
JAPONAIS 

 

Accès perfectionnement niveau 2 

 

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

１）きょうは秋分の日です。 

  a. しゅんわけ b. しゅんぶん c. しゅうわけ d. しゅうぶん 

２）（  ）に適した答えを書いてください。  

  a. あき b. あたい c. てき d. かい 

３）この国では農業がとても大切です。  

  a. のう  b. こう c. しょう d. さん 

４）姉は １年前に 離婚した。 

  a. こんやく b. りこん c. けっこん d. べつり 

５）試しにこの薬を飲んでみませんか。） 

  a. こころみ  b. ため  c. しき d. し 

６）この川は深いですから、気をつけてください。（） 

  a. あぶな  b. こ  c. あさ d. ふか 

 

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

7）あのわ食屋さんに入りませんか。（） 

a. 話   b. 和   c. 残  d. 洋 

8) 何かあたたかい物を飲みましょう。（d） 

a. 暑    b. 熱    c. 暖     d. 温 

9） 姉はテニスのせん手です。（） 

a. 選   b. 先   c. 線   d. 船 

10）このカレーはあじがこい。（） 

   a. 未   b. 足   c. 味   d. 形 

11）先にお金をはらってください。（） 

a. 投  b. 折  c. 打  d. 払 

12）私はいつも自てん車で学校に来ます。（） 

a. 動 b. 運 c. 店 d. 転 

 



III. Choisissez la particule correspondant à la phrase. 

 

13）すみませんが、あしたの試合（---）出られません。 

a. を b. が c. に d. へ 

14）ビールは 
むぎ

,麦（---）作ります。 

a. を b. から c. に d. で 

15）
じこ

,事故（---）けがをしました。 

a. で b. から c. に d. へ 

16）このお
さら

,皿は、姉が 結婚のお
いわ

,祝い（---）くれました。 

a. で b. から c. に d. へ 

17）１０時（----）
す

,過ぎたら、電話を かけないほうが いいですよ。 

a. を b. から c. に d. で 

18）むかしの日本の家は、木（----）できていました。 

a. を b. から c. に d. で 

19）日本はアラブの国（---）石油を
ゆ

,輸入しています。 

a. を b. から c. に d. で 

20）「このパソコン、２～３日（---）
なお

,直りますか。」 

a. を b. から c. に d. で 

21）地下鉄でだれか（---）足をふまれた。 

a. で b. から c. に d. か 

22）田中さんがパーティーに
さんか

,参加する（----）どうか知っていますか。 

a. で b. から c. に d. か 

 

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

Vous pouvez choisir les mêmes mots plusieurs fois. 

 

23）子どもの教育（----） 東京へ ひっこしするつもりです。 

ａ．のに   ｂ．ように   ｃ．ために   ｄ．のために 

24）はっきり聞こえる（----）もう少し大きい
こえ

,声で 話してください。 

ａ．のに   ｂ．ように   ｃ．ために   ｄ．のために 

25）
ろん

,論文を 書く（----）
しりょう

,資料を 
あつ

,集めています。 

ａ．のに   ｂ．ように   ｃ．ために   ｄ．のために 



26）
かぜ

,風邪が治る（----）、１か月かかりました。 

ａ．のに   ｂ．ように   ｃ．ために   ｄ．のために 

27）毎日水をたくさん飲む（---）するといいですよ。 

ａ．に   ｂ．ように   ｃ．ために   ｄ．のために 

 

V.   Choisissez la forme appropriée. 

28）夫は料理が（---）のに、あまり作ってくれません。 

ａ．上手   ｂ．上手だ   ｃ．上手な   ｄ．上手です 

29）エレベーターが（----）場合は、
れんらく

,連絡してください。 

ａ．
こしょう

,故障する   ｂ．
こしょう

,故障   ｃ．
こしょう

,故障の   ｄ．
こしょう

,故障な 

30）山の天気は（----）やすいですね。 

ａ．変わる   ｂ．変わり   ｃ．変わって   ｄ．変わった 

31）荷物が（-----）そうです。 

ａ．おちる   ｂ．おちて   ｃ．おち   ｄ．おちない 

32）もう少し前髪を（----）してください。 

ａ．みじか   ｂ．みじかく   ｃ．みじかい   ｄ．みじかに 

33）ちょっとお酒を（----）来てくれませんか。 

ａ．買い   ｂ．買う   ｃ．買うに   ｄ．買って 

34）ちょっと（----）すぎましたね。休みましょう。 

ａ．歩いて   ｂ．歩き   ｃ．歩く   ｄ．歩いた 

 

VI. Choisissez le mot correct entre a et d. 

 

35）パスポートは（----）なくさないでください。 

  a. かならず b. ぜひ c. ぜったいに d. たぶん 

36）
ふく

,服を よごして、 母に（----）ました。 

  a. さそわれ b. ほめられ c. たのまれ d. しかられ 

37）
ふじ

,富士山が 見えなくて、（----）ました。 

  a. 困り b. がっかりし c. 安心し d. びっくりし 

38）お茶を 入れますから、お
ゆ

,湯を（----）ください。 

  a. つつんで b. はかって c. わかして d. まぜて 

 



VII. Lisez le texte suivant et répondez aux questions. 

 

 私は３年前からフランス語を勉強している日本の大学生です。高校生のとき、日本語に
ほんやく

,翻訳されたフランスの本をたくさん読んで、フランス語を習いたくなったのです。 

私がいちばん好きなの（A）は 小説です。
さい

,最近は、いろいろな小説がフランス語で

（Ｂ）ようになりました。できるだけ
じ

,辞書を使わないで（Ｃ）ようにしていますが、むかしの

小説は、
じ

,辞書を見ても意味がよく分からないことばがたくさんあります。 

私は
とく

,特に１９※

せいき

,世紀後半から２０
せいき

,世紀前半の小説が好きです。
しょうらい

,将来

は、私も好きな小説を
ほんやく

,翻訳したいと思っています。 ※
せいき

,世紀：siècle 

 

39) Choisissez la forme appropriée pour (B).（） 

   a. 読んで  b.  読める c. 読めた  d.  読む  

40）Choisissez les formes appropriées pour (C). （） 

a. 読んで  b.  読める c. 読めた  d.  読む 

41）Choisissez le mot qui correspond à「の」de （A）.（） 

a. フランス語 b. 本 c. 日本語 d. 小説 

42）Choisissez les phrases qui correspondent au contenu du texte. （） 

a. この人は、フランス語が好きですから、フランス語を勉強しています。 

b. むかしの小説は、辞書を見ないで読むことが難しいです。 

c. この人は、高校生のとき、フランス語を読むことができませんでした。 

d. この人は、１９世紀の小説より１７世紀の小説の方がすきです。 

 


