
中上級編 漢字・語彙 総合練習３(解答)

Ⅰ．形声文字

(１) 通 痛 〔つう〕 (２) 票 標 〔ひょう〕

(３) 環 還 〔かん〕 (４) 義 議 儀 犠 〔ぎ〕 

(５) 則 測 側 〔そく〕 (６) 者 暑 諸 署 緒〔しゃ／しょ〕

(７) 召 紹 招 超 昭
〔しょう

／ちょう〕
(８) 組 粗 祖 阻 〔そ〕 

Ⅱ．名詞

Ⅱ‐１．基本名詞

A B

(１)
増加〔ぞうか〕、利用〔りよう〕、上昇〔じょうしょう〕、

普及〔ふきゅう〕、回収〔かいしゅう〕
率〔りつ〕

(２)
男女〔だんじょ〕、地域〔ちいき〕、個人〔こじん〕、

年齢〔ねんれい〕
差〔さ〕

(３)

年齢〔ねんれい〕、若年〔じゃくねん〕、中高年〔ちゅうこ

うねん〕、貧困〔ひんこん〕、富裕〔ふゆう〕、中間〔ちゅ

うかん〕

層〔そう〕

(４)

①開会〔かいかい〕、成人〔せいじん〕、卒業〔そつぎょう〕、

結婚〔けっこん〕

②選択〔せんたく〕、記述〔きじゅつ〕

式〔しき〕

(５)
生活〔せいかつ〕、教育〔きょういく〕、技術〔ぎじゅつ〕、

最高〔さいこう〕、最低〔さいてい〕
水準〔すいじゅん〕

(６) 社会〔しゃかい〕、児童〔じどう〕、老人〔ろうじん〕 福祉〔ふくし〕

Ⅱ‐２．基本名詞

(１) お礼を言う。 (２) 損得を計算する。 (３) 恥をかく。

(４) 敬意を払う。 (５) 暴力をふるう。 (６) 対策を立てる。

(７) 意識を持つ。

Ⅲ．基本形容詞

(a) (１)幸福な (２)孤
こ

独な (３)裕
ゆう

福な

(b) (１)厚かましい (２)恥ずかしい (３)失礼な (４)自分勝手な (５)無責任な

(６)乱暴な

(c) (１)礼儀正しい (２)謙虚な (３)温厚な (４)丁寧
ねい

な

(d) (１)平等な (２)不平等な (３)深刻
こく

な (４)独特な



漢字・語彙総合練習３（解答）

Ⅳ．動詞

Ⅳ-１．基本動詞

問題 A
① b. 誘う c. 従って d. 込む e. 補う

f. 認める g. 任せる h. 愛している i. 致します

j. 含まれていない

② (１) b (２) c (３) f (４) j
(５) d (６) i (７) h (８) e
(９) g

問題Ｂ

(１) 暴れて 〔あばれて〕 (２) 除く 〔のぞく〕

(３) 争う 〔あらそう〕 (４) 促した 〔うながした〕

(５) 及んだ 〔およんだ〕 (６) 負わなければ 〔おわなければ〕

(７) 滑って 〔すべって〕 (８) 養う 〔やしなう〕

(９) 禁じられて 〔きんじられて〕

問題Ｃ‐１

(１) 誤った (２) 謝った (３) 犯し (４) 侵し

(５) 測る (６) （量る） (７) 贈る (８) 送る

(９) 務める (10) 努める (11) （勤める） (12) 保証する

(13) 保障する

問題 C‐２

(１)
抱えて〔かかえて〕

抱いて〔いだいて〕

問題 C‐３

(１)
形 深い〔ふかい〕

動 深まる〔深まる〕
(２)

形 広い〔ひろい〕

動 広まる〔ひろまる〕

Ⅳ-２．自動詞／他動詞

(１) 並べる (２) 伸ばす (３) 傾く (４) 込む

(５) 改めて (６) 及んだ (７) 乱れ (８) 及んだ



漢字・語彙総合練習３（解答）

Ⅳ-３．和語と漢語

漢語 ⇒ 和語

(１) 〔きぼうする〕 ⇒ 望む 〔のぞむ〕

(２) 〔かんげいする〕 ⇒ 迎える 〔むかえる〕

(３) 〔そくしんする〕 ⇒ 促す 〔うながす〕

(４) 〔しょうりゃくする〕 ⇒ 省く 〔はぶく〕

(５) 〔げきぞうする〕 ⇒ 増える 〔ふえる〕

(６) 〔ちょうさする〕 ⇒ 調べる 〔しらべる〕

(７) 〔こうさつする〕 ⇒ 考える 〔かんがえる〕

(８) 〔しょうめいする〕 ⇒ 明らかにする 〔あきらかにする〕

(９) 〔かいとうする〕 ⇒ 答える 〔こたえる〕

(10) 〔ひかくする〕 ⇒ 比べる 〔くらべる〕

(11) 〔しんがいする〕 ⇒ 侵す 〔おかす〕

(12) 〔ぼうがいする〕 ⇒ 妨げる 〔さまたげる〕

(13) 〔きゅうじょする〕 ⇒ 救う／助ける 〔すくう〕／〔たすける〕

Ⅳ-４．グループⅢの動
どう

詞
し

問題 A
(１) 反省する 【a】 (２) 謙遜する 【g】 (３) 誤解する 【f】
(４) 感謝する 【b】 (５) 失望する 【e】 (６) 遠慮する 【c】
(７) 無理する 【d】

問題 B
(１) 期待する 【a】 (２) 配慮する 【e】 (３) 考慮する 【f】
(４) 認識する 【c】 (５) 確認する 【b】 (６) 混乱する 【d】

問題 C
(１) 携帯する 【g】 (２) 回答する 【e】 (３) 回収する 【h】
(４) 工夫する 【f】 (５) 観察する 【d】 (６) 失業する 【i】
(７) 転職する 【c】 (８) 審査する 【a】 (９) 独立する 【b】

問題 D
(１) 禁止する 【a】 (２) 負担する 【g】 (３) 管理する 【c】
(４) 構成する 【d】 (５) 補助する 【e】 (６) 規制する 【b】
(７) 課税する 【f】 (８) 検査する 【h】

問題Ｅ

(１) 予測する 【h】 (２) 比較する 【e】 (３) 検討する 【f】
(４) 実証する 【d】 (５) 平均する 【b】 (６) 仮定する 【c】
(７) 検証する 【g】 (８) 考察する 【a】



漢字・語彙総合練習３（解答）

問題Ｆ

(１) 普及している 【a】 (２) 取り引きする(取引きする) 【d】
(３) 計算する 【g】 (４) 投資する 【c】 (５) 連携する 【h】
(６) 改善する 【j】 (７) 競争する 【i】 (８) 強化する 【e】
(９) 発達している 【b】 (10) 進歩している 【k】 (11) 開発している 【f】

Ⅳ-５．複合動詞

(１) 思い込でいた (２) 取り除く (３) 引き受けた

(４) 言い争う (５) 言い誤った (６) 押し込んでいる

(７) 書き込む

Ⅴ．ペアで覚える言葉

名詞

(１) 〔こうしき〕 ⇔ 非公式〔ひこうしき〕

(２) 〔けんり〕 ⇔ 義務〔ぎむ〕

(３) 〔こうけいき〕 ⇔ 不景気〔ふけいき〕／不況〔ふきょう〕

(４) 〔きょうきゅう〕 ⇔ 需要〔じゅよう〕

(５) 〔りえき〕 ⇔ 損害〔そんがい〕

(６) 名〔せきにんかん〕 ⇔ 名／ナ〔むせきにんな〕

形容詞

(１) 〔びょうどうな〕 ⇔ 不平等な〔ふびょうどうな〕

(２) 〔ゆかいな〕 ⇔ 不愉快な〔ふゆかいな〕

(３) 〔うすい〕 ⇔ 厚い〔あつい〕

動詞

(１) 〔かつ〕 ⇔ 負ける〔まける〕

(２) 〔いっちする〕 ⇔ 名不一致〔ふいっち〕

(３) 〔そんする〕 ⇔ 得する〔とくする〕

Ⅵ．接
せつ

辞
じ

(１)

(１) 外 (２) 別 (３) 層 (４) 率 (５) 差

(２) 
(１) 権 (２) 化 (３) 制
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