府の

④ こど

将軍として日本の実権を握っていました。初代の将

きねんび

てんのう たんじょうび ③ けんこく きねんび

か。

ものひ

軍は誰でしょうか。

5) おいらん とは どのような ひと の こと です か 。 ①

5) 稲作が広く日本に発展したといわれるのは何時代

しょみん の むすめ ② げいしゃ の べつめい

ですか。

う ゆうじょ
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④ だいみょう の つま

③ こうきゅ

① 弥生時代

④ 奈良時代

② 古墳時代

③ 飛鳥時代

Geography & History

Questions (the related photos are
shown on page 41).

Glomaji

Katakana

1) Photo ten is one of Tokyo’s most famous
sightseeing spots. What is this place called?

1) What is the name of Japan’s highest mountain?

2) Which prefecture in Shikoku is famous for
awaodori?

2) What do you call the cinnamon-seasoned
rice crackers that are a famous Kyoto souvenir?

3) What is the name of the queen who governed
“Yamataikoku” in ancient Japan?

3) How many prefectures share a border with
Tokyo? (Enter a figure)

4) What is the name of the drastic modernization reform that ocurred in the latter half of the
19th century in Japan?

4) Who was the first Japanese Prime Minister?

5) How is 2020 referred to on the Japanese calendar?

5) What do you call the unique hairstyle of a
samurai?

Hiragana

Standard

1) Photo 11 is of a traditional Japanese garden.
What is this kind of garden called?

1) The city shown in photo 12 is registered as a
UNESCO World Heritage Site. What prefecture is it
located in?

2) In Japan, middle and senior high school
students take school trips. What are these trips
called in Japanese?
3) Japan has experienced two atomic bombings.
The first one was in Hiroshima. Where was the
second?
4) August 15 is an important date in Japan.
What day is it? (1) The end of WWII (2) The
Emperor's Birthday (3) National Foundation
Day (4) Children's Day.
5) What kind of person is an "oirann"? (1) an
ordinary young girl (2) another name for a geisha (3) a high-class courteasan (4) the wife of
lord

2) Construction is under way of the world’s fastest train
route, which will connect Tokyo and Nagoya in just 40
minutes. What will the vehicles on this route be called?
3) In 2011 a huge earthquake hit Japan and caused the
largest amount of damage in Japanese history. Which
area did this earthquake hit most? (1) Tokyo area (2)
Hokkaido (3) Tohoku (4) Kyushu
4) Tokyo was called “Edo” up until 1868. During the Edo
period, the Tokugawa shogun dominated Japan. Who was
the first Tokugawa shogun?
5) During which era did rice cultivation spread throughout the nation? (1) Yayoi era (2) Kofun era (3) Asuka era
(4) Nara era
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