
  

 

 

AENS Nivel 4 EXAMEN LIBRE DE IDIOMA JAPONES 2022 

MODELO DE EXAMEN 

Nombre y Apellido: _________________________ 

DNI: ________________________ 

 

La evaluación consiste de: 

- examen oral:  presentación del alumno y entrevista 

- examen escrito: contenidos del programa correspondiente al nivel evaluado. Incluye problemas de 

opción múltiple (vocabulario, temas gramaticales y kanji), comprensión lectora y una producción escrita. 

 

・語彙・文法・漢字の例（Ejemplos de puntos de vocabulario, temas gramaticales y kanji） 

Ejemplo 1． 

・（ ）の ことばを なおして、文を かんせい してください。  

例) （雨です）  雨な  のに、遠足へ行きます。 

  

Ejemplo ２． 

・ただしい答えをえらんでください。 

例）ふろしきは ものを      のに 使います。 

a) あらう b) はかる c) つつむ d) わかす 

 

Ejemplo 3． 

・ただしい答えをえらんでください。 

例）木村さんはもう出かけましたか。 

いいえ、今から出かける      です。 

a) ばかり b) ところ c) はず 
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Ejemplo ４． 

・次の文を 敬語表現にしてください。 

例）お名前は 何といいますか。 →  お名前は 何と おっしゃいますか。 

 

Ejemplo ５． 

・   から 動詞
どうし

を選
えら

んで、正
ただ

しい形
かたち

にして 書いてください。 

はっけんする  たてる  ゆしゅつする  はつめいする   おこなう   くみたてる   

 

例）来月 こくさいかいぎが  おこなわれます 。 

 

Ejemplo 6． 

・次の漢字の 正しい読み方をひらがなで書いてください。 

例）お宅の お手洗いは 洋式ですか、和式ですか。 

    たく   てあら    ようしき     わしき 

 

Ejemplo 7． 

・Aと Bの漢
かん

字を組み合わせて、ことばを作って、読み方をひらがなで書いて、スペイン語で意味
い み

を書い

てください。 

A. 天  番  映  定       

  欠   暖  温  

 B. 画  度  冬  気  

   食  組  婚 
 

例.  天気    （ てんき   ）   tiempo    

 

Ejemplo 8． 

・漢字をつくって、読み方を書きましょう。 

 

 

 部首
ぶ し ゅ

  漢
かん

字 よみ方 

 
 

 

 日 →  間 .   あいだ  . 

例 オ →  閉 .   し・める . 

 口 →  問 .   と・う  . 

                                                                     

          

門 



      

Ejemplo 9． 

・漢
かん

字で書いてください。 

例） まなつは  あつくて、つめたい  のみ ものが ほしいですね。 

  （   ） （   ）（   ）  （  ）（  ） 

 

Ejemplo 10． 

・ 点線
てんせん

のことばのただしい漢
かん

字を a)、b)、c)の中からえらんでください。 

例）とうきょうとから きました。 

 

とうきょうと a) 東京都 b) 京都市 c) 東京土 

  

・読解の例（Ejemplos de comprensión lectora） 

・次の文を読んで、質問に答えてください。 

 山田さんはふろに入るのが大好きです。仕事で外国へ行ったとき、洋式のふろがいちばん困り

ます。シャワーだけではまんぞくできません。洋式のふろはゆぶねがあさくて、かたまで入れま

せん。ですから、日本へ帰ると、ゆっくりふろに入ります。 

山田さんの家のふろはせまくて、暗いのですが、今度ボーナスをもらったら、ふろ場を大きく

するつもりです。そして、ふろのまどからにわの石や木が見られるようにしようと思っていま

す。ふろにはテレビやラジオもおきたいし、ふろに入って、好きな番組を見ながらビールも飲み

たいと考えています。 

 山田さんはふろに入りながら、いろいろ考えていますが、さあ、山田さんのゆめはどうなる

でしょうか。 

Ejemplo １． 

・［質問］正しいものには〇、ちがうものには×をつけてください。 

１．（  ）山田さんは外国へ行ったときも、シャワーは使いません。 

２．（  ）山田さんは大きくて、明るいふろ場がほしいです。 

３．（  ）山田さんの家のふろ場から、にわが見えます。 

Ejemplo ２． 

・山田さんが好きなふろを一つえらんでください。 

１．シャワー （かんたんで、便利です） 



２．日本のふろ（かたまでおゆの中に入れます） 

３．洋式のふろ（あさくて、ふろの中で寝られます） 

４．せまいふろ（ゆめを見ることができます） 

 

Ejemplo ３． 

・山田さんのゆめは何ですか。いちばんいいものを一つえらんでください。 

１．ゆっくりふろに入ることです。 

２．ボーナスをもらうことです。 

３．大きいふろ場をつくることです。 

４．テレビやラジオを買うことです。 

 

・作文の例（Ejemplo de producción escrita） 

 

Ejemplo １． 

・次のテーマから一つえらんで、作文を書いてください。（５～１０文） 

・私と日本語 

・私のしゅみ 

・私の国の有名な人・所・料理 

 


