
日本語レベル四	
Final	Exam 勉強ガイド	

	
名前:	________________	

I.	たんご		Vocabulary	
	
#	 英語	 日本語	 Lesson	 #	 英語	 日本語	 Lesson	
1	 ticket	machine	 けんばいき	 L.7	 22	 separate	 べつべつ	 L.5	

2	 price	 ねだん	 AIJ	2	 23	 troublesome	
matter	

めんどうなこと	 L.6	

3	 train	ticket	 きっぷ	 L.7	 24	 earth	 地球（ちきゅう）	 L.6	

4	 Yamanote	line	 山手線	 L.7	 25	 to	cooperate	 協力（きょうりょ
く）する	

L.6-A	

5	 track	number	4	 四番線	 L.7	 26	 natural	disaster		 自然さいがい	 L.6-B	

6	 bounded	for	
Shinjuku	

新宿行き	 L.7	 27	 to	lost	someone	 なくす	 L.6-B	

7	 ticket	gate	 かいさつ	 L.7	 28	 to	evacuate	 ひなんする	 L.6-B	

8	 specialty	(in	the	
local	area)	

めいぶつ	 L.8	 29	 to	prepare	 じゅんびする	 L.6-B	

9	 sugar	 さとう	 AIJ	2	 30	 nuclear	power	
plant	

げんぱつ	 L.6-B	

10	 to	introduce	 しょうかいする	 AIJ	2	 31	 radiation	has	
spread	

ほうしゃのうが広
がった	

L.6-B	

11	 tourists	 かんこうきゃく	 L.8	 32	 health	 けんこう	 L.5	

12	 souvenir	 おみやげ	 AIJ	2	 33	 past	and	future	 かことみらい	 L.7-B	

13	 traditional	 でんとう的な	 L.4-B	 34	 to	move	 ひっこす	 L.6-B	

14	 comfortable	 楽（らく）な	 L.2-B	 35	 to	be	separated	
(onomatopia)		

ばらばら	 L.6-B	

15	 Cheers!	 かんぱい！	 L.5-A	 36	 transportation	 こうつう	 L.7	

16	 to	celebrate	 いわう	 L.5-A	 37	 accurate	on	time	 時間にせいかくな	 L.7	

17	 eat	anything	 なんでも食べる	 AIJ	2	 38	 accident	 じこ	 AIJ	2	

18	 to	be	troubled	 困っている	 L.2-B	 39	 to	study	abroad	 留学する	 L.1	

19	 to	throw	away	 すてる	 L.6	 40	 to	be	crowded	 こんでいる	 AIJ	2	

20	 batteries	 電池（でんち）	 L.6	 41	 happy	 しあわせな	 L.3-B	

21	 decoration	 かざり	 L.5	 42	 to	be	moved	 かんどうする	 L.7-B	

	



II.	漢字	Kanji	
#	 漢字	 ひらがな	 英語	 Lesson	 #	 漢字	 ひらがな	 英語	 Lesson	
1	 同じ	 おなじ	 same	 L.6	 16	 たん

生日	
たんじょ
うび	

birthday	 AIJ	2	

2	 楽	 らく；	
たのしい	

comfortable;	
fun	

L.2	 17	 皆さ
ん	

みなさん	 everyone	 L.3	

3	 弟	 おとうと	 younger	
brother	

L.1	 18	 料理	 りょうり	 cooking;	dish	 AIJ	2	

4	 駅	 えき	 station	 L.7	 19	 困る	 こまる	 to	be	troubled	 L.5	

5	 駅員	 えきいん	 station	
employee	

L.7	 20	 苦手	 にがて	 poor	at	 L.5	

6	 社	 しゃ	 company	 L.8	 21	 僕 ぼく	 I	(boy)	 L.7	

7	 社員	 しゃいん	 employee	 L.8	 22	 教え
る	

おしえる	 to	teach	 AIJ	2	

8	 晴れ	 はれ	 sunny	 L.8	 23	 電池	 でんち	 battery	 L.6	

9	 曇り	 くもり	 cloudy	 L.8	 24	 大事	 だいじ	 important	 AIJ	2	

10	 東洋
的	

とうよう
てき	

Asian-style	 L.4	 25	 特に	 とくに	 especially	 AIJ	2	

11	 西洋
的	

せいよう
てき	

Western-
style	

L.4	 26	 留学
する	

りゅうが
くする	

to	study	
abroad	

L.1	

12	 和室	 わしつ	 Japanese	
room	

L.4	 27	 福島	 ふくしま	 Fukushima	 L.7	

13	 洋室	 ようしつ	 Western-
style	room	

L.4	 28	 広が
る	

ひろがる	 is	spread	 L.7	

14	 地下
鉄	

ちかてつ	 subway	 L.7	 29	 子供	 こども	 child	 L.3	

15	 味	 あじ	 taste	 L.5	 30	 交通	 こうつう	 transportation	 L.7	

	

四課
か

	(Lesson	4):	Japanese	House	
Part	A.	Sentence	Patterns	
I	cleaned	the	house	(in	advance).		 	 そうじをしておきました。	
Dinner	was	made	(by	someone).	 	 晩ご飯が作ってあります。	
The	food	for	the	party	has	already	been	bought.	パーティーの食べ物はもう買ってあります。	
Don’t	forget	your	homework.	 	 	 宿題をわすれないように。	
Return	home	by	10:00.	 	 	 	 十時までに帰るように。	
	
Part	B.	Sentence	Patterns	
I	arrived	at	school,	then	remembered	that	I	forgot	my	homework.	
	 	 	 	 	 	 学校について、宿題を忘れたことを思い出しました。	
I	returned	home	late	and	went	to	bed	soon. 	 家へ帰って、すぐ寝ました。	



It	might	rain	tomorrow.		 	   	 明日、雨がふるかもしれません。	
The	exam	might	be	difficult.	 	 	 試験はむずかしいかもしれません。	
The	phone	call	from	my	mom	is	long.	 	 母からの電話は長い。	
The	trip	to	Japan	was	very	fun.	 	 	 日本への旅行はとても楽しかった。	
	
If	you	can	speak	Japanese,	the	trip	will	be	fun.	 日本語が話せれば、旅行は楽しいです。	
If	you	won’t	go,	I	won’t	go	either.	 	 あなたが行かなければ、私も行きません。	
If	it	is	cheap,	I	will	buy	it.	 	 	 もし安ければ、買います。	
If	he	likes	movies,	he	should	know	interesting	movies.	
	 	 	 	 	 映画が好きなら、おもしろい映画を知っているはずです。	
If	you	are	a	student,	it	will	become	cheap.	 学生なら、安くなりますよ。	
	
Culture:	True	(ほんとう)	or	False	(うそ)?	
1.	お風呂の後で、いつも水をすてなければいけない。	 	 	 うそ	
2.	トイレを使っていない時、	ドアは閉めておく。	 	 	 	 ほんとう	
3.	日本の客間にはよく、とこのまやかけじくがある。	 	 	 ほんとう	
	

五課
か

	(Lesson	4):	Japanese	Meal	
Part	A.	Sentence	Structure	
My	younger	brother	is	playing	only	video	games	every	day.	
	 	 	 	 弟は毎日テレビゲームばかりしています。		
It	seems	that	Ben	is	going	to	Japan	next	year.	
	 	 	 	 ベンくんは来年日本へ行くらしいです。	
I	am	thinking	of	studying	Japanese	even	when	I	go	to	college.	
	 	 	 大学に行っても、日本語を勉強しようと思っています。	
	
Part	B.	Sentence	Structure	
I	was	surprised	by	the	number	of	earthquakes	in	Japan. 日本でじしんの多さにおどろいた。	
The	characteristic	of	Obento	is	that	it	is	convenient.	  お弁当のとくちょうはべんりなことだ。	
Although	natto	is	a	little	smelly,	it	is	healthy.  なっとうはちょっとくさいけど、けんこうてきだ。	
	
Culture:	True	(ほんとう)	or	False	(うそ)?	
1.	日本のお弁当はたいてい、手で食べる。	 	 	 うそ	
2.	日本人は朝ご飯によくお弁当を食べる。	 	 	 うそ	
3.	日本のお弁当はいろいろな色やかざりを使っている。	 ほんとう	
	

六課
か

	(Lesson	6):	Global	Citizens	
Part	A.	Sentence	Structure	
For	the	sake	of	environment,	let’s	do	recycling.	 かんきょうのために、リサイクルをしよう。	
I	don’t	know	if	Ken	is	coming	to	the	party	or	not. ケンがパーティーに来るかどうか知りません。	
“You	write	the	Kanji	well,	don’t	you?”	 	 漢字を上手に書くじゃない。	
“I	can	write	Kanji	for	Tokyo	and	Kyoto.” 	 東京とか京都なんかの漢字が書けるよ。	
I	have	to	get	up	early	tomorrow.	[informal]	 明日、早くおきなきゃいけない。	
	
	



Culture:	True	(ほんとう)	or	False	(うそ)?	
1.	東日本大しんさいは 2011 年にあった。	 	 ほんとう	
2.	ペットボトルはもえるゴミだ。	 	 	 うそ	
3.	日本ではたくさんじしんがおこる。	 	 ほんとう	
	

七＆八課
か

	(Lesson	7	&	8):	Travelling	in	Japan	
Lesson	7	Sentence	Structure	
I	made	an	effort	to	speak	Japanese.	 	 日本語を話すようにした。	
I	made	an	effort	not	to	speak	English.	 	 英語を話さないようにした。	
	
If	you	turn	right,	there	is	a	school.	 	 右にまがると、学校がある。	
If	it	is	convenient,	I	want	to	use	it.	 	 便利なら、使いたい。	
If	I	go	to	Japan,	I	want	to	eat	sushi.	 	 日本に行ったら、おすしを食べたい。	
Only	if	it	is	cheap,	I	will	buy.	 	 	 安ければ、買います。	
	
Even	if	the	study	of	kanji	is	difficult,	it	is	interesting.	
	 	 	 	 	 	 漢字の勉強はむずかしくても、おもしろいです。	
Even	if	the	trains	are	convenient,	sometimes	there	are	accidents.	
	 	 	 	 	 	 電車はべんりでも、時々じこがある。	
	
I	play	that	I	can	go	to	Japan	next	year.	 	 来年日本に行けますように。	
I	play	that	you	will	get	well	soon.	 	 早く元気になりますように。		 	
	
Lesson	8	Sentence	Structure	
I	have	never	had	such	tasty	sushi!	 	 こんなにおいしいすしを食べたことがない。	
Thanks	to	my	teacher,	I	can	speak	Japanese.	 先生のおかげで、日本語が話せる。	
Due	to	the	illness,	I	could	not	come	to	school. びょうきのせいで、学校に来られなかった。	
I	like	both	soba	and	udon.	 	 	 そばもうどんもりょうほう好きだ。	
I	like	neither	soba	and	udon.	 	 	 そばもうどんもりょうほう好きじゃない。	
Mt.	Fuji	is	beautiful	like	a	picture.	 	 ふじ山は写真のように美しい。	
	
	


