
AS Kanji Test  1 -10　　
 

1． がっこう  ですうがくをべんきょうするのがすきです。

　　　　     　                                                                    /7

２．ちゅうごくはへいわなくにだとおもいますか。

/6

３．まいにち　しち　じに　ゆうしょくをたべます。

/6

４．ほしがそらにあらわれました。

/２

５.   げんざい  のえいがはあまりすきじゃない。

/５

６．まいしゅうラジオでむかしふうのおんがくをききます。

/７

７．　このとけいはたかそうです。

/３

８．このこうちゃをすこしあたためてください。

/４

９．フランス人は熱心に勉強しています。

１０．冷たいコーラを下さい。



AS Kanji Test  1 -10　Answers　
 

1．学校で数学を勉強するのが好きです。

I like studying Maths at school.

２．中国は平和な国だと思いますか。

Do you think China is a peaceful country?

３．毎日七時に夕食を食べます。

We eat dinner at 7 o’clock every day.

４．ほしが空に現れました。

The star appeared in the sky.

５．現在の映画はあまり好きじゃない。

I don’t like current movies very much.

６．毎週ラジオで昔風の音楽を聞きます。

I listen to old-style music on the radio every week.

７．この時計は高そうです。

This watch seems expensive.

８．このこう茶を少し温めて下さい。

Could you warm this （English）tea a little?

９．フランス人は熱心に勉強しています。

French people study hard.

１０．冷たいコーラを下さい。



May I have a cold cola please?



AS Kanji Test   11 - 20　_______ /35      ________%
 

1． あのひとはみじかいスカートをはいているようだ。

/2

２．はやくくればはやくかえってもいいです。

/4

３．ふつうのでんしゃはしんかんせんよりはやいわけないです。

/3

４．がっこうにおくれてはだめです。

/3

５．せんせいはまいにち　いそがしそうです。

/5

６．このえんぴつはとてもよいとおもいます。

/2

７．ともだちのわるぐちをいうのはわるいことです。

/7

８．にほんのいえは、イギリスのいえよりひろいです。

/5

９．お正月を楽しみにしていました。

/2

10. あの人は明るい人でしょう。

/2



AS Kanji Test   11 -20　Answers　

1. あの人は短いスカートをはいているようだ。

It seems that that person is wearing a short skirt.

２．早く来れば早く帰ってもいいです。

If you come early, you may return home early.

３．ふつうの電車は

しんかんせん

新幹線より速いわけないです。

A normal train just wouldn’t be faster than the Shinkansen.

４．学校に遅れてはだめです。

You must not be late for school.

５．先生は毎日忙しそうです。

The teacher looks busy every day.

６．このえんぴつはとても良いと思います。

I think this pencil is very good.

７．友達の悪口を言うのは悪い事です。

Bad mouthing your friends is bad.

８．日本の家は、イギリスの家より広いです。

Japanese houses are more spacious than UK houses.

９．お正月を楽しみにしていました。

I was looking forward to the New Year.

１０．あの人は明るい人でしょう。

That person may be a cheerful person. 



AS Kanji Test   21 -30　         ______   /35　________%
 

1． そと  にでたらまっくらでした。

/4

２．がくせいはわかくてげんきです。

/5

３．あのくににはうつくしいものがあるみたいです。

/3

４．せんしゅうはあつくてしにそうでした。

/3

５．おんだんかはおおきなもんだいにちがいない。

/4

６．きゅうしゅうはほっかいどうほどさむくない。

/6

７．にほんはヨーロッパからとおいです。

/3

８．びょういんではしずかにしなくてはいけない。

/3

９．最後の電車です。

/2

１０．安い内に買っておきます。

/2



AS Kanji Test  21 -30　Answers　
 

1. 外に出たら真っ暗でした。

When I went outside, it was pitch dark.

２．学生は若くて元気です。

University students are young and lively.

３．あの国には美しい物があるみたいです。

They say there are beautiful things in that country.

４．先週は暑くて

し

死にそうでした。

It was so hot last week that I felt like dying.

５．温暖化は大きな

もんだい

問題にちがいない。

Global warming is a big problem without doubt.

６．九州は北海道ほど寒くない。

Kyushu is not as cold as Hokkaido.

７．日本はヨーロッパから遠いです。

Japan is far from Europe.

８．病院では静かにしなくてはいけない。

You must be quiet in a hospital.

９．最後の電車です。

It’s the last train.

１０．安い内に買っておきます。



I’ll buy it in preparation while it’s cheap.



AS Kanji Test   31 - 40   ______/40    ______%

 　1．つぎのバスをまったらどうですか。

/2 

２．こうえんのむこうにがっこうがあります。

/5

３．せんせいはいすのよこにいます。

/3

４．さんじかん　いじょう　べんきょうしました。

/7

5．ぜんぶでごひゃくえんになります。

/5

６．ぼくのしゅみはほんをよむことです。

/4

７．にほんじんはしんせつなみんぞくでゆうめいです。

/7

８．まいつき　かのじょとあいたい。

/5

９．お医者さんが兄の病気をなおしてくれました。

/1

１０．お客さんが四人います。

/1



AS Kanji Test   31- 40 Answers
　

 1．次のバスを待ったらどうですか。

Why don’t you wait for the next bus?

２．公園の向こうに学校があります。

There is a school beyond the park.

３．先生はいすの横にいます。

The teacher is to the side of the chair.

４．三時間以上勉強しました。

I studied more than three hours.

５．全部で五百円になります。

That will be 500 yen altogether.

６．僕のしゅみは本を読む事です。

My hobby is reading books.

７．日本人は

しん

親

せつ

切な民族で有名です。

The Japanese are famous for a kind race of people.

８．毎月彼女と会いたい。

I want to meet her every month.

９．お医者さんが兄の病気をなおしてくれました。

The doctor kindly cured my older brother’s illness.

１０．お客さんが四人います。

There are four customers.



AS Kanji Test   41 - 50　_______/40    ______%
 

1． ぼく  のおやはらいしゅう　にほんへりょこうにいく。

/9

２．ちからいっぱいべんきょうしようとおもう。

/4

３．あしがいたくなってきた。

/1

４．にほんのしゅとはきょうとでした。

/6

５．おおくのにほんののうかはどこにいますか。

/5

６．はやしのなかにはいらなかった。

/3

７．にほんにはもりがたくさんあるみたいです。

/3

８．あさ　ひかりがまどからはいってきます。

/3

９．庭の横に美しい池があるそうです。

/3

１０．先生はもう一度言ってくれました。

/3



AS  Kanji Test   41 - 50　Answers　
 

1．僕の親は来週日本へ旅行に行く。

My parents will go to Japan for a holiday next week.

２．力いっぱい勉強しようと思う。

I think I will study with all my might.

３．足がいたくなってきた。

My feet have started to hurt.

４．日本の首都は京都でした。

The capital of Japan was Kyoto.

５．多くの日本の農家はどこにいますか。

Where are a lot of Japanese farmers living?

６．林の中に入らなかった。

I didn’t go into the forest.

７．日本には森がたくさんあるみたいです。

It seems there are a lot of forests in Japan.

８．朝光がまどから入ってきます。

In the morning the light comes through the window.

９．庭の横に美しい池があるそうです。
They say there is a beautiful pond next to the garden.

１０．先生はもう一度言ってくれました。

The teacher kindly said it one more time.



AS Kanji Test    51 – 60                ______/35      ______%     　
 

1． きょう  はくもがそらにありますか。

/4

２．あしたやっとはれるようです。

/3

３．にほんはしぜんがゆたかなくにでしょう。

/5

４．２００８ねんはへいせい２０ねんでした。

/4

５．かんじをまちがえてもいいですよ。

/4

６．テニスのせんしゅになれるといいですね。

/2

７．まいにち　うんどうしたほうがいいです。

/5

８．かしやにすんでみたいとおもう。

/4

９．犬は車の前で止まってしまいました。

/2

10．彼女は欠点がたくさんあるみたいです。

/2



AS Kanji Test    51 - 60　Answers　

 

1．今日は雲が空にありますか。

Are clouds in the sky today?

２．明日やっと晴れるようです。

It seems that it will finally fine up tomorrow.

３．日本は自然がゆたかな国でしょう。

Japan may be a country rich in nature.

４．２００８年は平成20年でした。

2008 was the 20th of year of the Heisei era.

５．漢字を間違えてもいいですよ。

You may get the kanji wrong.

６．テニスの選手になれるといいですね。

If you become a tennis player, it will be good isn’t it?

７．毎日運動した方がいいです。

You should exercise everyday.

８．貸家に住んでみたいと思う。

I think I attempt to live in a rented house.

９．犬は車の前で止まってしまいました。

The dog ended up stopping in front of the car.

10. 彼女は欠点がたくさんあるみたいです。

It seems she has many faults.



AS Kanji Test    61 - 70　  ______/40        ______%

1．    にほん  とくらべるとイギリスはさむい。

/4

２．ごぜん　じゅういちじにあつまってください。

/7

3．でんしゃにまにあわなかった。

/4

４．しぬとてんごくにいきます。

/4

５．いえのなかにわすれものはないですか。

/4

６．としょかんにほんをかえしにいきました。

/6

７．うみでひとをたすけたことがある。

/4

８．イギリスのきょういくについてどうおもいますか。

/3

９．母を駅で見送ってきた。

/2

１０．犬を庭に連れて行きましょうか。

/2



AS Kanji Test   61 - 70　 Answers

1. 日本と比べるとイギリスは寒い。 

It’s cold in the UK compared to Japan.

２．午前十一時に集まって下さい。

Please assemble together at 11 a.m.

3．電車に間に合わなかった。

I wasn’t in time for the train.

４．死ぬと天国に行きます。

We will go to heaven when we die.

５．家の中に忘れ物はないですか。

Are you sure you didn’t leave anything in the house?

６．図書館に本を返しに行きました。

I went to the library and returned the book.

７．海で人を助けた事がある。

I have helped people in the sea.

８．イギリスの教育についてどう思いますか。

What do you think about British education?

９．母を駅で見送ってきた。

I saw my mother off at the station.

１０．犬を庭に連れて行きましょうか。

Shall I take the dog to the garden?



AS Kanji Test 71 - 80　   _______/35    ______%

 １．としょかんからざっしをかりました。

/4

２．シャワーをまいにち　あびましょう。

/3

３．ドアをしめるのをわすれてしまいました。

/2

４．ことし　だいがくにしんがくしたいです。

/6

５．だいがくのせんせいはこのたんごをきょうちょうしました。

/8

６．チケットをよんまいおねがいします。

/2

７．せんしゅうかぜをひいてしまいました。

/3

８．このしんぶんはとてもやくにたつそうです。

/3

９．高校時代はからてをしました。

/2

１０．去年中国へ行ったことがあります。

/2



AS Kanji Test  71 - 80　   Answers

１．図書館からざっしを借りました。

I borrowed some magazines from the library.

２．シャワーを毎日浴びましょう。

Let’s have a shower every day.

３．ドアを閉めるのを忘れてしまいました。

I completely forget to close the door.

４．今年大学に進学したいです。

I would like to enter university this year.

５．先生はこの

たん

単語を強調しました。

The university lecturer emphasized this word.

６．チケットを四まいお願いします。

May I please have four tickets.

７．先週かぜを引いてしまいました。

Last week I ended up catching a cold (completely).

８．この新聞はとてもやくに立つそうです。

They say this newspaper is very useful.

９．高校時代はからてをしました。

In my high school days I played karate.

１０．去年中国へ行ったことがあります。

Last year I have been to China.





AS Kanji Test 81 – 90       ______/35        ______%

1． おな  じしけんをさんかいした。

/3

２．すしはほんとうにおいしかったです。

/2

３．ちょっとこうばんできいてください。

/4

４．おとうさんをてつだってください。

/4

５．あのとけいはかんがえられないほどおおきい。

/4

６．かれはこまっているみたいです。

/2

７．かれははしるのがだいすきです。

/4

８．このシャツはきにいりません。べつのをみせてください。

/5

９．歩道を歩いた方が安全です。

/4

10．天ぷら定食にしましょう。

/3



AS Kanji Test 81 – 90       Answers

1. 同じ

し け ん

試験を三回した。

I did the same test three times.

２．すしは本当においしかったです。

The sushi was really delicious.

３．ちょっと交番で聞いて下さい。

Please just ask at the police box.

４．お父さんを手伝って下さい。

Please help your father.

５．あの時計は考えられないほど大きい。

That watch is unthinkably big.

６．彼は困っているみたいです。

He seems to be in trouble.

７．彼は走るのが大好きです。

He likes running very much.

８．このシャツは気に入りません。別のを見せて下さい。

I don't like this shirt. Please show me another.

９．歩道を歩いた方が安全です。
It is safer to walk on the footpath.

10．天ぷら定食にしましょう。
Let’s have the tempura set-meal.





AS Kanji Test  91 - 100　_______ /35      ________%

 １．もうすぐテストをうけなければいけません。

/1

２．かばんからてがみをとりだしました。

/4

３．そのバスにのれなかった。

/1

４．せんしゅうたくさんあめがふりました。

/4

５．にほんでは、ぶかつどうしなければならない。

/5

６．ロンドンではてんきはかわりやすい。

/3

７．えいごではなすじしんがないです。

/5

８．あした　ちゅうごくにしゅっぱつするそうです。

/6

９．鳥は飛んでいってしまいました。

/3

１０．毎日東京を通ります。

/3



Kanji Revision  91 - 100　Answers

 1. もうすぐはテストを受けなければいけません。

You must sit a test soon.

２．かばんから手紙を取り出しました。

I took out a letter from the bag.

３．そのバスに乗れなかった。

He couldn’t get on that bus.

４．先週たくさん雨が降りました。

It rained a lot last week.

５．日本では、部活動しなければならない。

You must do a club activities in Japan.

６．ロンドンでは天気は変わりやすい。

The weather in London is changeable.

７．英語で話す自信がないです。

I don’t have the confidence to speak in English.

８．明日中国に出発するそうです。

They say that he will depart for China tomorrow.

９．鳥は飛んでいきました。

The bird flew off completely.

１０．毎日東京を通ります。

I go through Tokyo everyday.



AS Kanji Test    101 - 110　  ______/45    ______%
  

1． あに  はいまおきたところです。

/３

２．じゅうじまえにねたほうがいいです。

/5

３．ここにすわってください。

/2

４．それをしんぶんのきじでしりました。

/5

５．ことしミニスカートはりゅうこうです。

/4

６．がっこうでちりをがくしゅうしています。

/6

７．じゅうにじにおわらなければなりません。

/4

８．としょかんにじてんしゃにのっていきます。

/8

９．道を渡る時に気をつけて下さい。

/4

10．来年産業を勉強するつもりです。

/4



Kanji Revision  101 - 110　Answers　
 

1．兄は今起きたところです。

My older brother has just got up.

２．十時前に寝た方がいいです。

It is best to go to sleep before 1 ０ o’clock.

３．ここに座って下さい。

Please sit here.

４．それを新聞の記事で知りました。

I found out about that in a newspaper article.

５．今年ミニスカートは流行です。

This year mini skirts are the fashion.

６．学校で地理を学習しています。

I learn geography at school.

７．十二時に終わらなければなりません。

You must finish by 12 o’clock.

８．図書館に自転車に乗って行きます。

I go to the library by bicycle.

９．道を渡る時に気をつけて下さい。

Please be careful when you cross the road.

10．来年産業を勉強するつもりです。

I intend to study industry next year.



Kanji Revision  111 - 120　　_____/35      _______%

1． ほん  をひらいてください。

/3

２．きものであるけないです。

/3

３．せんせいはこたえてくださいました。

/4

４．ともだちとあたらしいゆうえんちにいった。

/7

５．もうけっこんしていません。

/1

６．せんげつはかぞくとやまにのぼりました。

/6

７．いいかんじがしました。

/1

８．せんそうは１０ねんかんぐらいつづいた。

/3

９．歌を歌いながら日本語が勉強できますか。

/4
10．東京には観光客がたくさんいる。

/3
Kanji Revision  111 - 120　Answers　



 1. 本を開いて下さい。

Please open the book.

２．着物で歩けないです。

I can’t walk in a kimono.

３．先生は答えて下さいました。

The teacher kindly answered.

４．友達と新しい遊園地に行った。

I went to the new amusement park with my friend.

５．もう結

こん

婚していません。

I’m not already married.

６．先月は家族と山に登りました。

Last month I climbed a mountain with my family.

７．いい感じがしました。

It felt good.

８．せんそうは１０年間ぐらい続いた。

The war lasted about ten years.

９．歌を歌いながら日本語を勉強する。

Can you study Japanese while you are singing?

10. 東京には観光客がたくさんいる。

There are many tourists in Tokyo.



AS Kanji Test  121 – 130      ______/45    ______%

1． まいしゅう  のきんようびにしごとをします。

/6

2．あたらしいさぎょうでたいへん　いそがしいです。

/6

３．にほんにもイギリスにもしきがあります。

/4

４．なつはいちばんあついきせつだそうです。

/6

５．せんせいにといあわせてください。

/5

６．こんげつのわだいはきょういくもんだいです。

/8

７．ちりのしゅくだいをもうしましたか。

/4

８．しつもんがあれば、いつでもきいてください。

/4

９．毎日バイオリンの練習をします。

/3

１０．二十年前に大学を卒業しました。

/4



AS Kanji Test  121 – 130     Answers　

 1. 毎週の金曜日に仕事をします。

I work every Friday.

2. 新しい作業で大変忙しいです。

I am very busy with a new activity.

３．日本にもイギリスにも四季があります。

There are four seasons in both Japan and the UK.

４．夏は一番暑い季節だそうです。

They say that summer is the hottest season.

５．先生に問い合わせて下さい。

Please enquire with the teacher.

６．今月の話題は教育問題です。

This month’s topic for discussion is the education problem

(issue).

７．地理の宿題をもうしましたか。

Have you already done your Geography homework?

８．質問があれば、いつでも聞いて下さい。

If you have a question, please ask anytime.

９．毎日バイオリンの練習をします。

I practice the violin every day.

１０．二十年前に大学を卒業しました。

I graduated from university 2 ０ years ago.





AS Kanji Test    131 – 140          _____/ 45         ______%

１．さんがつにそつぎょうしきがおこなわれました。

/6

２．じゅぎょうは、なんじにはじまりましたか。

/５

３．いちばん　たのしいテレビばんぐみはなんですか。

/６

４．ビールをよんはいちゅうもんした。

/3

５．たとえばゆうめいなやまはふじさんです。

/4

６．かがくはあねのいちばんとくいなかもくです。

/7

７．にしださんはしゅっせきしました。

/4

８．いいてんとわるいてんがあるでしょう。

/3

９．バドミントンの試合を見に行った。

/4

１０．試験に受かりませんでした。

/3



AS Kanji Test 131 - 140　Answers　
 

1．三月に卒業式が行われました。

The graduation ceremony took place in March.

２．授業は、何時に始まりましたか。

When did the lesson start?

３．一番楽しいテレビ番組は何ですか。

What is the most fun TV programme?

４．ビールを四はい注文した。

I ordered four beers.

５．例えば有名な山は富士山です。

For example, Mt Fuji is a famous mountain.

６．化学は私の一番とくいな科目です。

Chemistry is my older sister’s best subject.

７．西田さんは出席しましたか。

Mr Nishida attended.

８．いい点と悪い点があるでしょう。

It probably has both good and bad points.

９．バドミントンの試合を見に行った。

I went to see a badminton match.

１０．試験に受かりませんでした。

I didn’t pass the exam.



AS Kanji Test    141 - 150　   _______/ 40          ______%

1． このしょうせつはすてきだとおもいます。

/3

２．おせわになりました。

/1

３．せかいにはひとがたくさんすんでいます。

/4

４．にほんもオーストラリアもしまぐにです。

/4

５．そのけんをどこでてにいれましたか。

/3

６．あのまちにくうこうができるみたいです。

/3

７．しんかんせんにのってとうきょうにいきましょう。

/7

８．しんかんせんはでんしゃよりはやいでしょう。

/6

９．レストランは五階です。

/4

１０．階段は部屋の左にあります。

/5



AS Kanji Revision  141 - 150　Answers　

1. この小説はすてきだと思います。

I think this novel is splendid.

２．お世話になりました。

Thank you for all your trouble.　(Fixed expression)

３．世界には人がたくさん住んでいます。

There are many people living in the world.

４．日本もオーストラリアも島国です。

Both Japan and Australia are island countries.

５．その券をどこで手に入れましたか。

Where did you get those tickets?

６．この町に空港ができるみたいです。

It seems that they will make an airport in that town.

７．新幹線に乗って東京に行きましょう。

Let’s ride on the Bullet Train to Tokyo.

８．新幹線は電車より速いでしょう。

The bullet train is probably faster than (normal) train.

９．レストランは五階です。

The restaurant is on the fifth floor?

１０．階段は部屋の右にあります。

The stairs are the right side of the room.
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AS Kanji Test    151 - 160　　　_______/ 40          ______%
  

1． こうじょう  でこうぎょうロボットをつかってみた。

/５

２．にほんふうのじゅうたくにすみたいです。

/６

３．れきしはわたしのせんもんではない。

/２

４．すてきなたてものをたてるつもりです。

/３

５．このちかくにゆうびんきょくはないです。

/４

６．まいにち　ゆうびんやさんはてがみをもってくる。

/８

７．ロンドンにはおおきなテレビきょくがある。

/２

８．いもうとはじょうばがすきです。

/４

９．南米に行ってみたいと思います。

/３

１０．果物を食べた方がいいです。



/３

Kanji Revision  151 - 160　Answers　
 

１．工場で工業ロボットを使ってみた。

They tried using industrial robots in the factory.

２．日本風の住宅に住みたいです。

I want to live in a Japanese-style house.

３．れきしは私のせん門ではない。

History is not my speciality.

４．すてきな建物を建てるつもりです。

We intend to build a splendid building.

５．この近くに郵便局はないです。

There is no post office near here.

６．毎日郵便屋さんは手紙を持ってくる。

The postman brings letters every day.

７．ロンドンには大きなテレビ局がある。

There is a big TV station in London.

８．妹は乗馬が好きです。

My younger sister likes horse riding.

９．南米に行きたいと思います。

I’d like to go to South America.

１０．果物を食べた方がいいです。



You should eat fruit.



AS Kanji Test    161 - 170　　  _______/35      _______%
 　

1． じつ  はちゅうごくじんです。

/３

２．このケーキはりんごのあじがします。

/１

３．にほんでおさけはなんさいからのめますか。

/６

４．いしゃになりたいとおもいます。

/３

５．このくすりをまいにち　のんでください。

/５

６．ともだちがたくさんできましたか。

/４

７．テストはなんじにはじまりますか。

/３

８．このへやはダンスにてきとうなひろさです。

/４

９．京都は関西地方にあります。

/３

１０．これは私に関係がないです。

/３



Kanji Revision  161 - 170　Answers　
 

1. 実は中国人です。

Actually, I am Chinese.

２．このケーキはりんごの味がします。

This cake tastes like apple.

３．日本でお酒は何才から飲めますか。

From what age can you drink alcohol in Japan?

４．医者になりたいと思います。

I think I would like to be a doctor.

５．この薬を毎日飲んで下さい。

Please take this medicine everyday.

６．友達がたくさん出来ましたか。

Did you make many friends?

７．テストは何時に始まりますか。

What time does the test start?

８．この部屋はダンスに適当な広さです。

This room is a suitable size for dancing.

９．京都は関西地方にあります。

Kyoto is in the Kansai area.

１０．これはあなたに関係がないです。

This has nothing to do with you.



AS Kanji Test    171 - 180　   _______/ 40          ______%　  
 

1． せいかつひ  がやすくなってきている。

/4

２．すみませんがちょっとようじがあります。

/2

３．おかあさんはこどもたちをちゅういしました。

/5

４．あかちゃんはえほんがすきです。

/4

５．ふゆ　やすみのよていはなんですか。

/5

６．ほかのひとにやさしくしましょう。

/2

７．べんきょうしなかったりゆうをおしえてください。

/6

８．「くものいと」はゆうめいなしょうせつです。

/5

９．あなたは茶色が好きですか。

/3

１０．ビデオを再生して下さい。

/4



AS Kanji Test    171 - 180　   Answers　
 

1．生活費が安くなってきている。

Living costs are getting cheaper.

２．すみませんがちょっと用事があります。

Excuse me, but I’ve got some things to do.

３．お母さんは子ども達を注意しました。

The mother warned the children.

４．赤ちゃんは絵本が好きです。

Babies like picture books.

５．冬休みの予定は何ですか。

What is your plan for the winter holiday?

６．他の人にやさしくしましょう。

Let’s be kind to other people.

７．勉強しなかった理由を教えて下さい。

Please tell me the reason why you didn’t study.

８．「くもの糸」は有名な小説です。

‘The Spider’s Thread’is a famous novel.

９．あなたは茶色が好きですか。

Do you like brown?

１０．ビデオを再生して下さい。

Please play the video.



AS Kanji Test    181 - 190　　  ______/40    ______　%
 

1． すしのざいりょうはここでてにはいる？

/7

２．しょうぎょうえいごにきょうみをもっています。

/7

３．あのみせはしなものがたくさんあるでしょう。

/7

４．せいとはべんきょうしまければなりません。

/7

５．よんのさんばいはじゅうにです。

/7

６．にほんごはとくにおもしろいです。

/7

７．そのニュースでわたしはふあんになった。

/7

８．ごしゅじんのなまえはなんでしょうか。

/7

９．両方ともきらいです。
/7

１０．けいたい電話はとても便利だと思う。
/7



AS Kanji Test    181 - 190　　  Answers　
 

1. すしの材料はここで手に入る？

Can you get the ingredients for sushi here?

２．商業英語にきょうみを持っています。

I am interested in business English.

３．あの店は品物がたくさんあるでしょう。

That shop probably has many goods.

４．生徒は勉強しなければなりません。

Students wear ties.

５．四の三倍は十二です。

４ times 3 is １２.

６．日本語は特におもしろいです。

Japanese is particularly interesting.

７．そのニュースで私は不安になった。

With that news, I became anxious.
８．ご主人の名前は何でしょうか。

What might your husband’s name be?

９．両方ともきらいです。

I hate them both.

１０．けいたい電話はとても便利だと思う。

I think mobile phones are very convenient.



AS Kanji Test    191 – 200   _______/45   ________%
  

1． にほん  では、ようしょくはにんきがあるでしょう。

/6

２．きゅうこうでいけるとはやいです。

/４

３．おじはかいしゃいんです。

/４

４．びじゅつかんへさんかい　いったことがある。

/７

５．まつりはてんきしだいです。

/４

６．にほんはけいざいたいこくになりました。。

/５

７．「えいぎょうちゅう」

/3

８．あのいえのようすがへんです。

/４

９．算数はとても楽しそうです。

/４

１０．機会があったら日本に行って下さい。

/４
AS Kanji Test    191 – 200   　Answers　



 

1. 日本では、洋食は人気があるでしょう。

In Japan, western food is probably popular.

２．急行で行けると速いです。

It is quicker if you can go by express.

３．おじは会社員です。

My grandfather is a business man(company employee).

４．美術館へ三回行った事がある。

I have been to an art gallery three times.

５．まつりは天気次第です。

The festival is dependant upon the weather.

６．日本は経ざい大国になりました。

Japan has become a major economy.

７．「営業中」

‘Opening for Business’ (sign)

８．あの家の様子が変です。

That house looks strange.

９．算数はとても楽しいそうです。

They say Maths is really fun.

１０．機会があったら日本に行って下さい。

Please go to Japan if you have the chance.


