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aPreencha com seu nome e número de inscrição os espaços indicados na capa e na última folha deste 
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aEsta prova contém 60 questões.

aPara cada questão, existe somente uma alternativa correta.
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rascunho.

Aguarde a ordem do fi scal para abrir este caderno de questões.
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問題Ⅰ つぎの ことばは どう 読みますか。a・b・c・dから いちばん いい ものを 一つ えらびなさい。 

1. 世界－旅行 

a. せかい－りょうこ    c.  せいかい－りょうこ  

b. せいかい－りょこう    d.  せかい－りょこう 

 

2. 勉強中－一年中 

a. べんきょうじゅう－いちねんじゅう  c.  べんきょうじゅう－いちねんちゅう 

b. べんきょうちゅう－いちねんじゅう  d.  べんきょうちゅう－いちねんちゅう 

 

3. 右手－切手 

a. みぎて－きっぷ    c.  ひだりて－きっぷ 

b. みぎて－きって    d.  ひだりて－きって 

 

4. 楽しい－親しい 

a. ただしい－あたらしい   c.  ただしい－したしい 

b. たのしい－あたらしい    d.  たのしい－したしい 

 

 問題Ⅱ つぎの ことばを 漢字を つかって どう 書きますか。a・b・c・dから いちばん いい ものを 一つ えらびなさい。 

5. つくる－おわる 

a.  作る－終る b.  作くる－終わる c.  作る－終わる  d.  作くる－終る 

 

6. はしる－たべる 

a.  走る－食る b.  走しる－食べる c.  走しる－食る  d.  走る－食べる 

 

7. ながい－みじかい 

a.  長い－短い b.  長がい－短かい c.  長い－短かい  d.  長がい－短い 

 

8. おおい－すくない 

a.  多い－少い b.  多おい－少ない c.  多い－少ない  d.  多おい－少い 

 

9. あける－やすむ 

a.  閉ける－体む b.  開ける－休む  c.  閉ける－休む  d.  開ける－体む 

 

10. ごはん－ぎゅうにく 

a.  ご飲－午肉 b.  ご飯－午肉  c.  ご飲－牛肉  d.  ご飯－牛肉 
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問題Ⅲ      の ところに 何を 入れますか。a・b・c・dから いちばん いい ものを 一つ えらびなさい。 

11. 田中さんは 水を         飲みました。 

a. さんはい  b. さんぱい  c. さんばい  d. みはい 

 

12. パウロさんは 本を         買いました。 

a. ごまい  b. ごほん     c. ごさつ  d. ごだい 

 

13. タクシー     のらないで、バス    来て ください。 

a. で・に  b. に・で  c. に・を  d. で・で 

 

14. つぎの かど    左    まがって ください。 

a. に・に  b. を・を  c. に・を  d. を・に 

 

15. ｢それから、もう 一度 言いますが、明日は はさみを 持って きて ください。わかりました   。｣ 
a. ね  b. よ   c. の   d. わ 

 

16. マリア｢おにぎりを 作った ことが ありますか？｣ パウロ｢いいえ、ありません。｣ マリア｢作って みて ください。かんたんです   。｣ 
a. ね  b. よ   c. の   d. か 

 

17. マリア｢クリスマスに だれ    プレゼントを あげましたか。｣ パウロ｢いいえ、だれ    あげませんでした。｣ 
a. かに・もに b. にか・にも  c. かに・にも  d. にか・もに 

 

18. マリアさんと パウロさんは 田中さんを 待って います。4時半に 会う やくそくでした。 マリア(時計を 見ながら)｢もう 4時 50分。田中さん、おそいですね。｣ パウロ｢そうだね、5時    来なかったら、行きましょう。｣ 
a. に  b. まで   c. から   d. までに 

 

19. パウロさんに 一生けんめい ケーキを 作った   、ぜんぜん 食べて くれませんでした。 

a. ので  b. のに   c. から   d. でも 

 

20. 明日、日本語の 試験が ありますが、        勉強して いません。 

a. とても    b. たくさん    c. 少し     d. あまり 

 

21. 田中さんは 黒い ぼうしを         人です。 

a. はいて いる b. きて いる  c. かぶって いる d. はめて いる 
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22. へやが きたなく なるから、ゴミは ゴミばこに        。 

a. しまいましょう b. なげましょう  c. おきましょう  d. すてましょう 

 

23. パウロ｢マリアさん、今度の 休みに 何を しますか。｣ マリア｢う～ん．．．。まだ        。｣ 
a. しりません b. わかりません  c. しって いません    d. わかって いません 

 

24. これは 田中さんに         本なので かえさなくては いけません。 

a. かりた  b. かした  c. もらった  d. あげた 

 

25. はを きれいに         ください。 

a. みがきて b. みがいで  c. みがって  d. みがいて 

 

26. きのう、電車が         そうです。 

a. おくれた  b. おくれました  c. おくれる  d. おくれ 

 

27. きのう、みんなの 前で 話して        。 

a. はずかしいです    c.  はずかしいでした 

b. はずかしかったです   d.  はずかしかったでした 

 

28. 日本の 道は      すぎます。 

a. せまい  b. せま   c. せまく  d. せまいに 

 

29. マリアさんは         歌が 上手です。 

a. きれいと  b. きれいも  c. きれくて  d. きれいで 

 

30. ブラッド・ピットの         人と けっこんしたいです。 

a. ようの  b. ように  c. ような  d. ようで 

 

31. パウロさんは ピアノが        。 

a. ひきます  b. ひけます  c. ひかれます  d. ひかられます 

 

32. 弟は あたらしい じしょを        。 

a.  ほしがって います  b.  ほしいです c.  買いたいです        d.  買って ほしいです 

 

33. 父は クリスマスに 私に CDを        。 

a.  くれました b.  あげました  c.  やりました  d.  くださいました 

 

34. 雨が ふって        ので、まどを しめました。 

a. しまった    b. きた     c. いった    d. あった 
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35. 今日、友だちが あそびに 来るので、ビールを れいぞうこの 中に 入れて        。 

a. しまいました b. ありました   c. おきました    d. いきました 

 

36. 先週から、かぜを ひいた 人が ふえて        。 

a. いきました b. きました    c. みました    d. あげました 

 

37. テーブルの 上に さらが ならべて        。 

a. おきます  b. います     c. あります     d. しまいます 

 

38. マリアさんは、今日 おそくまで はたらいて いるので、たぶん パーティへ        。 

a. 行かなそうです    c.  行きたく なさそうです 

b. 行かないでしょう    d.  行かないかも しれません 

 

39. 夏休みには、映画を        、プールで        。 

a. 見たし・およぎました   c.  見たので・およいだり しました 

b. 見たり・およぎました   d.  見たり・およいだり しました 

 

40. 買い物へ        、あの 店より 近くの スーパーの ほうが いいですよ。 

a. 行ったら   b. 行くと     c.  行くなら    d. 行けば 

 

41. のどが かわいた   、水を 飲みました。 

a. し    b. と    c.  なら     d. ので 

 

42. 子どもたちは、毎日、テレビを 30分ぐらい        、2時間 勉強します。 

a. 見たまま   b.  見てから    c.  見ながら    d. 見るので 

 

43. 先週、学校で まつりが        。 

a.  行われます   b.  行われました   c. 行って います    d. 行います 

 

44. 雨が        ので、かさを 持って いきましょう。 

a. ふらなかった  b. ふって いた   c. ふって いる   d. ふらない 

 

45. ジョゼさんは、おなかが いたいと 言って いましたので、医者に        。 

a. 行く はずが ありません   c.  行くと 思います 

b. 行こうと 思います      d.  行く つもりです 

 

46. あっ、ケーキだ！         ケーキだね。 

a. おいしいような b. おいしそうな     c. おいしいらしい    d. おいしいそうな 
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47. 田中さんの かばんが ここに ありますから、この近くに        。 

a. いると 思って います   c.  いる はずです 

b. いないと 思います   d.  いるそうです 

 

48. 田中「図書館は 何時に あきますか。」 マリア「すみません。何時に        。」 

a. あくか どうか わかりません    c.  あくでしょう 

b. あくか わかりません     d.  あきます 

 

49. マリア「       色は お好きですか。」 田中 「そうですね．．．。きらいでは ないけど．．．。」 

a. どの    b. この    c. どんな    d. 赤の 

 

50. A「すみません。ABC学校は どこですか。」 

B「        に スーパーが ありますね。」 

A「どこにですか。」 

B「この 道の 左がわに あります。」 

A「ああ、見えました。白い たてものですね。」 

B「はい、そうです。ABC学校は         スーパーの 横です。」 

A「どうも ありがとう ございます。」 

a. ここ・この    b. そんな・その   c. あそこ・あの  d. あそこ・あんな 

 

51. マリア｢明日、学校に 来ますか。｣ パウロ｢       、来ません。｣ マリア｢来ないんですね。｣ パウロ｢       、来ません。｣   a.  はい・はい b.  はい・いいえ  c.  いいえ・いいえ d.  いいえ・はい 

 

52. 先生は 今日 大学に        。 

a.  うかがいます b.  いらっしゃいます c.  まいります  d.  おります 

 

53. 父が いなかから あそびに 来たので、サンパウロを        。 

a. ごあんないしました   c.  あんないいたしました 

b. ごあんないに なりました   d.  あんないなさいました 

 

54. ｢すごいですね。先生は モンゴル語も        んですか。｣ 
a.  お読めに なる b.  お読みできる  c.  お読みに なれる d.  読めれる 
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55. ｢すみませんが、もう 少し ゆっくり        。｣ 
a. お話しして ください   c.  お話し いただけませんか 

b. お話しして くださいませんか  d.  お話しして いただけませんか 

 

 問題Ⅳ As questões 55, 56 e 57 são relativas ao texto abaixo. Leia o texto e escolha uma alternativa 

de cada questão que esteja de acordo com o conteúdo do texto. 

 パウロさんは サンパウロに 住んでいます。来週、サルバドールへ あそびに 行きます。それで、旅行の じゅんびを して います。パウロさんは サルバドールへ 行くとき、カメラを 買うと 言って いました。でも、古い カメラを 2台 持って いるので、カメラは 買わないかも しれません。 サルバドールは 海が きれいだし、食べ物も おいしいし、とても おもしろい 町です。けれども、パウロさんは、サルバドールに 3日間しか いる ことが できないそうです。 

 
 

56. a.  パウロさんは サンパウロで カメラを 買います。 

b.  パウロさんは サンパウロに カメラを 持って きます。 

c.  パウロさんは カメラを 買うか どうか わかりません。 

d.  パウロさんは カメラを 持って いません。 

 

57. a. パウロさんは、サルバドールに 3日間 いません。 

b. パウロさんは、サルバドールに 3日間 います。 

c. パウロさんは、サルバドールに 3日間 いたく ありません。 

d. パウロさんは、サルバドールに １日か ２日 います。 

 

58. a. サルバドールには 海が ありません。 

b. パウロさんは カメラを 2台 持って います。 

c. サルバドールの 食べ物は おもしろいです。 

d. パウロさんは 先週、サルバドールに 行きました。 

 

 問題Ⅴ Este é o início de um diálogo no telefone. Com quem Maria está conversando? 

 

59. マリア｢もしもし。こんにちは、おひさしぶり。お元気？    来月、うちの 学校で 学生の かいぎが あるのね。...(omitido o restante do diálogo)｣ 
a. Com o pai que mora distante 

b. Com o irmão que mora distante 

c. Com o amigo que não encontra há tempos 

d. Com o professor que não encontra há tempos 
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問題Ⅵ  O texto abaixo se enquadra em que tipo de texto?   

60. 明日の サンパウロは 朝から さむく なる ところが 多そうです。午後に なっても コートの いる、さむい 一日と なるでしょう。 

a. Conversa entre amigos 

b. Conversa entre aluno e professor 

c. Artigo de jornal 

d. Transmissão de TV ou rádio 



Nome do candidato Inscrição




