36 ภาษาญี่ปุน
1-44 .
1. 2. 3. 4. からいちばんいいものを一つえら
びなさい。

(จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง จากขอ1. 2. 3. หรือ 4. เพียงขอเดียว)
1. このコップは
ね。他のコップ
に
。
1. われています、変えていただけませんか
2. わっています、変えてくださいませんか
3. われてあります、変えませんか
4. わってあります、変えてもいいですか
2. 大学に入れる
、毎日何時間
勉強しています。
1. ために、か
2. ために、の
3. ように、は
4. ように、も
3. あぶないです
、
さわらないでください。
1. ので、よく
2. から、ぜったいに
3. し、ぜひ
4. が、なかなか
4. 天気がいい日
海が見えますが、
雨の日
見えません。
1. では、では
2. は、も
3. には、には
4. には、しか
5. あき子さんはわたしの妹
人形
を
。
1. で、もらいました 2. へ、あげました
3. から、やりました 4. に、くれました
6. バンコクへ
、
教えてくださいね。
1. 来れば、ぜひ
2. 来ると、もちろん
3. 来るとき、たしか 4. 来たら、かならず
7. わたしは母
日本へりゅう学
。
1. に、させてもらいました
2. に、させられました
3. を、させました
4. に、されてくれました
8. この車は
安いし、
人気もあります。
1. 形もいいし、それに
2. 形もよくて、それで
3. 形もいいから、そして
4. 形もいいのに、その上
9. このパソコンは買った
、
ちょうしが
こまります。
1. ばかりなので、わるいし
2. ばかりなのに、わるくて
3. ところなので、わるいし
4. ところなのに、わるくて
10. 会議は 4 時
終わります
、
待っていてください。
1. までに、から
2. に、が
3. まで、ので
4. から、し
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から、
11. あたたかくなって
さくらがさきそうです。
1. しまいました、そろそろ
2. います、やっと
3. 来ました、もうすぐ
4. 行きました、なかなか
12. ノック：ワリーさんが
知っていますか。
山本 ： え、そうなんですか。
。
1. 結婚したことを、知っています
2. 結婚して、知りません
3. 結婚するのを、知っていませんでした
4. 結婚したのを、知りませんでした
13. 頭がいたい
、
今日は早く
か。
1. から、帰っていただけませんか
2. し、帰りません
3. ので、帰らせていただけません
4. と、帰れます
14. 2008 年にペキン
オリンピッが
。
1. に、開きました 2. で、開かれました
3. に、ありました 4. で、開けました
15. 山田：このふくろをもらってもいいですか。
ゲン : いいですが、そのふくろ
よ。
1. が、やぶっています
2. は、やぶってあります
3. が、やぶれてあります
4. は、やぶれています
16. 学生 ：先生は明日ご自宅に
か。
先生 ：ええ、明日は家に
よ。
1. います、いる
2. いらっしゃいます、いらっしゃいます
3. います、おります
4. いらっしゃいます、います
17. ムー ： わたしは少し漢字が
。
山田 ： そうですか。それは
ね。
1. 読むようになりました、ざんねんです
2. 読めました、おもしろいです
3. 読めるようになりました、よかったです
4. 読めるようにしました、いいです
18. 中川：明日のパーティーにさんかしますか？
オイ：頭がいたいので、
明日のパ
ーティーには
。
1. きっと、行かないでしょう
2. もしかしたら、行けないかもしれません
3. もしかしたら、行くでしょう
4. たぶん、行くと思います

19. お母さん： その本はどうしたの？
子ども ： 今日、学校で先生に
。
お母さん ： 先生はいいものを
。
1. いただきました、くださったのね
2. もらいました、あげたのね
3. くださいました、いただいたのね
4. くださいました、くれたのね
20. 田中： 何をそうだんしているんですか。
アン ： 夏休みにどこへ
、
そうだんしているんです。
田中 ：いいですね。わたしもぜひ
。
1. 行きますか、おしえて下さい
2. 行くのか、さんかします
3. 行くかどうか、行きたいです
4. 行くか、さそって下さい
21. ジャー：何を買いに行ったんですか。
ゆう子：かばんです。使い
、旅行
便利なかばんを買いました。
1. やすくて、で
2. やすいので、に
3. やすくて、に
4. ながら、には
22. 山田 ：部長はお子さんが何人
。
部長 ：息子が一人、娘が一人
。
1. いらっしゃいますか、います
2. いらっしゃいますか、おります
3. いますか、おります
4. おられますか、いらっしゃいます
23. 中山： 今度、しゅっちょう
ですね。
プイ：ええ。
中山：どちらへ
ですか。
プイ：ヨーロッパの方です。
1. しそう、いらっしゃるん
2. されるそう、行かれるん
3. するそう、行ったん
4. なさるそう、まいるん
24. 学生 A：先生は何時に
か、知ってい
ますか。
学生 B ：えｰと・・・、あ、今
よ。
1. いらっしゃる、来ました
2. 来る、来られました
3. 来られる、いらっしゃいました
4. まいる、まいりました
25. 客 ： 買った服が
場合は、
どうしたらいいですか。
店員 ： その場合は、こうかんしますの
で、
。
1. 合わなかった、お持ちください
2. 合うの、お持ちしてもいいですか
3. 合った、持ってください
4. 合わない、お持ちします
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26. ゆみ子： 先生に
ことがありますか。
リン
： はい、
あります。
1. おこらせた、一度
2. おこられた、一度だけ
3. おこった、一度も
4. おこる、何度も
27. ケン：
。
山田： そうなんです。
ケン： いつですか。
山田： 2 週間後です。
ケン： いろいろお世話になりました。
お元気で。
1. 夏休みに旅行されるそうですね
2. もうすぐ退院されるそうですね
3. 日本へ帰られるそうですね
4. けっこんされるそうですね
28. ポン：このおさらをかたづけてもいいですか。
りか ：いいえ、
。後で使いますから。
1. もどしていてください
2. たなにしまっておいてください
3. そこにならべておいてください
4. そこにかざっていてください
29. あき ： 旅行はどうでしたか。
ナット : 楽しかったですが・・・。
あき
： 何かあったんですか。
ナット ： ええ、
。
1. 高いものを買ったんです
2. レストランで食べなかったんです
3. 天気がよかったんです
4. 電車の中でお金をとられたんです
30. 先生 ：どうしたんですか。
学生 ： ちょっと頭がいたいんです。
先生 ： それなら、
。
学生 ： はい、そうしようと思います。
1. がんばった方がいいかもしれませんね
2. 早く家に帰った方がいいですよ
3. 薬を飲みますか
4. 早く寝ますか
31. 中田 ： あの人はどなたですか。
チャイ：
。
中田 ： サングラスをかけている人です。
チャイ： ああ、山田さんですよ。
1. どこですか
2. 何をしていますか
3. だれですか
4. どの人ですか
32. 客 ： フィルムを買いたいんですが、
どこに行ったらいいでしょうか。
店員 ： フィルムですね。
。
客 ： あ、そうですか。
ありがとうございました。
1. フィルムなら、カメラ売り場にございます
2. しらべますから、少々お待ちください
3. フィルムはあるかどうか分かりません
4. つれて行ってさしあげましょう

33. 田中 ：今朝のニュースを見ましたか？
ジュン ：え？何かあったんですか？
田中
：
。
ジュン ：そうなんですか。こわいですね。
1. ニュースは見た方がいいですよ
2. 日本の歌手が結婚すると言っていました
3. 世界一高いビルができたそうです
4. また日本でじしんがあったそうですよ
34. さとう：あれ、だれもいないようですね。
電気がついていませんよ。
ケン ： へんですね。
。
1. かぜで寝ているんですよ
2. あそびに行ったんでしょう
3. 今日会うやくそくをしていたのに・・・
4. 5 時に帰ってくるかもしれません

38. 1. 母が入院しているので、
家の仕事をしなければなりません
2. 日本から友だちが来るので、
いろいろなところへ連れて行ってあ
げます
3. 家でテレビを見たり、本を読んだりします
4. どこへも行かないで、アルバイトをする
よていです
39 - 40.
アン

： きれいな写真ですね。
ほっかいどうですか。
行ってみたいです。

かおり： 友だちと行くんですが、
アン

39

。

： いつ行くんですか。

35-36.
みき
： 今日から
35
。
ななこ ： え、ほんとうですか。
ぜひ行きましょう。
・・・・・・・
みき
： 何かいいものがありましたか。
ななこ ：
36
。
もう少し待てばよかったです。

： そうなんですか。
ざんねんですが、
40 。
39. 1. アンさんもいっしょにどうですか
2. おみやげを楽しみにしていてくださいね
3. アンさんも行ったらいいですよ
4. 写真をたくさんとって来ますね

35.1.
2.
3.
4.

しけんが始まりますよ
車のモーターショーがあるらしいですよ
デパートでセールが始まるそうですよ
サッカーのしあいがあると聞きました

40. 1. お金がありません
2. おみやげを買ってきてください
3. 来月の三連休は休みじゃあないんです
4. 来月はいそがしいかもしれません

36.1.
2.
3.
4.

先週買ったものがもう安くなっています
あまりほしいものがありませんね
ええ、たくさんありますね
買いたいものが安くなっているようです

41- 42.

かおり： 来月の三連休に行く予定です。
アン

社員：課長、このおかし、おいしいですね。
41
課長：ああ、

37- 38.
先生
：来週から夏休みですが、みなさん、
どこか行くよていがありますか。
学生 A ：はい、私は日本に友だちがいるので、
37
。
学生 B ： 私は
38
。
先生
：そうですか。では、しっかり手伝っ
てあげてくださいね。

。
42

。

社員：そうなんですか。
お料理がお上手なんですね。
41.1. どうしたのか、教えていただけませんか
2. おめしあがりになりませんか
3. 買ってきたんですか
4. どうなさったんですか
42.1.うちのつまが作ったんだよ
2. 私のつまに買わされたんだよ
3. おくさんに作ってもらいました
4. おくさんがお作りになりました

37.1. 手紙を書こうと思っています
2. 友だちに会いに行こうと思っています
3. 友だちが来るかもしれません
4. 日本語をしっかり勉強しておくつも
りです
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49- 52.
つぎの文と同じないようのものを一つえらびな
さい。

43- 44.
先生

：日本語がじょうずになりましたね。
43

学生

(จงเลือกขอที่มีเนื้อความเหมือนกับประโยคตอไปนี้เพียงขอเดียว)

：わたしは日本語を使いながらはた
らきたいので、

先生

。
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49. にもつをかたづけてから、コーヒーでも飲
みましょう。
1. にもつをかたづけた時、
飲み物を飲みます。
2. にもつをかたづけながら、
コーヒーを飲みます。
3. にもつをかたづけた後で、
何か飲みます。
4. にもつをかたづけずに、休みます。
50. 田中さん、このゲームのあそび方を教え
ていただけませんか。
1. 田中さんが、ゲームを使います。
2. わたしは、田中さんとこのゲームをいっ
しょにしたことがあります。
3. わたしは田中さんに、ゲームのあそび方
を教えてさしあげます。
4. わたしはこのゲームであそんだことが
ありません。
51. すみません、もう少し音を小さくして
くださいませんか。
1. 音が大きすぎます。
2. 私が音を小さくします。
3. 音が小さくて、聞こえません。
4. 音を大きくしてほしいです。
52. もうすぐニュースがはじまりますから、
テレビは つけておいてください。
1. もうニュースがはじまっています。
2. 今からテレビのスイッチを入れます。
3. テレビはついています。
4. テレビはきえています。

。

：それはいいですね。でも、
もっと勉強しなければなりませんよ。

43. 1. 日本語をいつ使いますか
2. どうしてそんなに勉強するのですか
3. 日本に行ってみたいですか
4. しょうらい、どんな仕事がしたいですか
44. 1.
2.
3.
4.

日本人とけっこんします
つうやくになろうと思っています
日本へ行かなければなりません
大学でまた日本語を勉強するつも
りです

45- 48.
つぎの文をただしいじゅんにならべなさい。

(จงเรียงลําดับประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง)
45. a. 道はこむし、空気もよごれるでしょう。
b. しかし、みんなが車を持ったらどう
なるでしょう。
c. いいことばかりではありません。
d. 車はべんりなのり物です。
1. d. b. a. c
2. c. a. d. b
3. a. d. b. c
4. d. c. a. b
46. a. 私のゆめは、医者になって病気の人
をたすけることです。
b. でもがんばろうと思っています。
c. そのためには、たくさん勉強しな‐
ければなりません。
d. たいへんかもしれません。
1. c. b. a. d
2. d. b. c. a
3. a. c. d. b
4. a. d. b. c
47. a. ゆっくり休むつもりです。
b. やっと、テストが終わりました。
c. 明日から三日間休みです。
d. 毎晩おそくまで勉強していたので、
つかれました。
1. c. a. b. d
2. b. d. c. a
3. c. b. d. a
4. d. b. a. c
48. a. わたしはやはり、
日本にかってもらいたいです。
b. どちらがかつと思いますか。
c. 明日、サッカーのしあいがありますね。
d. 日本人ですから。
1. b. a. d. c
2. b. c. d. a
3. c. b. a. d
4. c. a. b. d

53- 55.
つぎの文とちがったないようのものを一
つえらびなさい。

(จงเลือกขอที่มีเนื้อความแตกตางจากประโยคตอไปนี้เพียงขอเดียว)
53. 太ったので、去年買った服が着られな
くなりました。
1. 去年、この服を着ていました。
2. 今もこの服を着ています。
3. 今年はサイズが合わなくなりました。
4. 今はこの服はきついです。
54. わたしは弟に母が買ってくれたケーキを
食べられました。
1. 母にケーキを買ってもらいました。
2. 弟にケーキをやりました。
3. ケーキを食べたのは、弟です。
4. 私はケーキを食べられませんでした。
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55. 今朝はよく晴れていましたが、午後からふ
りはじめ、雨は明日までつづくそうです。
1. 朝は天気がよかったです。
2. 雨は今もふっています。
3. 雨は朝からふっています。
4. 明日も天気がわるいそうです。

日本語で「し」は「死」のいみがあります。

56- 80.
つぎの話を読んでしつもんにこたえなさい。

「4」は中国語の発音でも、日本語とおなじように

(จงอานเรือ่ งตอไปนี้แลวเลือกคําตอบที่ถูกตองจากขอ1.2.3 หรือ
4 เพียงขอเดียว)

「死」とにているそうで、きらいだそうです。
いっぽう、西洋人は「13」がきらいな人が多い

56- 59.
むかしから「寝る子はそだつ。
」と、
寝ることがたいせつだと言われてきましたが、
さいきんの子どもはねなくなったそうです。
あるちょうさ 56
、3 さいの子どもの半分
57 以上 が夜 10 時前にねていなかったそ
うです。げんいんは、大人が夜子どもをつれ
て出かけたり、おそくまでテレビを見ていたり
することです。子どもが夜おそくまで起きてい
て、朝も大人といっしょに起きてしまうと、
寝る時間がたりなくて、体のぐあいがわるく
なってしまいます。寝る時間がみじかいと、
寝ている間に体 そだてたり、じょうぶにしたり
できません。心もそだたないと
58
。

ようです。これは、キリストはさいごの食事を

だから、病院のへやのばんごうには、
ふつうは「4」をつかいません。しかし、
中国人やタイ人は「9」はいいいみをもつ言葉
と発音がおなじなので、63 好きなのだそう です。

13 人でしたという話から生まれました。
日本人や中国人が発音がげんいんで 64 そのかず
をきらいだと言っているのとはちがいます。
60.

に入るものはどれですか。
1. どうでしょうか
2. 好きではないはずです
3. 好きではありません
4. きらいではありません
61. 発音 はどう読みますか。
1. はっおと
2. はつね
3. はっいん
4. はつおん
62.
に入るものはどれですか
1. そして
2. それで
3. しかし
4. よって
63. 好きなのだそう の「～そう」‐
と同じいみをもつものはどれですか。
1. 明日はあつそうです。
2. 雪がふりそうです。
3. かれは来月日本へ帰るそうです。
4. あの店はきれいそうです。
64. そのかず とは何ですか。
1. 4
2. 9
3. 13
4. 4 と 9
65.「9」について何と言っていますか。
1.「きゅう」と読むのはいいですが、
「く」と読むのはよくないです。
2. 中国語で「く」や「きゅう」とい‐
う発音の言葉はいいいみです。
3. 日本人はよくないいみのことばと
同じ発音ですからきらいです。
4.「く」を使うとよくないことがおきるか
らきらいです。
66. ただしいものはどれですか。
1. 日本では、へやのばんごうに「4」
を使ってはいけません。
2. 西洋人は「13」の発音がきらいです。
3. どこでも「4」はきらわれています。
4. 日本人が「4」と「9」をきらいなり
ゆうはおなじです。

56.

に入るものはどれですか。
1. は
2. から
3. なら
4. によると
57. 以上 はどう読みますか。
1. いあげ
2. いか
3. いじょう
4. いげ
58.
に入るものはどれですか。
1. 思います
2. 言われています
3. 思っています
4. 言います
59. ただしいものはどれですか。
1. たくさんの子どもが夜 10 時前には寝
ています。
2. 寝る時間がみじかくても、
うんどうすればだ いじょうぶです。
3. 寝ることは、体や心にいいことです。
4. 大人は夜おそく寝ますが、
朝は早く起きなくてもいいです。
60- 66.
日本人が好きなかずは、1・3・5・7 など
ですが、9 は

60

。なぜなら、9 の

読み方の 1 つに「く」があって、「くるし
い」の「く」と同じ

61 発音

だからで

す。日本人は同じりゆうで 4 もきらいです。
4 は「し」と読むことがあります。62
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67- 73.

72. むかしの人はとうふを買うとき、
どうしていましたか。
1. 何も持たないで買いに行きました。
2. 紙のふくろを持って行きました。
3. おさらやおちゃわんを持って行きました。
4. とうふを入れるものをすてていました。
73. ただしいものはどれですか。
1. もうゴミをすてる場所がぜんぜんあり
ません。
2. 日本人はゴミをあつめるのがじょうず
です。
3. むかしの買い物はべんりではありません
でした。
4. ゴミをへらそうと、かんがえている人
がふえてきました。

日本で何か買うと、しなものがひつ
よう以上に何度も

67

出てきます。

一番ひどいのがおみやげです。おみやげにおか‐
しを買ってきて開けてみたら、中に入っていた
おかしは少ししかなかった、ということがよく
あります。りっぱに見えるようにすることがた
いせつなので、

68 このようなこと がおきま

す。そして、はこや紙などのゴミがたくさん
69

。食べ物もおなじです。むかしは買い物

に行くときは、自分で入れ物を持って行きまし
た。たとえば、とうふがほしければ水も入れら

74- 80.
なおこはみかの家へ来ました。
お母さんと話しています。
なおこ : ごめんください。
みかの母:
74
でしょうか。
なおこ
: なおこです。
みかの母: あら、なおこさん。
ちょっと待ってくださいね。
なおこ : お久しぶりです。お母さん。
みかさんは 75
。
みかの母: まだ、帰っていないの。
でも、さっき電話があって、今
76
ところだそうだから、
ちょっと待ってもらえますか。
なおこ : はい、わかりました。
みかの母: さいきん、 77 ごりょうしん
はお元気でいらっしゃいますか。
なおこ : ええ、いそがしいですが、
元気にやっています。
みかの母: コーヒーでもめしあがりますか。
なおこ : ありがとうございます。
いただきます。
みかの母: 今度アメリカに留学されるそう
ですが いつから 78 いらっしゃる
んですか。
なおこ : 12 月からです。
みかの母: じゃあ、かなり
79
かもしれませんね。
がんばってくださいね。
あ、みかが帰ってきたようね。

れるような物を持って行きました。買うのはと
うふだけです。

70

品物 をつつんでも、紙

１まいですみました。今は何も持たないで出か
ける人がほとんどです。会社の帰りに店による
こともできるので、べんりです。しかしひつよ
うな品物を買う

71

たくさんのゴミを

買って帰ることになります。
私たちが出すゴミがふえすぎて、だんだん
すてる場所がなくなってきました。そのため、
少しでもゴミを少なくしようと、品物をつつむ
のをやめよう、買い物には入れ物を持って行こ
うという声があがっています。
67.

68.

69.

70.

71.

に入るものはどれですか。
1. つつまれて
2. つつんで
3. つつませて
4. つつみ
このようなこと はどんなことですか。
1. りっぱに見えること
2. おみやげを買うこと
3. ゴミをすてること
4. おかしが少ないこと
に入るものはどれですか。
1. 出します
2. 出ます
3. ひろいます
4. すてます
品物 の「品」とおなじ読み方をす
るものはどれですか。
1. 商品
2. 品川
3. 品質
4. 品性
に入るものはどれですか。
1. だけでなく
2. しかなく
3. ほどでなく
4. のではなく

74.
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に入るものはどれですか。
1. だれさま
2. どれさま
3. どちらさま
4. 何さま

75.

に入るものはどれですか。
いらっしゃいますか
おっしゃいますか
おりますか
ごぞんじですか
76.
に入るものはどれですか。
1. 帰る
2. 帰った
3. 帰ります
4. 帰っている
77.ごりょうしん はだれのことですか。
1. みかのお父さん
2. なおこのお父さんとお母さん
3. なおこのお父さん
4. なおこのお兄さんとお姉さん
78. いらっしゃる とおなじいみのものはどれ
ですか。
1. 来ます
2. います
3. 行きます
4. 言います
79.
に入るものはどれですか。
1. おもしろい
2. 暑い
3. 重い
4. 寒い
80. ただしい ものはどれですか。
1. なおことみかの母は、
はじめて会いました。
2. みかはまだ家にいません。
3. なおこはアメリカに旅行に行きます。
4. なおことみかは会うやくそくをし‐
ていませんでした。
1.
2.
3.
4.
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เฉลย 36 ภาษาญี่ปุน
1. ตอบขอ 1 「われています」เปนกริยาที่เกิดขึน้ ชั่วขณะ
เดียวและสงผลตอเนื่องเปนสภาพใหเห็น
「変えていただけませんか」กรุณาเปลี่ยน
ใหหนอยไดไหม เปนสํานวนแสดงการขอรองที่มี
ความสุภาพมากกวาสํานวน「～てください」
2. ตอบขอ 4 「入れるように」เพื่อที่จะเขาได、「時間
＋も」หมายถึงจํานวนนั้นมากเกินสําหรับผูพูด
3. ตอบขอ 2 「あぶないですから」เพราะวาอันตราย、
「ぜったいに」เด็ดขาด อยางแนนอน
4. ตอบขอ 3「A は～が、B は～。」เปรียบเทียบ A กับ B、
เวลาแสดงวันใชกับคําชวย 「に」
5. ตอบขอ 4 「わたしの妹に人形をくれました」
ใหตุกตาแกนองสาวดิฉัน くれます แปลวา
ใหมากับเรา
6. ตอบขอ 4 「来たら」ถามา「かならず」แนๆ ใหได
7. ตอบขอ 1 「母に日本へりゅう学させてもらい
ました」ไดรับการถูกไปเรียนญี่ปุน
8. ตอบขอ 1 「～し、～し、それに・・・」
แสดงสาเหตุหรือเหตุผลเรียงกันตั้งแตสองอยาง
ขึ้นไป
「形もいいし、安いし、それに人気も
あります」รูปรางดี ถูก ยิ่งกวานั้นยังมีความนิยม

16. ตอบขอ 4 「いらっしゃいます」เปนคํายกยองของ
「います」

17. ตอบขอ 3 「คํากริยารูปพจนานุกรม＋ようになります」
แสดงการเปลี่ยนสภาพจากการทําไมไดเปนสภาพ
ที่ทําได
18. ตอบขอ 2 「もしかしたら～かもしれません」
แสดงความคิดเห็น การเปนไปไดที่มีนอยในเรื่อง
ที่ผูพูดๆ
19. ตอบขอ 1「先生にいただきました」ไดรับจากอาจารย
「いただきます」เปนคําพูดถอมตัวเองของ
「もらいます」
「先生はいいものをくださった」

อาจารยกรุณาใหสิ่งของดีๆกับลูกสาวฉัน
「くださいます」เปนคําพูดยกยองผูใหของ
「くれます」
20. ตอบขอ 4 「どこへ行くか、そうだんしている
んです」กําลังปรึกษาอยูวาจะไปไหน
「คําปุจฉาสรรพนาม＋คํากริยารูปธรรมดา
か、・・・」

21. ตอบขอ 3「使いやすくて、旅行に便利なかばん
を買いました」

22. ตอบขอ

9. ตอบขอ 2 「買ったばかりなのに」ทั้งๆที่เพิ่งซื้อ
23. ตอบขอ

「ちょうしがわるくてこまります」

10. ตอบขอ
11. ตอบขอ
12. ตอบขอ

13. ตอบขอ

14. ตอบขอ
15. ตอบขอ

สภาพไมดีจึงลําบาก
1 「までに」ภายใน
3 「あたたかくなってきました」
อบอุนขึ้นมา「もうすぐ」จากนี้ไปในไมชา
4 「คํากริยารูปธรรมดา＋のを知っています
か」ทราบไหมวา・・・
「知りませんでした」ไมรูเลย
3 「～ので」แสดงเหตุผล「帰らせていただ
けませんか」เปนการขอรองที่ตองการใหคู
สนทนายอมรับในการกระทําของตน แปลวา
ขออนุญาตกลับหนอยไดไหม
2 「ペキンでオリンピックが開かれま
た」โอลิมปคจะจัดขึ้นที่เมืองปกกิ่ง
4 「そのふくろはやぶれています」
ถุงนั้นขาดคําชวย「は」ยกประธานของกริยาให
เปนหัวขอเรื่อง

24. ตอบขอ

25. ตอบขอ

26. ตอบขอ
27. ตอบขอ
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ซื้อกระเปาที่ใชงายและสะดวกสําหรับการทองเที่ยว
1 「いらっしゃいます」เปนคําพูดยกยองคู
สนทนาของ「います」
2 「しゅっちょうされるそうですね」
ไดยินมาวาจะไปทํางานนอกสถานที่ใชไหม
「されます」เปนคําพูดยกยองคูสนทนาของ
「します」・・・ใชคํากริยารูปถูกกระทํา
「行かれます」เปนคําพูดยกยองคูสนทนาของ
「行きます」
・・・ใชคํากริยารูปถูกกระทํา
3 「来られます」เปนคําพูดยกยองคูสนทนาของ
「来ます」 ・・・ใชคํากริยารูปถูกกระทํา
「いらっしゃいます」เปนคําพูดยกยองคู
สนทนาของ「来ます」
1 「服が合わなかった場合は」กรณีเสื้อ
ไมพอดี
「お持ちください」เปนรูปประโยคที่ผูพูด
แสดงความเคารพตอผูฟง
2 「先生におこられたことがありますか」
เคยถูกอาจารยดุไหม「一度だけ」แคหนึ่งครั้ง
3 「日本へ帰られるそうですね」
ไดยินมาวาจะกลับญี่ปุนแลวใชไหม

41. ตอบขอ 4 「どうなさったんですか」ทําอยางไรหรือ
เปนการแสดงความยกยอง
42. ตอบขอ 1 「うちのつまが作ったんだよ」
ภรรยาผมทําเอง

28. ตอบขอ 3 「このおさらをかたづけてもいいで
すか」เก็บจานนี้ไดไหม
「そこにならべておいてください」

กรุณาวางเรียงไวที่นั่น
「後で使いますから」เพราะวาจะใชทีหลัง

29. ตอบขอ 4 「電車の中でお金をとられたんです」
ถูกขโมยเงินในรถไฟนัดตอบขอวา「楽しかっ
たですが・・・(สนุกแต...)」จึงอยูในประโยค
สุดทายซึ่งตองตอบขอสิ่งที่ไมคอยดีตอเขา
30. ตอบขอ 2 「早く家に帰った方がいいですよ」
กลับบานเร็วๆดีกวานะ
31. ตอบขอ 4 「あの人はどなたですか」คนโนนเปน
ใคร 「どの人ですか」คนไหน
32. ตอบขอ 1 「フィルムなら、カメラ売り場にご
ざいます」ถาเปนฟลมอยูทแี่ ผนกขายกลอง
: ลูกคาตอบขอวา「そうですか。ありがと
うございました (หรือ ขอบคุณ)」แสดงวา
พนักงานอธิบายสถานที่มฟี ลมอยู
33. ตอบขอ 4 จุนตอบขอวา「こわいですね（กลัว）」
อยู แสดงวามีเรื่องที่ทําใหนากลัว จึงตองตอบขอ
「また日本でじしんがあったそうで
すよ」มีแผนดินไวที่ญี่ปุนอีก

34. ตอบขอ 3 「へんですね。今日会うやくそく
をしていたのに・・・」แปลกนะ
วันนี้มีนัดพบไว
35. ตอบขอ 3 「デパートでセールが始まるそう
ですよ」ไดยินวาจะเริม่ ชวงเวลาลดราคาที่หาง
36. ตอบขอ 1 「先週買ったものがもう安くなって
います」สินคาที่ซอื้ สัปดาหที่แลวถูกลง
37. ตอบขอ 2 「どこか行くよていがありますか」
มีโปรแกรมที่จะไปสักแหงไหม

「そうなんですか、お料理がお上
手なんですね」หรือคะ ทําอาหารเกงนะคะ

43. ตอบขอ 4 「しょうらい、どんな仕事がしたい
ですか」อนาคตอยากจะทํางานแบบไหน
44. ตอบขอ 2 「わたしは日本語を使いながらはた
らきたいので、つうやくになろう
と思っています」ฉันอยากจะทํางานที่ใช

45. ตอบขอ 1

46. ตอบขอ 3

47. ตอบขอ 2

48. ตอบขอ 3

49. ตอบขอ 3
50. ตอบขอ 4

「 私は日本に友だちがいるので、
友だちに会いに行こうと思ってい
ます」

51. ตอบขอ 1

เนื่องจากวามีเพื่อนที่ญี่ปุน คิดวาจะไปพบเพื่อน

52. ตอบขอ 3

38. ตอบขอ 1 「母が入院しているので、家の仕事
をしなければなりません」

53. ตอบขอ 2

เพราะวาแมเขาโรงพยาบาลอยู จึงตองทํางานบาน
39. ตอบขอ 1 「アンさんもいっしょにどうですか」
คุณอันก็ไปดวยกันไหม
40. ตอบขอ 3 「ざんねんですが、来月の三連休は
休みじゃあないんです」

เสียดายที่ไมหยุดตอนวันหยุด３วันในเดือนหนา
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54. ตอบขอ 2

ภาษาญี่ปุน จึงตั้งใจวาจะเปนลาม
d. รถยนตเปนยานพาหนะที่สะดวก
b. แตถาทุกคนมีรถ จะเปนอยางไร
a. ถนนแนนและอากาศก็สกปรกขึ้น
c. ไมใชวาสิ่งที่ดีเทานั้น
a. ความฝนของฉันคือ เปนหมอและชวยคนปวย
c. เพราะฉะนั้นตองเรียนเยอะๆ
d. อาจจะลําบาก
b. แตตั้งใจวาจะพยายาม
b. ในที่สุดก็สอบเสร็จ
d. เพราะวาเรียนจนถึงดึกๆทุกคืน เหนื่อยแลว
c. มีวันหยุด 3 วันตั้งแตพรุงนี้
a. คิดวาจะพักผอนอยางสบายๆ
c. พรุงนี้มีการแขงขันฟุตบอลนะ
b. คิดวาจะชนะทีมไหน
a. อยางไรฉันก็อยากใหทีมญี่ปุนชนะ
d. เพราะวาเราเปนคนญี่ปุน
หลังจากเก็บของแลว ไปดื่มกาแฟกัน
～てから ＝ ～た後で（หลังจาก）
คุณทานาคะคะ กรุณาสอนวิธีเลนเกมนี้ให
หนอยไดไหมคะแสดงวาผูพูดไมเคยเลนเกมนี้
ขอโทษคะ กรุณาเบาเสียงลงอีกนิดไดไหมคะ
แสดงวาขณะนีเ้ สียงดังไป 1. เสียงดังเกินไป
ขาวใกลจะเริ่มแลว ชวยเปดทีวีไวหนอย แสดง
วาตอนนี้ทีวีเปดอยู
เพราะวาอวนขึน้ จึงใสเสื้อผาที่ซื้อเมื่อปที่แลวไมได
2. ตอนนี้ก็ใสเสื้อผานี้อยู
ดิฉันถูกนองชายกินเคกที่คุณแมซอื้ ใหฉัน
(รูปถูกกระทํา) 2.ใหเคกกับนองชาย･･･
เขาไมไดใหเคก

55. ตอบขอ 3 เมื่อเชานี้อากาศดีแตตอนบายฝนเริ่มตกและไดยิน
มาวาฝนจะตกจนถึงพรุงนี้
3.ฝนตกตั้งแตเชา ・・・ ฝนไมไดตกตั้งแตเชา
56. ตอบขอ 4 「あるちょうさによると・・・・
～そうです」บางการสํารวจพบวา....
～によると ใชกลาวแสดงที่มาของขอมูล
57. ตอบขอ 3 「以上」＝いじょう มากกวา
58. ตอบขอ 2 「心もそだたないと言われてい
ます」บอกวาจิตใจก็ไมแข็งแรง (รูปถูกกระทํา)
59. ตอบขอ 3 การนอนดีตอรางกายและจิตใจ
60. ตอบขอ 3 「日本人が好きなかずは、1･3･5･7

75. ตอบขอ 1「いらっしゃいますか」＝คําพูดยกยอง
คูสนทนาของ「いますか」
76. ตอบขอ 4「今帰っているところ」＝ ขณะนี้กําลัง
กลับบาน
77. ตอบขอ 2「りょうしん」＝ทั้งพอแม
78. ตอบขอ 3「いらっしゃる」ในนี้แปลวา「行きます」
79. ตอบขอ 4「寒い」＝さむい
80. ตอบขอ 2 みか ยังไมอยูท ี่บาน แตสุดทายกลับ

などですが、9 は好きではあり

ุ ชอบคือ 1･3･5･7
ません」เลขที่คนญี่ปน
แตไมชอบ 9 ขางหนาอธิบายเลขที่ชอบแตขา ง
หลังอธิบายไมชอบ(เปรียบเทียบ)
61. ตอบขอ 4 「発音」＝はつおん
62. ตอบขอ 1 「そして」＝ และ
63. ตอบขอ 3 「好きなのだそうです」＝ ไดยินวา
ชอบไดยินวาเขาจะกลับญี่ปุนเดือนหนา
64. ตอบขอ 1 「そのかず」 หมายถึงวาเลขที่ทั้งคนญี่ปุน
และคนจีนไมชอบ คือ 4
65. ตอบขอ 3 คนญี่ปุนไมชอบตัว 9 เพราะวาออกเสียงเหมือน
กับคําที่มีความหมายไมดี
66. ตอบขอ 4 เหตุผลที่คนญี่ปุนไมชอบ 4 กับ 9 เหมือนกัน
67. ตอบขอ 1 「つつまれて」＝ถูกหอ
68. ตอบขอ 4 ขนมมีนอย
69. ตอบขอ 2 「ゴミがたくさん出ます」＝ ขยะออก
เยอะ เลือกคําอกรรมกริยา
70. ตอบขอ 2 「品物」＝しなもの
71. ตอบขอ 1 「ひつような品物を買うだけでな
くたくさんのゴミを買って 帰るこ
とになります」ไมวาจะซือ้ สินคาที่ตองการ

ใดๆ ก็ตามก็เหมือนกับวาเราซื้อขยะมาดวย
72. ตอบขอ 3 「むかしの人はとうふを買うとき、
どうしていましたか」สมัยกอนเมื่อซื้อ
เตาหูทําอยางไร
73. ตอบขอ 4 คอยๆเพิ่มจํานวนคนที่มีความคิดที่จะทําใหขยะ
ลดนอยลง
74. ตอบขอ 3「どちらさまでしょうか」＝ขอทราบชื่อ
ดวย แสดงความสุภาพของผูพูด
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