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はじめに

日本語能力試験は、日本語能力が測定でき、資格として認定される試験として、毎年多

くの学習者に受験されています。受験目的は、自分のレベルを測るためだけでなく、就職

のため、大学受験のため、など様々で、2010年からは実際に運用できる日本語能力を重

視する内容に変わりました。

本書は、合格を目指す学習者に向け、新しい「日本語能力試験」と同じ形式の模擬試験

2回分を用意しました。高得点を取って合格するためには、試験前に自分の弱点を知り、

実際の試験のときに、どこにどれだけの時間をかけたらいいのか、どのように問題を解け

ば効率がよいか、事前に把握しておく必要があります。

本書は、以下の3つのステップで、学習を進めることにより、効率よく弱点を補強でき

る構成になっています。

　①「対策」でコツをつかむ
　　　　↓
　②「模試」で問題にチャレンジ
　　　　↓
　③「解説」で弱点をチェック

模擬試験を行うのは、試験の数か月前でも、直前でもいいです。数か月前に行う場合

は、第1回の模擬試験をやったあとに苦手な分野の科目を重点的に勉強してから、第2回

の模擬試験をやってみるといいでしょう。また、試験直前で時間がない場合でも、間違え

た部分を付録の解説（翻訳付）で確認し、短時間で復習できます。

本番前に、この模擬試験2回分を十分に活用して、自分の弱い部分を強化し、試験の得

点アップ、日本語力の向上につなげてください。試験の合格を目指す皆さんが、試験の形

式に慣れ、本番で力が発揮できるようにお役に立つことができましたら幸いです。

� アスク出版編集部
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前   言

    日本语能力考试，作为既能测试日语能力，又能获得资格证书的考试，每年都吸引了许

多学习者报名参加。参加考试的目的不仅是为了测试自己的日语水平，也为了找工作或是考

大学。从2010年该考试改革后，考试内容逐渐向注重日语实际运用能力转变。

    本书面向希望通过该考试的考生，准备了两套与新日本语能力考试形式完全一致的全真

模拟考试。若想要以高分通过考试，有必要在考试前了解自己的薄弱环节，并事先掌握在实

际考试中哪个部分需要花多少时间，如何更加高效地解题。

    本书分为以下三个阶段，根据学习进度，高效加强薄弱环节。

    1.“对策”部分帮助考生掌握技巧;

    2.“模拟考试”部分帮助考试挑战考题;

    3.“解说”部分帮助考生查漏补缺。

    本书中的模拟考题既可以安排在正式考试的数月前自测，也可以安排在临考前。如果安

排在正式考试的数月前，那么在完成本书第1套模拟考题后，重点学习薄弱部分，之后再做

第2套。如果在临考前没有充裕时间的情况下，通过附录中的解说部分（附有翻译）确认错

误部分，也能在短时间内达到复习效果。

    希望大家在正式考试前，充分利用好这两套模拟考试题，攻克自身薄弱环节，提高考试

得分，提高日语能力。希望通过本书的学习，能帮助各位想要顺利通过该考试的考生们熟悉

考试形式，在正式考试中发挥实力。

  日本Asuku出版编辑部
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この本の使い方

1	 日本語能力試験の出題内容と解き方のコツが学べます。　
2	 この本は実際の日本語能力試験N2と同じ問題形式で作られた模擬試験の本です。
	 模擬試験が２回分、CDが1枚ついています。　

3	 各問題を解くためにかけてよい時間を時計マークの下に示しました。この時間通りに
問題を解くと、わからなかった問題に戻って考える時間ができます。

4	 解答のあとに、丁寧な解説があります。ポイントになる部分には、英語、中国語、韓
国語の翻訳がついています。

5	 科目ごとに得点が記入できる採点表があります。自己採点をして、自分の弱い分野は
何かを把握することができます。

1 With this book, you will be able to study the questions that appear in the Japanese-Language Proficiency Test and strategies 
for answering them.

2 The practice tests in this book contain the same number of questions as the actual Japanese-Language Proficiency Test N2. 
There are two different practice tests, with a CD.

3 The questions on each practice test feature a time marker that specifies how long you should spend on that question. Answer-
ing each question within the indicated time will allow you to go back and review your answers after you finish. 

4 Each answer is followed by a detailed explanation. Important points in each explanation have been translated into English, 
Korean and Chinese.

5 This book contains a score sheet for you to record your score for each section. Fill it out to see where your weaknesses are.

1	 掌握日语能力考试试题的内容和答题窍门。
2	 本书中模拟试题的形式与实际日语能力考试N2的问题形式相同。模拟试题共分两套，并附有一张CD。
3	 各题目前的时钟标记下都标有解题所需时间。以这个时间为标准解题，可以利用剩余时间思考不明白暂且保留的题目。
4	 答案的后面都有详细的解说。要点部分附有英语、汉语、韩语的译文。
5	 每个科目都附有计算得分的得分表。可以自己判分，以便把握自己在哪个领域比较欠缺。

1	 일본어능력시험에	나오는	문제의	내용과	문제를	푸는	요령을	익힙니다.

2	 이	책은	실제의	일본어능력시험	N2과	같은	문제형식으로	만들어진	모의시험의	책입니다.	모의시험	2회분	CD	1장입니다.

3	 각	문제를	풀기	위한	모범	시간을	시계	마크로	표시했습니다.	이	시간대로	문제를	풀면,	모르는	문제를	다시	풀	수	있는	시간이	

있습니다.

4	 해답	뒷부분에	자세한	해설이	있습니다.	또한,	포인트에는	영어,	중국어,	한국어의	번역이	있습니다.

5	 과목마다	득점을	적어	넣을	수	있는	채점표가	부록에	있습니다.	자기채점을	해서	자신의	약점인	분야를	파악합시다.

この本の特徴
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各科目の出題内容を把握する。
問題を解くときに注意するポイントをつかんでおく。

Learn what kinds of questions appear in each section.
Understand what points require attention to answer the questions.
把握各科目的试题内容。
抓住解题时应注意的要点。
각	과목의	출제내용을	파악한다.

문제를	풀	때	주의해야	할	포인트를	파악해	둔다.

自己採点して、採点表に得点を記入する。得点が低い科
目をチェックする。

Check your answers and enter your results in the score sheet. Review sections with a 
low score.
自我判分并在得分表中记入总得分。确认得分较低的科目。
자기채점을	한	후,	채점표에	득점을	기입한다.	득점이	낮은	과목을	체크한다.

マークシートを切り離して用意する。
問題番号の時間を目安にして解く。

Tear out your answer sheet beforehand.
Use the indicated times for each question as a guide.
将答题纸裁下来准备好。
以问题前的时间作为参考来解题！
마크시트를	떼어	준비한다.

문제	번호의	시간을	기준으로	풀어볼	것!

間違えた部分、自信がなかった部分の解説をよく読ん
で、間違えた原因をはっきりさせる。まだ覚えていない言
葉や表現をチェックする。

Closely read the explanations of parts where you made mistakes or lacked confidence 
so that you can clearly understand what your mistake was. Review words and phrases 
you have not yet memorized.
对于答错的部分或拿不准的部分，要仔细阅读解说，弄清答错的原因。并且确认不懂的词
汇及表达方式。
틀린	부분,	자신이	없었던	부분은	해설을	잘	읽어서	틀린	원인을	명확히	한다.	외우지	못

한	단어나	표현을	체크한다.

この本の

構成と使い方

問題の内容を知る
（Part 1）

1

第 1 回模試を行う
（Part 2）

2

採点する
（付録）

3

解説を読む
（付録）

4
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苦手な科目（得点が低かった科目）の対策をよく読ん
で、その科目の学習を進める。

Closely read about how to deal with tough sections (i.e. the ones with low scores) and 
keep studying them.
对于不擅长的科目（得分较低的科目），应认真阅读答题对策，加强该科目的学习。
자신이	없는	과목(득점이	낮았던	과목)의	대책을	잘	읽고,	그	과목의	학습을	한다.

苦手な科目を補強できたら、第2回の模試をやってみ
る。試験が終わったら、採点して、解説を読む。

Try the second mock test after shoring up your ability in tough sections. When you fin-
ish, calculate your score and read the explanations.
巩固较弱的科目后，接着做第二次模拟试题。答题完毕后自我判分并阅读解说。
자신이	없었던	과목을	보강한	후,	제2회	모의시험을	풀어	본다.	시험이	끝나면	그	후	채

점을	하고	해설을	읽는다.

対策を読む
（Part 1）

5

第 2 回模試を行う
（Part 2）

6

しっかり準備して合格だ!!
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試験は時間との勝負です！

1	 時間を計って解きましょう。
2	 「言語知識・読解」は最初の「言語知識」に時間をかけると、「読解」にかける時間が
なくなってしまいます。最初に全部の問題を見て、時間配分を考えましょう。

3	 わからない問題は飛ばして、あとから解きましょう。どの問題を飛ばしたのか、後か
ら見てわかるように印をつけておきましょう。

The test is a race against the clock!
1 Keep track of the time as you answer the questions.
2 Be careful not to spend too much time on “Language Knowledge”, otherwise you will be unable to devote enough attention to 

the “Reading Comprehension” questions. Look over all of the questions before you begin and think about how to manage your 
time.

3 Skip the questions that you find difficult and answer them later. Donʼt forget to clearly mark the questions you skipped.

时间是关键！
1	 合理分配解题时间。
2	 如果在“言语知识・阅读理解”中的“言语知识”部分花费太多时间，用在“阅读理解”的时间就会减少。所以在解题前先看一下
整个题目，再考虑如何分配时间。

3	 遇到不会的题目先放一放，回头再做解答。不明白暂且保留的题目要做一下标记，以防有漏答。

시험은	시간과의	승부입니다!

1	 시간을	재면서	문제를	풉시다.

2	 「언어	지식・독해」는	처음의「언어	지식」에	시간을	들이면,「독해」에	들일	시간이	부족해집니다.	먼저	문제	전체를	훑어보

고	시간	배분을	생각합시다.

3	 모르는	문제는	건너뛰고	나중에	풉시다.	어느	문제를	건너뛰었는가를	나중에	알	수	있도록	표시를	해	둡시다.

模擬試験に挑戦

する前の注意！
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新しい「日本語能力試験」N2 について

※この内容は『新しい「日本語能力試験」ガイドブック概
がい

要
よう

版と問題集　N1、N2、N3編』（独
どく

立
りつ

行
ぎょう

政
せい

法
ほう

人
じん

　国
こく

際
さい

交
こう

流
りゅう

基
き

金
きん

、財
ざい

団
だん

法
ほう

人
じん

　日
に

本
ほん

国
こく

際
さい

教
きょう

育
いく

支
し

援
えん

協
きょう

会
かい

）の情報をもとに作成しています。

▶ 試験日

年2回（7月と12月初
しょ

旬
じゅん

の日曜日）

※海外では7月の試験を実施しない国・地域があります。

▶ レベルと認定の目
め

安
やす

試験のレベルは5段階（N1～ N5）です。

▶ 試験科目と試験時間

N2
言語知識（文字・語彙・文法）・読解 聴　解

105分 50分

▶ 得
とく

点
てん

区
く

分
ぶん

と配
はい

点
てん

N2 言語知識（文字・語彙・文法） 読　解 聴　解

0〜 180点 0〜 60点 0〜 60点 0〜 60点

▶ 合否の判定

「得点区分別得点」と、それらを合計した「総合得点」の二つで合否判定を行います。

得点区分ごとに基準点が設けられており、一つでも基準点に達していない場合は、総合

得点が高くても不合格になります。

試験日、実施地、出願の手続きのしかたなど、新しい「日本語能力試験」の詳しい
情報は、日本語能力試験のホームページhttp://www.jlpt.jpをご参照ください。

2 級➡ N2…旧試験の2級とほぼ同じレベル
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N2 問題の構成

試験科目
（試験時間）

大　問 　小
しょう

問
も ん

数
す う

　 ね ら い

言
語
知
識
・
読
解
（
105
分
）

文
字
・
語
彙

1 漢字読み 5 　漢字の読み方を問う

2 表記 5 　ひらがなで書かれた漢字の書き方を問う

3 語形成 5 　派
は

生
せい

語や複合語の知識を問う

4 文
ぶん

脈
みゃく

規
き

定
てい

7 　文脈で意味的に規定される語を問う

3 言い換え類
るい

義
ぎ

5
　出題される語や表現と意味的に近い語や表現
を問う

6 用法 5 　出題語の文中での使われ方を問う

文
　
法

7
文の文法1

（文法形式の判断）
12

　文の内容に合った文法形式かどうかの判断を
問う

8
文の文法2

（文の組み立て）
5

　統
とう

語
ご

的
てき

に正しく、意味が通る文を組み立てる
ことができるかを問う

9 文章の文法 5 　文章の流れに合った文かの判断を問う

読
　
解

10 内容理解（短文） 5
　200字程度のテキストを読んで、内容が理解
できるかを問う

11 内容理解（中文） 9
　500字程度のテキストを読んで、因果関係や
理由などが理解できるかを問う

12 統合理解 2
　複数のテキスト（合計600字程度）を読み比
べて比較・統合しながら理解できるかを問う

13 主張理解（長文） 3
　社

しゃ

説
せつ

・評
ひょう

論
ろん

など900字程度のテキストを読ん
で、主張や意見がつかめるかを問う

14 情報検索 2
　情

じょうほう

報素
そ

材
ざい

（700字程度）の中から、必要な情
報を探し出すことができるかを問う

聴
　
解
（
50
分
）

1 課
か

題
だい

理解 5
　具体的な課題解決に必要な情報を聞き取り、
次に何をするのが適当か理解できるかを問う

2 ポイント理解 6
　事

じ

前
ぜん

に示されていることをふまえ、ポイント
を絞

しぼ

って聞けるかどうかを問う

3 概
がい

要
よう

理解 5
　テキスト全体から話者の意

い

図
と

や主張などが理
解できるかを問う

4 即
そく

時
じ

応
おう

答
とう

12
　質問などの短い発話を聞いて、適切な応答が
できるかを問う

5 統合理解 4
　長めのテキストを聞いて、複数の情報を比
較・統合しながら、内容が理解できるかを問う

＊「小問数」は毎回の試験で出題される目安で、実際の試験での出題数は多少異なる場合がありま
す。また小問数は変更される場合があります。
＊「読解」では、一つの本文に対して、複数の問題がある場合もあります。
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試 験 対 策



言語知識の対策1
54 問／0 ～ 60 点／目安時間 約 35 分

言語知識を解くときのアドバイス

試験は問題数が多いので、始めのほうの問題に時間をかけると、
あとの問題の時間が足りなくなります。「言語知識」の問題はな
るべく早く解きましょう。特に、「文字・語彙」「文法」は覚えて
いればすぐできる問題が多いです。わからないと思ったら、じっ
くり考えるのはあとにして、すぐに次の問題に移りましょう。

①文字・語彙の対策（32 問）

 問題 1　漢字読み 　　　　の漢字の読み方を選ぶ。（5 問）

問題　　　　の読み方として最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

例１）となりの家の子どもが暴れている。
１　たわむれて� ２　けがれて� ３　あばれて� ４　おこられて

例２）どんよりした雲が空を覆っている。
１　ふくって� ２　ただよって� ３　くもって� ４　おおって

答え３、４

There are a lot of questions on the test, so if you spend too much time on the questions at the beginning, you will not have 
enough time to tackle those in the latter part of the reading comprehension section. Do your best to answer the questions in 
“Language Knowledge” part as fast as possible. If you know the kanji and vocabulary well, you should be able to breeze through 
many of the questions in the “Kanji Reading and Vocabulary” and "Grammar" sections. When you run into a question that you 
canʼt answer right away, save it for later and move on to the next.
因为整个试题的数量很多，如果在一开始的问题上花费太多时间，后面阅读理解的时间就会不足。因此，应尽快解答“言语知识”

部分。尤其是“文字・词汇”“语法”部分，大多题目只要掌握了相关知识就能很快解答。遇到不明白的问题，先放一放，立刻接着解
下一道题。

시험은	문제	수가	많으므로	시작	부분의	문제에	시간을	들이면	뒤의	독해	문제를	풀	때	시간이	모자랍니다.	「언어	지식」문제는	가

능한	한	빨리	풀도록	합시다.	특히	「문자・어휘」「문법」은	알고	있으면	금방	풀	수	있는	문제가	많습니다.	모를	때에는	시간을	들여	

생각하지	말고	다음	문제로	바로	넘어갑시다.	

ポイントポイント

漢字の読み方を問う問題は、問題文の文脈からそこに入る言葉の意味が推測できます。
もし、漢字の読み方に自信がなくても、文脈に合う言葉が選べれば、正解できる可能性が
あります。必ず、問題文は全部読みましょう！
「ごうかく」「ごかく」「こうかく」「こっかく」のように、長い音と短い音、「 」゙「っ」
などの似ている読み方がよく出題されます。ただ読んで覚えるのではなく、ひらがなでどう
書くのかしっかり確認しながら覚えましょう。
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When answering questions that ask for the kanji reading, you can often guess the meaning of the word that fits in the blank 
by looking at the context. Even if you are not confident in your kanji reading abilities, there is a good chance youʼll get the answer 
right if you choose the words that fit the context.

You will often see words with similar kanji readings that only vary by their long or short sounds or by small differences like 
“ ”゙ and “っ”, such as “ごうかく”, “ごかく”, “こうかく” and “こっかく”. Do not just memorize while reading the kanji; make sure to 
remember how they are written out in hiragana.
汉字的读音问题，可以从问题的上下文推测应该填入的单词的意思。即使对汉字的读音没有信心，只要选择符合上下文含义的单

词，就很有可能是正确答案。因此，务必要通读问题全文。
试题中会经常出现如“ごうかく”“ごかく”“こうかく”“こっかく”的长音及短音、浊音、促音等读音相似的问题,	所以不仅要

记住读音，还要注意确认并牢记平假名的写法。
한자	읽는	법을	묻는	문제는,	문제의	문장	문맥을	보고	거기에	들어갈	단어의	의미를	추측할	수	있습니다.	만약,	한자	읽기에	자신

이	없더라도	문맥에	맞는	단어를	고르면	정답일	가능성이	큽니다.	반드시	문제	문장은	전부	읽도록	합시다!

「ごうかく」「ごかく」「こうかく」「こっかく」와	같이,	장음,	단음,	「 」゙,	「っ」	등,	읽는	법이	비슷한	것이	자주	출제됩니다.	그냥	

읽고	외우는	것이	아니라	히라가나로	어떻게	쓰는지	확실히	확인하면서	외우도록	합시다.

 問題 2　表記 　　　　のひらがなを漢字でどのように書くか選ぶ。（5 問）

問題　次の文の　　　をつけた言葉は、どのような漢字を書きますか。その漢字を、
1・2・3・4の中から選びなさい。

例１）戦争に反対するしょめい運動をした。
１　書名� ２　緒明� ３　署名� ４　諸名

例２）この花、何だろう。ずかんで調べてみよう。
１　図鑑� ２　図艦� ３　図観� ４　図刊

答え３、１

ポイントポイント

漢字を選ぶ問題は、「講」と「構」、「各」と「名」のように形が似ている漢字に注意し
ましょう。また、「氏名」と「使命」、「取る」と「撮る」のように同じ読み方で意味が異
なる漢字もよく出るので、意味もしっかり覚えておきましょう。自信がないときは、選

せん
択
たく

肢
し
の漢字や問題文から意味を推測し、当てはまりそうなものを選びましょう。
Look out for kanji that look similar when facing questions that ask you to choose the correct kanji, such as “講” and “構” or 

“各” and “名”. You will also often see words with the same kanji reading, such as “氏名” and “使命” or “取る” and “撮る”, so pay at-
tention and make sure to memorize them.When you are unsure, try to guess the meaning from the kanji in the answer choices 
and from the context of the text to pick the answer that seems to fit.
选择汉字的题目，应注意如“講”和“構”，“各”和“名”等形状相似的汉字。此外，如“氏名”和“使命”，“取る”和“撮る”

等读音相同意思不同的汉字，也是会频出的问题，所以要牢记它的意思。没有把握时，应从选项的汉字或提问内容中推测意思并做适
当选择。

한자를	고르는	문제는	「講」과	「構」,	「各」과	「名」	과	같이	형태가	닮은	한자에	주의합시다.	또한,	「氏名」과	「使命」,�「取る」과	

「撮る」	처럼	읽는	법은	같지만,	의미가	다른	한자도	자주	출제되므로,	의미를	확실히	외우도록	합시다.	자신이	없을	때에는	선택지의	

한자나	문제의	문장으로	의미를	추측해	맞는	것을	고릅시다.
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 問題 3　語形成 　派生語や複合語（二つの語が結びつき、新しい一つの語になったも

の）の知識を問う。（5 問）

問題　（　　）に入れるのに最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

例１）システムの誤作動で、（　　）混乱が起きた。
１　長� ２　激� ３　超� ４　大

例２）まわりの人の声がうるさくて、大事なところを聞き（　　）しまった。
１　逃して� ２　分けて� ３　込んで� ４　間違えて

答え４、１

漢字のおすすめの学習方法

漢字は、「読み方」「意味」「その漢字を使った言葉」を合わせて
覚えるようにしましょう。それぞれ関連付けて覚えれば、漢字だ
けでなく、語

ご
彙
い
も増え、語彙問題の対策になります。漢字は覚え

れば覚えるほど点数が伸びますから、ぜひ正確に覚えて得点アッ
プにつなげましょう。

ポイントポイント

どの二つの語も一つの語に結びつくわけではないので、よく使う組み合わせのものを覚
えておきましょう。また、文で覚えておくと、どんなときに使うのか理解しやすくなりま
す。答えがわからないときは、二つの語、それぞれのもともとの意味から推測して、答え
を絞

しぼ
っていきましょう。

Given words cannot necessarily connect with each other, so make sure to memorize commonly used combinations. In addi-
tion, if you memorize sentences or phrases, then it will be easier for you to understand when to use these words. When you are 
not sure of the answer, try to guess the base meaning of the words to narrow down the answer choices.
不是任何两个词都能组合成一个词的，应该记住经常使用的组合词。并且，如果能记住整个句子，就更容易理解该词应在什么时

候使用。对答案没有把握时，应从两个词各自原来的意思去推测，筛选答案。
어떤	두	개의	단어가	반드시	하나의	단어(복합어)가	되는	것은	아니니까,	자주	쓰이는	조합	형태를	외워둡시다.	아울러,	문장을	

외어두면,	어떤	때	사용되는가	이해하기	쉽습니다.	답을	모를	때에는	각각	원래의	뜻에서	추측해서,	정답이	될	만한	것만	간추려	봅

시다.

Learn kanji by remembering three things: its readings, meaning and words that use the kanji. Remembering these relation-
ships will not only help you learn kanji, but also improve your vocabulary and help you tackle problems in the Vocabulary section 
of the test. Kanji proficiency helps to boost your overall score, so make sure that you correctly memorize all the kanji that may 
appear on the test.
记汉字时，要将“读音”“意思”“使用该汉字的词汇”结合起来记。将这些连起来一起记，除了掌握汉字以外，还能增加词汇量，

有助于提高词汇的解题能力。汉字记得越多越能拿分，所以一定要正确牢记，以提高分数。
한자는	「읽는	법」	「의미」	「그	한자가	사용된	단어」를	함께	외우도록	합시다.	각각을	관련지어서	외우면	한자뿐	아니라	어휘도	늘

고,	어휘	문제의	대책도	됩니다.		한자는	많이	외우고	있을수록	점수를	딸	수	있으니까,	꼭	정확히	외워서	득점을	올리도록	합시다.
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 問題 4　文脈規定 　（　　）の中に入る適切な語を選ぶ。（7 問）

問題　（　　）に入れるのに最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

例１）市内に（　　）していることを証明できる書類を持ってきてください。
１　移住� ２　在籍� ３　在住� ４　居学

例２）（　　）と、高い車を買ったんだね。うらやましいよ。
１　髄分� ２　随分� ３　隋文� ４　随文

答え３、２

You will often see words with a similar meaning or kanji reading. Memorize words with similar meanings in sets. Also, make 
sure to memorize the kanji reading of each one.
经常会出现意思或读音相似的词汇。应该把意思相近的词汇一起记住。并且将每个词汇的读音记牢。

의미	혹은	읽는	법이	비슷한	것	등이	자주	출제됩니다.	비슷한	말은	한꺼번에	외우도록	합시다.	또한,	하나하나	읽는	법을	확실히	

외우도록	합시다.

ポイントポイント

意味や読み方が似ているものがよく出ます。似ている意味の言葉は一緒に覚えましょう。
また、一つ一つの読み方をしっかり覚えましょう。

 問題 5　言い換え類義 　　　　の語や表現と意味的に近い語や表現を選ぶ。（5 問）

問題　　　　の言葉に意味が最も近いものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

例１）東京のラッシュアワーは本当につらい。
１　帰省� ２　混雑� ３　複雑� ４　仕事

例２）初めて車を運転したときは、緊張した。
１　どきどき� ２　うきうき� ３　にこにこ� ４　そわそわ

答え２、１

There are many questions in which any of the answers could be used to create a sentence that is correct. Make sure to read 
through the entire question and select the word that shares the same meaning as the underlined word.
大多情况，无论选择哪个选项，句子都有可能说得通。遇到这种问题，一定要将问题全部读完，选择与标有下画线的部分含义相

同的选项。
선택지의	어느	것을	골라	넣어도	문법상으로는	바른	문장이	되는	것이	많습니다.	이러한	문제는	반드시	문제를	읽고	밑줄	부분과	

같은	의미의	말을	고르도록	합시다.

ポイントポイント

選
せん
択
たく
肢
し
のどれを選んでも正しい文になることが多いです。このような問題は、必ず問題

文を読んで下
か
線
せん
部
ぶ
と同じ意味の言葉を選びましょう。
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There are very many words you need to memorize for the Vocabulary section. You wonʼt be able to remember them all soon, 
so try to study them little by little, day in and day out. This exam contains a lot of questions that are easy to miss. Thus, there is 
a good chance you will run into questions featuring words you often miss, so make an effort to memorize those words.
必须扩大自己的词汇量。这不是一蹴而就的事情，应该每天都记一点，积少成多！试题中会出现很多容易出错的问题。也就是说，

你经常出错的单词很有可能会出现在问题当中。错过一次的单词一定要记牢，决不再错。
어휘를	많이	외워야	합니다.	쉽게	바로	외울	수	있는	것이	아니므로	매일	조금씩	외우도록	합시다!	시험에서는	틀리기	쉬운	문제가	많

이	출제됩니다.	즉,	여러분이	잘	틀리는	단어가	출제될	가능성이	크다는	것입니다.	한번	틀린	한자나	단어는	확실하게	외우도록	합시다.

語彙のおすすめの学習方法

語彙はたくさんの量を覚えなければなりません。すぐに覚えられ
るものではありません。毎日少しずつ覚えるようにしましょう！
試験では間違えやすい問題が多く出題されます。これはつまり、
あなたがよく間違える言葉は出題される可能性が高いということ
です。一度間違えた漢字と言葉は確実に覚えましょう！

 問題 6　用法 　出題語が文の中でどのように使われるかを選ぶ。（5 問）

問題　次の言葉の使い方として最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

例１）たまる
１　仕事が忙しくて、ストレスがたまっている。
２　予算は、あとどれくらいたまっていますか。
３　最近はたばこを吸わない人がたまっている。
４　昨日の集会には3000人を越える人がたまった。

例２）油断
１　ダイエットのため油断している。
２　油断していると敵にやられるよ。
３　油断しているので、体重が軽くなった。
４　油断していたら、気持ちが軽くなった。

答え１、２

There are some questions that you cannot answer by knowing the meaning of the word. Memorize words that are often used 
together and try to remember the sentences. But donʼt just memorize. Try to pay attention to and remember things such as when 
certain words are used, what particles they are used with, and what nouns can create verbs using “する”.
有些题只知道词汇的意思是不能答对的。应该将和该词汇一起使用的前后词汇或一整句话一并记住。不要死背单词，应留意并记

住这个词使用的时间、场合以及和什么助词一起使用，如果是名词，还要注意后面能否加上“する”变为动词使用。
단어의	의미를	아는	것만으로는	답을	찾을	수	없습니다.	같이	쓰이는	단어를	함께	외우거나	문장을	외우도록	합시다.	무조건	외우

는	것이	아니라	언제	어디에	사용되는가,	어느	조사와	같이	사용하는가,	명사일	때에는	「する」를	붙여	동사가	되는가	등에	주의하

면서	외웁시다.

ポイントポイント

言葉の意味を知っているだけでは答えられないものもあります。よく使われる言葉と一
緒に覚えたり、文で覚えたりしましょう。ただ暗記するだけでなく、いつどこで使うの
か、どの助詞と一緒に使われるか、名詞の場合は「する」がついて動詞になるのか、など
にも注意して覚えましょう。
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②文法の対策（22 問）

 問題 7　文の文法 1（文法形式の判断） 　（　　）の中に入る適切な文法を選ぶ。 

 （12 問）

問題　次の文の（　　）に入れるのに最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びな
さい。

例１）また新しい情報が入り（　　）すぐにお知らせいたします。
１　以来� ２　次第� ３　とたん� ４　やいなや

例２）お客様のご希望（　　）、結婚式のプランを立てさせていただきます。
１　に伴って� ２　に限って� ３　につれて� ４　に沿って

答え２、４

ポイントポイント

意味が正しくても、文型によって、一緒に使える品
ひん
詞
し
や形が決まっています。意味だけ

でなく、品
ひん
詞
し
や活用形にも注意して解きましょう。

Though the meaning may be the same, the parts of speech and inflected forms used together with the word vary according to 
the sentence pattern. In addition to determining the meaning, make sure that you note these forms as you answer the questions.
即便含义正确，根据句型的不同，一起使用的词性和形态也是固定的。解题时，除含义以外，还要注意词性和活用形。

의미가	맞더라도	문형에	따라서	같이	쓸	수	있는	품사나	형태가	정해져	있습니다.	의미뿐만	아니라	품사나	활용형에도	주의해서	

풀도록	합시다.

 問題 8　文の文法 2（文の組み立て） 　1 から 4 の語をそれぞれ　　に当てはめて正

しい文を作る。（5 問）

問題　次の文の　★　に入る最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

例１）　　　　　　　　　★　　　　　　なかなか、そうはいかない。
１　もし　　　２　ものなら　　　３　行ってみたいが　　　４　行ける

例２）今日は北風が　　　　　　　　　　★　　　　　　感じない。
１　強い　　　２　それほど　　　３　寒さを　　　　　　　４　わりには

答え２、２

ポイントポイント

文型の意味や接続の形（活用形や品
ひん
詞
し
）に注意しながら、文を組み立てましょう。　　

の前の部分、後ろの部分とうまく接続できるか、ヒントにもなります。
Put together sentences while paying attention to the meaning of sentence patterns and how they connect (parts of speech 

and inflected forms). The word that comes before         is a hint telling you whether it will connect well with the following word.
应该一边留意句型的意思以及接续的形态（活用形或词性）一边组合句子。　　之前的部分以及之后的部分能否顺畅接续也可作

为选择的参考。
문형	의미나	접속형(활용형이나	품사)에	주의하면서	문장을	만들어	봅시다.	　　의	앞부분	혹은	뒷부분과도	자연스럽게	이어질	

수	있는가도	힌트가	됩니다.
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 問題 9　文章の文法 　文章の流れに合った表現を選
せん

択
たく

肢
し

の中から選ぶ。（5 問）

問題　次の文章を読んで 例1 から 例4 の中に入る最もよいものを、1・2・3・4
から一つ選びなさい。

「最近の若者は、夢がない」とよく言われる。わたしはそれに対して言いたい。
例1 、しょうがないじゃないか。子どもの頃から不景気で、大学に入ったら、就職
率が過去最低を記録している。そんな先輩たちの背中を見ているのだ。どうやって夢
を持って生きていけと 例2 。しかし、このような状況は、逆に 例3 だとも考えら
れる。
自分をしっかりと見つめなおし、自分のコアを見つけるのだ。そしてそれを成長へ

の飛躍とするのだ。今のわたしは高く飛びあがるために、一度 例4 状態だと思っ
て、明日を信じてかんばりたい。

例１）１　したがって� ２　だって� ３　だから� ４　それで
例２）１　言うのだ� � ２　言えばいいのだ�
　　　３　言ってもいいのか� ４　言うべきか
例３）１　ヒント� ２　機会� ３　ピンチ� ４　チャンス
例４）１　飛んでいる� � ２　もぐっている�
　　　３　しゃがんでいる� ４　死んでいる

答え２、１、４、３

ポイントポイント

文法的に答える問題だけでなく、意味を理解していなければ答えられない問題もありま
す。文章全体の内容を理解しながら読み進めましょう。 の前後の文の関係、文章の
流れ、似ている表現、筆者の主張などに注意して答えを選びましょう。

In addition to questions that you have to answer using correct grammar, you also have to think about the context and correct 
meaning. Read through the text while trying to understand its overall meaning. To select your answer, pay attention to things 
like the words that come before and after the         and their relationship, the flow of the sentences, similar expressions and the 
writerʼs opinion.
有些问题不仅是只弄懂语法就能答对的，必须正确理解意思才能答对。应一边理解文章整体的内容一边往下读。应留意　　　前

后句子的关系、文章进展、相似的表达方式、作者的主张等选择答案。
문법적으로	답하는	문제뿐	아니라	의미를	이해하지	않으면	답을	알	수	없는	문제도	있습니다.	문장	전체	내용을	이해하면서	읽어	

나갑시다.	　　　의	전후	문장	관계,	문장의	흐름,	비슷한	표현,	필자의	주장	등에	주의하면서	답을	고릅시다.
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文法のおすすめの学習方法

　N2レベルの練習問題を一冊しっかり勉強して、基本的な文型
をきちんと覚えましょう。文法問題は文型をきちんと覚えていれ
ば確実に得点につながりますし、練習すればするほど、速く解け
るようになるでしょう。
　N2の試験には日常生活でよく使う表現がたくさん出てきます。
練習問題をするだけではなく、自分で文を作ってみることによっ
て、場面や状況も理解できますし、本当の力がつきます。ぜひ、
実際に使ってみることをおすすめします。

There are a number of practice question books and grammar guides available. Get a N2 level book and study it exhaustively 
to master the basic sentence patterns that appear on the test. Having a sound grasp of these patterns greatly improves your 
chances of scoring well on this section. The more you practice, the faster you will be able to answer the questions on the actual 
exam.

Many of the expressions that appear on the N2 test are commonly used within everyday life. While studying practice ques-
tions is important, attempting to create your own sentences enables you to understand the situations and context in which they 
are used. This will ultimately elevate your own ability to effectively use the Japanese language. Consistently make an effort to 
apply what you have learned.
认真学习一本N2水平的练习题，并牢记基本句型。语法问题只要牢记句型，就能稳拿分，且练习越多，解题的速度就会越快。
N2考试中，会出现很多日常生活中经常使用的表达方式。不单只是做练习题，还要通过自己造句，不但可以理解场景和情况，还

可以提高自身能力。建议您在日常生活中尝试使用。
N2	레벨의	연습문제집을	한	권	제대로	공부해서	기본적인	문형을	확실하게	익혀	둡시다.	문법	문제는	문형을	정확히	익혀두면	확

실히	득점으로	이어지고,	연습하면	할수록	빨리	풀	수	있게	될	겁니다.

		N2	시험에는	일상생활에서	자주	쓰는	표현이	많이	나옵니다.	연습문제를	푸는	것뿐만	아니라,	스스로	문장을	만들어	봄으로써,	장

면이나	상황도	이해할	수	있고,	진정한	의미의	실력이	붙습니다.	꼭	실제로	사용해	볼	것을	권합니다.	
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読解の対策2
21 問／0 ～ 60 点／目安時間 約 70 分

読解を解くときのアドバイス

　読解問題の文章は、後半へ行くにしたがって長くなり、内容も
複雑になっていきます。問題を解くことに集中しすぎて、時計を
見るのを忘れると、最後の長文を読む時間がなかったということ
になりかねません。最後に見

み
直
なお
しの時間が残るよう、計画的に解

いていきましょう。
　読解の本文を読む前に、設

せつ
問
もん
を見ておくと、指

し
示
じ
語
ご
や筆

ひっ
者
しゃ
の主

張など、読むべきポイントがわかります。
　文章の要点は具体例や、結論などで繰り返し述べられる場合が
多いので、同じような内容を表す文にも注意しましょう。多少知
らない言葉があっても、何回も言い換えられる文のうちのどれか
がわかれば、答えもわかる可能性が高いです。

The passages become longer and the content becomes more complex as you work your way through the second half of the 
reading comprehension section. If you focus too much on answering certain questions, you will lose track of the clock and may not 
have enough time to tackle the long passages at the end of the section. Systematically work your way through the questions; this 
will give you enough time to go back and review your answers or any questions you may have skipped.

Make sure to read the questions before tackling each passage in the reading comprehension section. Reviewing the questions 
will help you identify the key points to look for as you read, such as reference terms and the writerʼs opinion.

The main point of the passage is often reiterated within specific examples and in the conclusion, so look out for sentences 
that contain the same information. Even though you may be unfamiliar with some of the vocabulary, if you are able to understand 
one of the paraphrased sentences, you will probably be able to identify the correct answer.
阅读理解部分的文章，通常到后半部分，文章会越来越长，而内容也会越来越复杂。如果太过集中地解题而忘记时间，有可能到

最后就没有时间去阅读后面的长篇文章。为了最后能留出检查的时间，要有计划地解题。
在阅读文章之前，先看一遍问题，有助于掌握指示词以及作者的主张等需仔细阅读的要点。
文章的要点，通常会在具体的例子、结论等中反复被叙述，所以要特别留意表述同一内容的句子。即使有稍微不明白的词汇，只

要能理解文中意思相同，说法不同的多个句子中的其中一句，答对的可能性也很大。
독해	문제의	문장은	후반으로	갈수록	길어지고	내용도	복잡해집니다.	문제를	푸는	데에	너무	집중해서	시계	보는	것을	잊으면	마

지막	장문(長文)을	읽을	시간이	없을	수도	있습니다.	마지막으로	재점검할	시간을	남길	수	있게	계획적으로	풀어나갑시다.

독해의	본문을	읽기	전에	문제를	봐	두면,	지시어나	필자의	주장	등,	읽어야	할	포인트를	알	수	있습니다.

문장의	요점은	구체적인	예나	결론	등에	반복해서	기술되는	경우가	많으므로,	같은	내용을	표현하고	있는	글에도	주의를	기울입시

다.	잘	모르는	말이	있어도	여러	번	바꾸어	표현되는	글	가운데	어느	것인가를	이해하면,	답도	알	수	있는	가능성이	큽니다.
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 問題 10　内容理解（短文） 　
説明文や指示文など 200 字程度の文章を読んで、内容に関する選

せん
択
たく

肢
し

を選ぶ。（1 問× 5）

 問題 11　内容理解（中文） 　
評論、解説、エッセイなど 500 字程度の文章を読んで、因

いん
果

が
関係や理由などに関する選

せん
択
たく

肢
し

を選ぶ。（3 問× 3）

〈よく出る質問例〉

■指
し

示
じ

語
ご
　　例：それは何を指しているか。

指示語が指しているものは前にあることが多いです。具
ぐ
体
たい
例
れい
などで、後ろにある

場合もあります。
    Many reference terms refer to preceding sentences. They also appear in subsequent sentences as examples.
　指示词所指的多为前文中出现过的事物。有时也会以具体事例的形式出现在后文中。
　지시어가	가리키는	것은	앞에	있는	경우가	많습니다.	구체적이	예는	뒤에	있는	경우도	있습니다.

■理由　　例：筆者が公園が好きになったのはなぜか。

文中の理由を示す表現（〜ので、〜ため、〜のである、なぜかというと〜、等）
を手がかりにしましょう。
　Use expressions in the passage that explain reasons （～ので,�～ため,�～のである,�なぜかというと～ ,�etc.） as hints.
　可将句中表示理由的词汇（～ので、～ため、～のである、なぜかというと～、等）作为解题线索。
　글	가운데	이유를	나타내는	표현（～ので,�～ため,�～のである,�なぜかというと～ ,�등）을	실마리로	삼읍시다.

■下
か

線
せん

部
ぶ

の意味　　例：豊かさとあるが、ここではどういうことか。

下線部を含む文をよく読みましょう。下線部の前後の文章にヒントがある場合が
多いです。同じ意味を表す言い換えの表現、繰り返し使っている言葉を探しましょう。
    Carefully read sentences which include underlined words. Many times there are hints before and afterward. Look for 
phrases that mean the same but with different words and for repetitious use of vocabulary.
　应该仔细阅读包括下画线部分的句子。往往在下画线部分前后的文章中出现提示。应该找出意思相同但说法不同的表达方
式或反复使用的词汇。
　밑줄	선이	있는	문장을	주의깊게	읽읍시다.	밑줄선의	앞뒤의	문장에	힌트가	있는	경우가	많습니다.	같은	의미를	나타내

는	다른	말	표현,	반복해서	쓰인	말을	찾아봅시다.

■（　　）に入るもの　　例：（　　）に入る最も適当な言葉はどれか。

（　　）を含む文をよく読みましょう。前後の文章を読んで、（　　）の前と後ろ
の文の関係、文の流れに注意しましょう。
    Carefully read the sentence with (      ). Read the texts preceding and following (      ) and pay attention to their rela-
tionship and the sentence flow.
　应该仔细阅读包括（　　）的句子。应该阅读前后的文章，注意（　　）前后文的关系以及句子的上下文。
　（　　）를	포함한	문장을	주의	깊게	읽읍시다.	전후의	문장을	읽고,	（　　）의	앞과	뒤의	문장의	관계,	글의	흐름에	주

의합시다.
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■文章の内容　　例：この文章の内容として最も適切なものはどれか。

話の内容全体に注意しながら読みましょう。何度も出てくる語はキーワードで
す。結論を表す表現（つまり、したがって、要するに、等）に注意しましょう。
　Read while paying attention to the overall gist of the passage. Keywords will appear several times. Pay attention to 
phrases that represent a conclusion （つまり,�したがって,�要するに,�etc.）.
　应该一边留意话题的整体内容一边往下阅读。多次出现的词汇就是关键词。还应该注意表示将要引出结论的词汇如（つま
り,�したがって,�要するに,�等）。
　말의	내용	전체에	주의하면서	읽어봅시다.	여러	번	나오는	단어는	키워드입니다.	결론을	나타내는	표현（つまり,�した
がって,�要するに,�등）에	주의합시다.

■筆者の考え　　例：筆者がここで最も言いたいことは何か。

文章の最後に述べられていることが多いです。主張・意見を示す表現（〜べきだ、
〜のではないか、〜なければならない、等）に注意しましょう。
　This often appears at the end of a passage. Pay attention to expressions that indicate the writer's argument or 
opinion （～べきだ,�～のではないか,�～なければならない,�etc.）.
　往往在文章最后部分叙述得比较多。所以应该注意表达作者主张和意见的方式（～べきだ,�～のではないか,�～なければな
らない,�等）。
　문장의	가장	마지막	부분에	서술되어	있는	경우가	많습니다.	주장・의견을	나타내는	표현（～べきだ,�～のではないか,�
～なければならない,�등）에	주의합시다.

ポイントポイント

　設
せつ
問
もん
によって注目する箇

か
所
しょ
を変えましょう。

Change what part of the passage you focus on depending on the question.
应根据不同的提问改变需留意的地方。
문제에	따라	주목하는	곳을	바꿔봅시다.
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〈よく出る質問例〉
■AとBのどちらにも書かれている内容はどれか。
■～について、Aの筆者とBの筆者はどのように述べているか。
■～について、Aの筆者とBの筆者はどのような立場を取っているか。
　（賛成意見／反対意見、理解を示している／否定している等）

〈問題の解き方〉　「問題」⇒「問
と

い」と「選
せん

択
たく

肢
し

」⇒「本文」
❶まず、問題を読み、テーマは何か想像する。
❷問いと選択肢を読み、注意して読むポイントを把握する。
❸次に、問いに注意しながら、本文を読む。
1.  First, read the questions and try to imagine what the passages are about.
2.   Read the questions together with the answer choices and figure out what points to look out for while reading the 

passages.
3.  Next, read the passages while keeping the questions in mind.
1.			首先阅读问题并猜想主题。
2.			阅读问题和选项，掌握必须仔细阅读的要点。
3.			然后一边留意问题内容一边阅读正文。
1.	우선	문제를	읽고	테마가	무엇인가를	상상한다.

2.	질문과	선택지를	읽고,	주의해서	읽을	포인트를	파악한다.

3.	그	다음에,	질문에	주의하면서	본문을	읽는다.

 問題 12　統合理解 　あるテーマについて書かれた A・B の文章（合計 600 字程度）を

読み比べて、比較・統合しながら、2 つの内容に関する適切な選
せん

択
たく

肢
し

を選ぶ。（2 問× 1）

問題　次のAとBは「夫婦別姓」についての意見である。AとBの両方を読んで、後
の問いに対する答えとして、最もよいものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

日本では、姓は一つの家族のまとまりを
示すものである。だから家族が皆同じ姓を
名乗ることで、連帯感を感じることができ
る。結婚して、好きな人と同じ姓になるこ
とはうれしいことだし、結婚したという実
感がわき、共に新しい家族を作って行こう
とする大事な契機にもなる。夫婦の大……

A

夫婦が別々の姓になると「家庭が崩壊す
る」という人もいるが、家族を不幸にしよ
うと思って別姓を選択する人などいない。
むしろ姓が違うからというだけで、家族の
つながりを感じられないことが問題ではな
いか。夫婦別姓となれば、何らかの事情で
母親や父親と名字が違う子供が差別さ……

B

ポイントポイント

　二つの内容の共通点と相
そう
違
い
点を意識しながら、文章を読みましょう。

Read the passages while staying aware of their similarities and differences.
应该一边留意两个内容的共同点和不同点一边阅读文章。
두	내용의	공통점과	다른	점을	의식하면서	문장을	읽읍시다.
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〈問題の解き方〉　「問題」⇒「問
と

い」と「選
せん

択
たく

肢
し

」⇒「本文」
❶まず、問題を読み、テーマは何か想像する。
❷問いと選択肢を読み、どんな情報を探したいか把

は

握
あく

する。
❸探したい内容を本文から見つける。
1.  First, read the questions and try to imagine what the passage is about.
2.  Read the questions together with the answer choices and figure out what sort of information to look for.
3.  Look for the information you want in the passage.
1.			首先阅读问题并猜想主题。
2.			阅读问题和选项，把握好要找什么信息。
3.			从正文中找出要找的内容。
1.	우선	문제를	읽고	테마가	무엇인가를	상상한다.

2.	질문과	선택지를	읽고,	어떤	정보를	찾고	있는가를	파악한다.

3.	찾고	싶은	내용을	본문에서	발견한다.

 問題 14　情報検索 　広告・パンフレットなどの情報素材（700 字程度）を見ながら、

必要な情報を探す。（2 問× 1）

問題　次は、英会話クラスのお知らせである。下の問いに対する答えとして、最もよ
いものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

英会話クラスについて

A 月・水 日本人教師 3000円／週
B 火 ネイティブ教師 2500円／週
C 木 日本人教師 2000円／週
D 水・土 ネイティブ教師 3500円／週

場所：ABCセンタービル　　　時間：18：00—20：00
申込締切日：3月10日（金）
問い合わせ先：（TEL）03-××××-××××　担当：田中

ポイントポイント

　本文は全部読むのではなく、ポイントを絞
しぼ
って必要な部分だけ読みましょう。

Do not read the entire passage. Narrow down what to look for and read only what you need to.
正文不必全部阅读，应围绕要点只看必要的部分。
본문은	전부	읽는	것이	아니라,	포인트의	범위를	좁혀서	필요한	부분만을	읽읍시다.

 問題 13　主張理解（長文） 　社説・評論など抽象性・論理性のある 900 字程度の文章

を読んで、全体として伝えようとしている主張や意見が述べてある選
せん

択
たく

肢
し

を選ぶ。

 （3 問× 1）

The third problem often contains questions that ask about the passage in general or about the writerʼs opinion. Read while 
trying to understand the passage as a whole is about.
第3问往往是针对文章整体的问题或问作者意见的问题。所以应该一边顾全文章整体一边阅读。

세	번째	문제는	글	전체에	대한	문제나	필자의	의견을	묻는	문제가	출제되는	경우가	많습니다.	글	전체를	파악하면서	읽도록	합시다.

ポイントポイント

　3問目は文章全体について問う問題や筆者の意見を問う問題が出ることが多いです。文
章全体をつかみながら読みましょう。
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読解のおすすめの学習方法

　読解力は読めば読むほどついてきます。また、たくさん読むこ
とによって、読むスピードも上がります。なるべく多くの問題を
解きましょう。新聞や小説、雑誌など、いろいろな文章を読むの
もいいでしょう。
　辞書を引くのはいいことですが、わからない言葉があるたびに
調べていては、なかなか読み進むことができません。試験でも辞
書を引くことはできませんから、まずは辞書を引かずに読んでみ
ましょう。そうすると、文章の要点や言葉の意味を推測する力が
つきます。読むスピードも速くなるでしょう。辞書なしに読ん
で、それでもわからない言葉だけ、あとで辞書を引いて確認する
ようにしましょう。

The best way to improve your reading comprehension is to read as much as possible. In addition to boosting your overall 
comprehension, you will also be able to read documents even faster. Try to answer as many questions as you can. Whether it is a 
newspaper, magazine, or novel, the important thing is to practice reading.

Using your dictionary to confirm the meaning of words is important, but looking up each word you donʼt understand makes 
it difficult to finish reading something. You are not allowed to use your dictionary on the test, so to better prepare yourself the 
best thing to do is read without your dictionary. This will help to develop your ability to infer the main points and pick up the 
meaning of words from context. You will also become able to read faster. If you encounter words for which you canʼt infer the 
meaning, write them down and then look them up in the dictionary later.
读的文章越多，阅读理解能力也就越强。另外，多读文章还能提高阅读速度。应该尽量多练习答题。平常应该多阅读报纸、小说、

杂志等不同类型的文章。
查字典虽然是件好事，但是如果一遇到不懂的单词就查字典的话，就很难继续往下读。而且在考试中也不能查字典，所以要先试

着不查字典阅读。这样，不仅可以增强推测文章要点和单词意思的能力，还能提高阅读速度。应该先不查字典阅读，如果读完还是有
不懂的单词，再查字典确认。

독해력은	읽으면	읽을수록	실력이	늡니다.	또	많이	읽음으로써	읽는	속도도	빨라집니다.	되도록	많은	문제를	풀어봅시다.	신문이

나	소설,	잡지	등,	여러	가지	문장을	읽어보는	것도	좋습니다.

사전을	찾아보는	것은	좋지만,	모르는	말이	나올	때마다	찾다	보면	좀처럼	읽어	나가기가	안	됩니다.	시험에서도	사전은	쓸	수	없

으니	우선,	사전	없이	읽어	봅시다.	그렇게	하면	문장의	요점이나	말의	의미를	추측하는	힘이	길러집니다.	읽는	속도도	빨라질	것입

니다.	사전	없이	읽고,	그래도	모르는	말은	나중에	사전을	찾아보고	확인하도록	합시다.
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