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はじめに

この『J.TEST 実用日本語検定 問題集 [A-C レベル ]2019 年』には、2019 年に実施

された A-C レベル試験から 4回相当分を選び、収めました。

「J.TEST 実用日本語検定」の練習に利用してください。

なお、「J.TEST 実用日本語検定」についての最新の情報は下記の URL をご覧くだ

さい。

J.TEST 事務局本部　http://j-test.jp/

日本語検定協会／ J.TEST 事務局
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第 1回� （A－C）

実用日本語検定
TEST OF PRACTICAL JAPANESE

J.TEST
受験番号 氏　名

注　意

試験が始まるまで、この問題用紙を開けないでください。

日本語検定協会／Ｊ . ＴＥＳＴ事務局
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J.TEST
実用日本語検定

読 解 試 験

１　文法・語彙問題 問題  (1) ～ (40)

２　読解問題 問題 (41) ～ (60)

３　漢字問題 問題 (61) ～ (90)

４　記述問題 問題 (91) ～ (100)
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１　文法・語彙問題

Ａ　次の文の（　　　）に１・２・３・４の中から最も適当な言葉を入れなさい。

（１） こちらは、（　　　）向けの商品でございます。

 １　女性の ２　女性 ３　女性に ４　女性へ

（２） 休みは多ければ多い（　　　）嬉
うれ

しい。

 １　たび ２　ほど ３　とき ４　ところ

（３） 病気に（　　　）初めて健康の大切さを知った。

 １　なるなら ２　なると ３　なったら ４　なって

（４） 引き受けた（　　　）には最後までやります。

 １　もの ２　よう ３　から ４　まで

（５） シンプルなデザイン（　　　）機能面は充
じゅう

実
じつ

している。

 １　ながらも ２　ばかりに ３　にあたり ４　くらいなら

（６） （　　　）あげく、会社を辞めることにした。

 １　悩
なや

んで ２　悩んだ ３　悩み ４　悩む

（７） 資金が集まらず、計画の中止を（　　　）なくされた。

 １　よぎ ２　かぎり ３　かわきり ４　きんじ

（８） 結婚してからという（　　　）仕事後はまっすぐ家に帰るようになった。

 １　ものの ２　のも ３　もの ４　のにも

（９） 被災地の復興を（　　　）やみません。

 １　願うと ２　願わずに ３　願い ４　願って

（10）  利用者ご本人への事前の許可（　　　）、第三者へ個人情報を開示することはい

たしません。

 １　だにせず ２　ないまでも ３　にひきかえ ４　なしに

（11） ドアに「関係者以外この先立ち入る（　　　）」との張り紙がある。

 １　ことなく ２　べからず ３　えない ４　できぬ
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（12） 事業を始めるのに計画をなおざり（　　　）は、必ず失敗する。

 １　にして ２　として ３　になる ４　とする

（13） 地図を（　　　）指定された店へ向かった。

 １　ひかえて ２　てらして ３　たよりに ４　へて

（14） 試験に合格（　　　）がため、不正行為を行った。

 １　せず ２　せん ３　しよう ４　する

（15） 車は便利だが、あれば（　　　）維持費がかかる。

 １　あっても ２　あると ３　あったら ４　あったで

（16） Ａ：「今のうちに色々な資格を取っておこうと思っています」

 Ｂ：「資格をたくさん持っていれば（　　　）」

 １　きりがないよ  ２　といっても言い過ぎではないよ

 ３　いいというものでもないよ ４　やりかねないよ

（17） Ａ：「この仕事、今日中に（　　　）」

 Ｂ：「ええ、私も無理だと思います」

 １　終わらないわけがないですよね ２　終わりっこないですよね

 ３　終わるっぽいですよね ４　終わらずじまいでしたね

（18） 部長：「営業部に僕がいなくても、君達だけで仕事はできるだろう？」

 部下：「まさか。いてくれないと困ります。（　　　）」

 １　部長あっての営業部ですよ

 ２　部長であれ営業の仕事ができるわけではないですよ

 ３　部長なんて最初からいないも同然ですよ

 ４　いなければ私が部長になるまでのことです

（19） Ａ：「Ｙ社のサービスはどうですか」

 Ｂ：「（　　　）、対応の良さにも定評があります」

 １　料金もさることながら ２　低価格であるがゆえ

 ３　低価格とあって ４　料金にいたっては

（20） 阿
あ

部
べ

：「高木課長、細かいでしょう？」

 吉
よし

田
だ

：「（　　　）、どんなに些細なミスも見逃してくれないですからね」

 １　課長ともあろう人が ２　細かいのなんのって

 ３　細かさは言うにおよばず ４　細かいならまだしも
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Ｂ　次の文の（　　　）に１・２・３・４の中から最も適当な言葉を入れなさい。

（21） 海へ行って、日に（　　　）。

 １　やけた ２　もえた ３　かいた ４　さました

（22） ドアを３度（　　　）してから面接室に入ります。

 １　キック ２　コック ３　ノック ４　ロック

（23） 現在受付窓口が込
こ

んでおりますので、もう（　　　）お待ちください。

 １　すなわち ２　しばらく ３　わざと ４　ゆいいつ

（24） （　　　）にも恵
めぐ

まれ、イベントを無事開
かい

催
さい

することができた。

 １　天候 ２　伝統 ３　法則 ４　日の出

（25） 人の気持ちを考えない（　　　）神経な発言には気を付けよう。

 １　未 ２　無 ３　非 ４　不

（26） このスーパーは（　　　）揃えが豊富だ。

 １　材 ２　件 ３　品 ４　数

（27） 店頭に在庫がなかったので、メーカーから（　　　）もらった。

 １　取り扱って ２　取り立てて ３　取り押さえて ４　取り寄せて

（28） この技術は、常識を覆す（　　　）的な技術として注目されている。

 １　画期 ２　機械 ３　一方 ４　一義

（29） 研究会では大変興味（　　　）報告を数多く聞くことができた。

 １　濃い ２　厚い ３　重い ４　深い

（30） 相談を持ち掛けたが（　　　）であしらわれた。

 １　胸 ２　鼻 ３　目　 ４　背中
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Ｃ　次の文の　　　の意味に最も近いものを１・２・３・４の中から選びなさい。

（31） 相手におわびしました。

 １　ほめられました ２　あやまりました 

 ３　おれいを言いました ４　説明しました

（32） 新商品の発売を中止せざるを得ない。

 １　中止することはできない ２　中止しないほうがいい

 ３　中止するべきではない ４　中止しなければならない

（33） やっかいな事件に関わっている。

 １　重要な ２　面
めん

倒
どう

な ３　酷
ひど

い ４　深刻な

（34） 冗
じょう

談
だん

はよしてくださいよ。

 １　やめて ２　笑って ３　堪
こら

えて ４　言って

（35） うちのおやじはよくしゃべる。

 １　両親 ２　家族 ３　母 ４　父

（36） チームリーダーは社長が部屋を出るやいなやメンバー全員を呼んだ。

 １　出たのを確認して ２　出たとたん

 ３　出ようとしたとき ４　出るのを止めて

（37） 誰も信じてはくれないが、真実はおのずから明らかになるだろう。

 １　次々と ２　全て ３　自然に ４　おそらく

（38） 部長が怒るのも無理はない。

 １　わけがない  ２　理由がわからない

 ３　のは納得できない ４　のは当然だ

（39） あの会社は自転車操業だ。

 １　資金繰りが厳しい ２　勢いがある

 ３　前近代的である ４　社員が少ない

（40） この話はオフレコでお願いします。

 １　記録や公表をしないでください ２　一部始終よく聞いてください

 ３　参考までに知っておいてください ４　仕事以外の場所で話してください



- 8 -

２　読解問題

問題　１

次の文章を読んで問題に答えなさい。

答えは１・２・３・４の中から最も適当なものを１つ選びなさい。

受験勉強は自分のためにするもの

受験勉強は試験に不要な勉強はやらなくていいし、とにかく効率ばかりを重視し

て勉強をしなければならないので、「意味があるんだろうか」と疑問を持ってしま

う人もいるかもしれません。でも、受験勉強は自分が行きたいと思っている大学に

受かるための勉強です。

歌手になりたければオーディションを受けるのと同じように、大学に入りたいと

いう気持ちがあれば、受験勉強をするのは当たり前のことです。だから、まず「大

学に入りたい」という気持ちを自分が持っているのかどうか、よく考えてみてほし

いと思います。（　Ａ　）みんなが大学に行かなくちゃいけないということはない

のですから。

「みんなが受験するから」とか「日本の社会の仕組みがそうだから」というよう

な考えで受験勉強をはじめてしまうと、やる気も出ないし、必ずあとで、何かを人

のせいにすることになってしまいます。自分の人生なんだから、社会やまわりの人

間任せにするのはやめましょう。自分の人生に責任を取れるのは自分だけ。後
こう

悔
かい

が

ないように、自分で考えて、自分で決めるものです。

（唐木恵子・和田秀樹『ケイコ先生の合格のルール』朝日出版社より一部改）

（41） （　Ａ　）に入る言葉はどれですか。

 １　果たして

 ２　必ずしも

 ３　ただ

 ４　単に

（42） 受験勉強について、文章の内容と合っているのはどれですか。

 １　大学に入りたい気持ちがあるかどうかが大切である。

 ２　試験に必要な勉強しかしないので、人生のプラスにはならない。

 ３　大学に入りたくなくても、受験勉強はしたほうがいい。

 ４　自分の努力だけでなく、まわりの人の協力も必要である。
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問題　２

次の文書を読んで問題に答えなさい。

答えは１・２・３・４の中から最も適当なものを１つ選びなさい。

（43） 日程の都合がつかない人はどうしますか。

 １　今年は受けられない。

 ２　総務部の田辺さんに連
れん

絡
らく

をする。

 ３　病院で健康診
しん

断
だん

を受ける。

 ４　理由書を総務部に提出する。

（44） 文書の内容と合っているのはどれですか。

 １　希望者のみ実
じっ

施
し

する。

 ２　男性も女性も同じ日に行われる。

 ３　本社７階にて行われる。

 ４　検査項
こう

目
もく

は当日確認する。
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問題　３

次の文章を読んで問題に答えなさい。

答えは１・２・３・４の中から最も適当なものを１つ選びなさい。

あの頃
ころ

抱
いだ

いた期待思い出す

認知行動療法研修開発センター　大野裕

この時期にはいわゆる五月病に関する原
げん

稿
こう

を依
い

頼
らい

されることが多い。五月病は私

が若いころに使われるようになった言葉だ。記
き

憶
おく

では、大学に新しく入った若者が

目標を見失ったときに起きる精神的な不調によく使われていたように思う。

まだ大学進学率が高くなかったころの話だ。 憧
あこが

れの大学に入り専門的な勉強がで

きると期待に胸を膨
ふく

らませていた若者が、何百人も入る大教室で行われる一方的な

講義に失望してしまう。

このような状態になるのは大学生に限ったことではない。職場などでも私たちは

新しい環
かん

境
きょう

になじむためにかなりエネルギーが必要になる。特に他の人の気持ちを

大切にする傾
けい

向
こう

が強い人ほど、新しい環境で疲
つか

れを感じやすいので注意が必要だ。

新しい環境の仕組みやしきたり、他の人の考えもよくわからない。スムーズに仕

事をしたいし、他の人と摩
ま

擦
さつ

を起こしたくない。そう考えて発言・行動するが、そ

れがその場にあっているかどうかもよくわからない。そのようなときに少しでもう

まくいかないことがあると、大きな問題のように思えてくる。

いつの間にか独り相
ず も う

撲を取るようになり、ますます疲
ひ

弊
へい

してしまう。このような

ときは目の前の問題から少し距
きょ

離
り

を置き、自分がもともと期待していたことをもう

一度確認してみるとよい。

期待があった（　Ａ　）、失望もあるのだ。現実は期待通りに進まないこともあるが、

期待を意識し実現するための方策を考えることで、期待に近づくことができるよう

になるし、こころも元気になってくる。

（「日本経済新聞」2018 年５月 28 日付より一部改）
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（45） （　Ａ　）に入る言葉はどれですか。

 １　のみならず

 ２　からこそ

 ３　どころか

 ４　ことから

（46） 五月病から回復する方法について、文章の内容と合っているのはどれですか。

 １　学生の頃
ころ

の気持ちを思い出す。

 ２　他人がどう思っているかを考えないようにする。

 ３　自分が以前期待していたことを実現する方法を考える。

 ４　一人で考え込
こ

まず、他の人の意見を聞く。
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問題　４

次のメールを読んで問題に答えなさい。

答えは１・２・３・４の中から最も適当なものを１つ選びなさい。

2019/3/27（水）15:19

件名：納品遅
ち

延
えん

のお詫
わ

び

未来ストアの増田と申します。

この度は当店をご利用いただきまして、ありがとうございます。

ご注文いただきました商品ですが、メーカーからの入荷が遅
おく

れ、納期までにお

送りすることができなくなってしまいました。予定より５日遅れでメーカーか

ら直接発送させていただく予定です。

ご迷
めい

惑
わく

をお掛
か

けして、誠に申し訳ございません。

下記の通り変
へん

更
こう

させていただきましたのでご確認ください。

発送日：４月９日（火）

お届け予定日：４月 10 日（水）

４月 10 日（水）以降で他にお受け取りの希望日がございましたら、お手数で

すがご返信にてお知らせください。ご連
れん

絡
らく

がない場合は予定通り配送いたしま

す。なお、４月７日以降のご希望変更はお電話でご連絡ください。宜
よろ

しくお願

いいたします。

【商品】サンコウ社製　業務用電動シュレッダー

【価格】29,800 円

【送料】無料

【合計】29,800 円

==================================

未来ストア

ご注文、ご配送に関するお問い合わせ

Tel：0120-XXX-XXX

受付　9：00 ～ 18：30（日曜日定休）

==================================
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（47） 商品について、メールの内容と合っているのはどれですか。

 １　発送予定日は４月５日だった。

 ２　４月に注文された。

 ３　未来ストアから発送される。

 ４　配送料はかからない。

（48） このメールを読んだあとの行動として、正しいのはどれですか。

 １　４月７日以降に受け取りを希望する場合は、電話する。

 ２　４月９日に受け取りを希望する場合は、返信する必要はない。

 ３　４月 10 日に受け取りを希望する場合は、このメールに返信する。

 ４　４月 11 日に受け取りを希望する場合は、このメールに返信する。
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問題　５

次のチラシを読んで問題に答えなさい。

答えは１・２・３・４の中から最も適当なものを１つ選びなさい。
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（49） 誰がこのチラシを受け取りますか。

 １　「語文新聞」を購読している人

 ２　「語文新聞」の新規購読を申し込んだ人

 ３　エアコンを購入した人

 ４　「㈱グッドクリーニング」に掃除を依頼したことがある人

（50）  エアコンクリーニングの代金について、チラシの内容と合っているのはどれですか。

 １　エアコン２台の代金は税別で 16,000 円だ。

 ２　エアコン３台の代金は税別で 25,000 円だ。

 ３　代金は申し込み時に現金で支払う。

 ４　有料駐車場の利用料金もクリーニング代に含まれる。

（51） チラシの内容と合っているのはどれですか。

 １　日時の指定はできない。

 ２　エアコン本体の清掃以外は行なわない。

 ３　室外機の清掃を依頼すると作業に１時間以上かかる。

 ４　エアコン２台以上の場合は２名で作業を行う。
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