
JAPONAIS 

 

Test de niveau (perf.1)  corrigé 

 

 

I. Choisissez le kanji correct entre a et d pour le mot souligné. 

 

１）私のうちは 大学の南です。（c） 

  a. ひがし b. きた c. みなみ d. にし 

２）すみませんが、ゆうびんきょくの 場所を 教えてください。 （a） 

  a. ばしょ b. じょうしょう c. じょうしょ d. ばしょう 

３）日本は島国です。 （d） 

  a. とう b. ちょう c. とり d. しま 

４）そこに 入らないでください。（b） 

  a. い b. はい c. いら d. は 

５）ここは 
こうつう

,交通の便が 
わる

,悪いです。（c） 

  a. びん  b. たより  c. べん d. べんり 

６）高橋さんと山口さんは とても 親しいです。（c） 

  a. やさ  b. あたら  c. した d. いそが 

 

II. Choisissez la lecture correcte entre a et d pour le mot souligné. 

 

7）毎日 電車にのって 大学へ行きます。（b） 

a. 出   b. 乗   c. 降  d. 通 

8）すみません、こう園はどこですか。（a） 

a. 公    b. 高    c. 広     d. 工 

9）このまちは とても古いです。（d） 

a. 市   b. 村   c. 区   d. 町 

10）すみません。みどりと書館は どこですか。（c） 

   a. 公   b. 所   c. 図   d. 部 

11）たいせつな本を なくしました。（c） 

a. 台雪  b. 大雪  c. 大切  d. 体節 



12）すみません。ミラーさんはどの方ですか。 （b） 

…あのわかくて、背が高い方です。 

a. 早 b. 若 c. 静 d. 忙 

 

 

III. Choisissez la particule appropriée. 

 

13）日本の生活（c）やっと
な

,慣れました。 

a. が b. を c. に d. で 

14）今年兄は東京大学（c）
ごうかく

,合格しました。 

a. が b. を c. に d. で 

15）公園にきれいな花（a）
さ

,咲いています。 

a. が b. を c. に d. で 

16）これは
しお

,塩としょうゆ（b）つけて、食べてください。 

a. が b. を c. の d. で 

17）この料理は１５分（d）できます。とても
かんたん

,簡単です。 

a. が b. の c. に d. で 

18）あしたの会
ぎ

,議は２時から３時まで（b）
よてい

,予定です。 

a. が b. の c. に d. で 

 

IV.   Choisissez les mots correspondant à la phrase entre a et d. 

 

19）私は 会社で（b）ながら、大学へ 通っています。。  

a. はたらく  b. はたらき  c. はたらい  d. はたらいて 

20）部屋の電気が（c）から、消してください。 

  a. つけています  b. つけてあります  c. ついています  d. ついてありま

す 

21）「あなたの車は どこですか。」「駐車場に（b）。」 

  a. とめています b. とめてあります c. とまっています d. とまってあります 

22）あしたパーティーをしますから、ビールを 買って（d）ください。 

  a. いて  b. あって  c. しまって d. おいて 

23）大事な資料を 失くして（b）ました。 



  a. おき  b. しまい  c. あり   d. しまり 

24）熱が高いですね。薬を（c）方が いいですよ。 

  a. 飲む  b. 飲んで c. 飲んだ  d. 飲みます 

25）来年 日本へ（d）と 思っています。 

  a. 行く  b. 行って  c. 行かない  d. 行こう 

26）日曜日も （c）、会社で 働きます。 

  a. 休んで  b. 休まなくて   c. 休まないで   d. 休むと 

27）田中さんに（b）、よろしく 伝えてください。 

  a. 会うと  b. 会ったら   c. 会えば  d. 会っても 

28）あした 早く（d）ように、今晩は 早く寝ましょう。 

  a. 起きる  b. 起ける  c. 起きて d. 起きられる 

29）この本は 世界中の人に（c）。 

  a. 読めます b. 読みます c. 読まれています d. 読んでいます 

30）あさって 雨（c）、
しあい

,試合は ありません。 

  a. 降れば b. だなら c. なら d. 降ると 

 

 

V. Choisissez le mot correct entre a et d. 

 

31）この（c）は 
やぶ

,破れています。 

  a. 窓 b. コップ c. ふくろ d. パソコン 

32）サントスさんは（d）日本語が 話せます。 

  a. ずっと b. やっと c. 必ず d. かなり 

33）今晩パーティーがあるので、部屋を（b）ましょう。 

  a. もどし b. かたづけ c. まとめ d. しまい 

34）どうしたんですか。 …ちょっと（c）したんです。 

  a. 熱 b. かぜ c. やけど d. せき 

35）ミラーさんは（a）
どくしん

,独身だと思います。 

  a. たしか b. もしかしたら c. たいてい d. ずいぶん 

36）
おかだ

,岡田さんは まだ いますか。 …いいえ、（b）帰りました。 

  a. この間 b. さっき    c. しばらく   d. このごろ 

37）このエレベーターは
せま

,狭いですから、３人（c）乗って行きましょう。 

  a. 中 b. か c. ずつ d. 以下 



38）
は

,歯が痛くて、（c）物しか 食べられません。 

  a. めずらしい b. かたい c. やわらかい d. ほそい 

 

VI. Lisez le texte suivant et répondez aux questions. 

 

私は来年、音楽を勉強しに、パリへ
りゅう

,留学する
よてい

,予定です。 

パリに着いたら、まず、フランス語の学校に通うつもりです。フランス語は大学で２年習いま

したが、１週間に２時間だけでしたし、あまり勉強しませんでしたから、もうすっかり
わす

,忘れて

しまいました。ですから、パリへ行く前に、フランス語学校に
とうろく

,登録しておこうと思っています。 

パリでは、いろいろな所で、クラシックのコンサートをやっているし、チケットも日本よりずっと

安いですから、ぜひ聞きに行きたいと思っています。 

でも、パリの生活はお金がかかりますから、親が
おく

,送って[      ]お金だけでは
た

,足りない

かもしれません。ですから、時間があれば、子どもたちにピアノを教えようと思っています。 

外国
せいかつ

,生活は
たいへん

,大変なことも多いでしょうが、新しい生活ができることを楽しみにして

います。 

 

39) Choisissez le mot approprié pour [   ]. （c） 

   a. あげる b. もらう c. くれる d. いただく 

 

40） Choisissez une phrase entre qui correspond au contenu du texte.（c） 

   a.  この人の
せん

,専門はフランス語です。 

b.  この人は、パリでコンサートをしようと思っています。 

c.  日本のほうが、パリよりコンサートのチケットが高いです。 

d. この人は、パリに着いてから、フランス語学校に
とうろく

,登録しようと思っています。 

 

 QUESTIONS 40 

Votre score se situe entre 40 et 33 bonnes réponses :  
L’accès au niveau demandé est autorisé sans problème. 

 Votre score se situe entre 32 et 25 bonnes réponses : 
Vous aurez peut-être besoin d’étudier à nouveau quelques points de 

grammaire ou de vocabulaire, mais vous pouvez suivre le niveau demandé. 
Votre score se situe en dessous de 25 bonnes réponses :  



 Veuillez prendre contact avec nous pour décider avec l’enseignant référent 

du niveau à suivre qui vous conviendrait le mieux. 

 

 


