
中上級編 漢字・語彙練習 総合練習１(解答)

Ⅰ．部首

（１） 試、論、調 （２） 現、球、環

（３） 温、汚、消、決 （４） 析、標、格

（５） 保、借、信、似 （６） 続、結、約

（７） 定、容、実 （８） 間、関

（９） 思、感、急 （10） 述、違、返

Ⅱ． 形声
けいせい

文字

(１) 相 想 〔そう〕 (２) 比 批 〔ひ〕 

(３) 皮疲被 〔ひ〕 (４) 長 帳 張 〔ちょう〕

(５) 左差佐 〔さ〕 (６) 里 理 裏 〔り〕 

(７) 申神伸紳 〔しん〕

Ⅲ．名詞

Ⅲ‐１．名詞

A B

(１) 良い〔よい〕、要〔よう〕、相違〔そうい〕 点〔てん〕

(２)
生活〔せいかつ〕、交通〔こうつう〕

食〔しょく〕
費〔ひ〕

(３)
商〔しょう〕、食料〔しょくりょう〕

薬〔やく〕
品〔ひん〕

(４) 種〔しゅ〕、魚〔ぎょ〕 類〔るい〕

(５) 水〔すい〕、公〔こう〕 害〔がい〕

(６) 水〔すい〕、気〔き〕、体〔たい〕 温〔おん〕



漢字・語彙総合練習１（解答）

Ⅲ‐２．似ている言葉

結論〔けつろん〕 レポートの最後に結論を書く。

(１) 結果〔けっか〕 ①試験の結果が良かった。

②努力した結果、試験に受かった。

原料〔げんりょう〕 豆
とう

腐
ふ

の原料は大
だい

豆
ず

だ。 
(２)

資源〔しげん〕 日本は石油などの資源が少ない。

値段〔ねだん〕 あの店の商品は値段
だん

が安い。
(３)

価値〔かち〕 あの絵は全然価値
ち

がない。

目標〔もくひょう〕 ①目標を立てる。

②目標を実現させる。(４)

目的〔もくてき〕 日本語を勉強する目的で日本へ来た。

Ⅲ‐３．ペアで覚える言葉

名詞

(１) 〔こくりつ〕 ⇔ 私立〔しりつ〕 (２) 〔せいねん〕 ⇔
未成年
〔みせいねん〕

(３) 〔ようふう〕 ⇔ 和風〔わふう〕 (４) 〔だんぼう〕 ⇔ 冷房〔れいぼう〕

(５) 〔けっか〕 ⇔ 原因〔げんいん〕 (６)
〔みらい〕
〔げんざい〕

⇔ 過去〔かこ〕

(７) 〔りょう〕 ⇔ 質〔しつ〕

Ⅳ．形容詞

Ⅳ‐１．基本形容詞

① b. へんだ c. へいわだ d. じゅうようだ e. しつれいだ

f. まえむきだ g. むだだ h. ざんねんだ i. てがるだ

j. とうぜんだ k. ぶじだ l. すっぱい m. ユニークだ

n. クリーンだ o. マイペースだ

② (１) j (２) n (３) m (４) l (５) k (６) b (７) o
(８) f (９) i (10) h (11) c (12) d (13) g (14) e



漢字・語彙総合練習１（解答）

Ⅳ‐２．ペアで覚える言葉

問題 A

(１) 〔おもい〕 ⇔ 軽い〔かるい〕 (２) 〔あんぜんな〕 ⇔
危ない〔あぶない〕

危険な〔きけんな〕

(３) （きれいな） ⇔ 汚い〔きたない〕 (４) 〔せいじょうな〕 ⇔ 異常な〔いじょうな〕

(５) 〔むかんしんな〕⇔
関心がある

〔かんしん〕
(６) 〔よういな〕 ⇔ 困難な〔こんなんな〕

(７) 〔とくいな〕 ⇔ 苦手な〔にがてな〕 (８) 〔すきな〕 ⇔ 嫌いな〔きらいな〕

(９) ポジティブな ⇔ ネガティブな

問題 B

(１)
冷たい

〔つめたい〕
⇔ 〔あたたかい〕 (２) （涼

すず

しい） ⇔
暖かい
〔あたたかい〕

(３) 〔さむい〕 ⇔ 暑い〔あつい〕

Ⅴ.動詞

Ⅴ－１．和語の動詞

問題 A

(１) 与える (２) 失っ (３) 保ち (４) 表し 
(５) 就き (６) 代わっ (７) 求める (８) 疑っ 
(９) 異なっ (10) 頼ん (11) 急げ (12) 要る 
(13) 述べる

問題Ｂ-１
(１) 慣れる〔なれる〕 (２) 受ける〔うける〕 (３) 守る〔まもる〕

(４) 防ぐ〔ふせぐ〕 (５) 効く〔きく〕 (６) 行う〔おこなう〕

(７) 似ている〔にている〕

問題Ｂ-２
(１) 取る〔とる〕 (２) 受け取る〔うけとる〕

(３) 積む〔つむ〕 (４) 身に付ける〔みにつける〕

(５) 捨てる〔すてる〕 (６) 役に立つ〔やくにたつ〕

(７) 悩む〔なやむ〕



漢字・語彙総合練習１（解答）

Ⅴ-２． 和語と漢語

問題 A
漢語 ⇒ 和語

(１) 〔どりょくする〕 ⇒ 努める〔つとめる〕

(２) 〔ひかくする〕 ⇒ 比べる〔くらべる〕

(３) 〔よぼうする〕 ⇒ 防ぐ〔ふせぐ〕

(４) 〔ぶんるいする〕 ⇒ 分ける〔わける〕

(５) 〔へんかする〕 ⇒ 変わる〔かわる〕

(６) 〔ようきゅうする〕 ⇒ 求める〔もとめる〕

(７) 〔ひつようだ〕 ⇒ 要る〔いる〕

(８) 〔こうか〕 ⇒ 効く〔きく〕

(９) 〔ちゅういして〕 ⇒ 気をつけて〔きをつけて〕

(10) 〔ほごする〕 ⇒ 守る〔まもる〕／保つ〔たもつ〕

(11) 〔へんしんする〕 ⇒ 返す〔かえす〕

(12) 〔かくにんする〕 ⇒ 確かめる〔たしかめる〕

(13) 〔おせんする〕 ⇒ 汚す〔よごす〕

問題 B

(１) 増加する (２) 減少する (３) 倍増する (４) 増減する

(５) 決定する (６) 決心する (７) 通訳する (８) 翻
ほん

訳する

(９) 信用する (10) 信頼する (11) 出席する (12) 提出する

(13) 注目する

Ⅴ-３． 自
じ

動
どう

詞
し

／他
た

動
どう

詞
し

(１) 残っ (２) 定め (３) 向か (４) 伝わる

(５) 過ぎる (６) 冷え (７) 温める (８) 暖め 
(９) 立てる (10) （間）違え (11) 合わせる (12) 助け 

Ⅴ-４．グループⅢの動詞

問題 A

(１) 節約する (２) 申請する (３) 経験する (４) 応援する

(５) 適応する (６) 調節する (７) 表現する (８) 注文する

(９) 解決する (10) 参考にする

問題Ｂ

(１) 営業している (２) 消費する (３) 実現する (４) 上昇する

(５) 違反する (６) 経営する



漢字・語彙総合練習１（解答）

Ⅳ-５．ペアで覚える言葉

(１) [を] 拾う
〔ひろう〕 ⇔ [を] 捨てる

〔 すてる〕

(２) [を] 信じる
〔しんじる〕 ⇔ [を] 疑う

〔うたがう〕

(３) [を] 得る
〔える 〕 ⇔ [を] 与える

〔あたえる〕

(４) [が] 成功する
〔 せいこうする〕 ⇔ [が] 失敗 する

〔しっぱいする 〕

(５) [を] 取る
〔とる〕 ⇔ [を] 落とす

〔おとす〕

(６) [を] 貸す
〔かす〕 ⇔ [を] 借りる

〔かりる〕

(７) [が] 増加する
〔ぞうかする〕 ⇔ [が] 減少する

〔げんしょうする〕

(８) [を] キャンセルする ⇔ [を] 予約する
〔よやくする 〕

(９) [に] 落ちる
〔おちる〕 ⇔ [に] 受かる

〔うかる〕

(10) [に] 賛成する
〔さんせいする〕 ⇔ [に] 反対する

〔はんたいする〕

Ⅵ．接
せつ

辞
じ

(１) これは個性的な〔こせいてきな〕絵だ。

(２) サークルで積極的に〔せっきょくてきに〕活動している。

(３) 将来、国際的な〔こくさいてきな〕企業で働きたい。

(４) 国の伝統的な〔でんとうてきな〕文化を守りたい。

(５) この映画は世界的に〔せかいてきに 〕有名だ。

(６) 相手が嫌でも感情的な〔かんじょうてきな〕メールを送ってはいけない。

(７) 発表では効果的に〔こうかてきに〕図表を使う。

(８) 私は活動的な〔かつどうてきな〕人が好きだ。
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