
漢字2100　161-240　テスト　答え 名前（ 　　     　　）

つぎの単語の読み方をひらがなでていねいに書きなさい。単語のひらがなの部分も書くこと。

番号 単語 読み 番号 単語 読み 番号 単語 読み

161 諸島 しょとう 184 日付 ひづけ 208 天井 てんじょう

162 工夫 くふう(△こうふ) 187 治める おさめる 209 布団 ふとん

164 止む やむ 187 治る なおる 213 食物 しょくもつ

165 下町 したまち 188 共に ともに 214 集い つどい

166 役員 やくいん 189 命 (くんよみ) いのち 215 夜中 よなか

167 空き あき 191 付け加える つけくわえる 217 日本初 にほんはつ

167 空っぽ からっぽ 192 通う かよう 218 右折 うせつ

169 直ちに ただちに 192 通す とおす 219 少々 しょうしょう

170 重なる かさなる 194 天然 てんねん 220 迷宮 めいきゅう

171 勝負 しょうぶ 196 売買 ばいばい 225 昨夜 さくや

171 勝る まさる 197 見聞 けんぶん 226 素早い すばやい

174 光景 こうけい 199 発足 ほっそく/はっそく 227 出身 しゅっしん

175 美容 びよう 200 正午 しょうご 229 左右（おんよみ） さゆう

176 妥協 だきょう 202 税関 ぜいかん 231 面会 めんかい

179 磁石 じしゃく 203 必死 ひっし 232 以心伝心 いしんでんしん

180 停電 ていでん 204 地元 じもと 233 予算 よさん

181 計る はかる 205 語る かたる 234 形式 けいしき

182 改める あらためる 206 各位 かくい 235 半ば なかば

182 改善 かいぜん 206 各々(くんよみ） おのおの 239 引退 いんたい

183 大多数 だいたすう 207 無事 ぶじ 240 変更 へんこう



漢字2100　161-240  テスト答え

つぎの文の（　　）のことばを漢字(楷書
かいしょ

）でていねいに書きなさい。送
お く

り仮名
が な

がある場合は送り仮名も書きなさい。

番号 文 漢字

163 教授の（しどう）のもとに卒業論文の作成に取り組む｡ 指導

168 株価
か ぶ か

は景気の（どうこう）に影響
えいきょう

される。 動向

172 限りある地球の資源を（ゆうこう）に用いる｡ 有効

173 家の電気設備の（てんけん）をする｡ 点検

177 失敗の原因を明らかにし､（はんせい）して、つぎの成功につなげる｡ 反省

178 逆境
ぎゃっきょう

にたえる（せいしんりょく）を持つ｡ 精神力

185 文章の内容を２００字以上２５０字以内で（ようやく）しなさい。 要約

186 人の（せいかく）は十人十色だ｡ 性格

193 ﾁﾝﾊﾟﾝｼﾞｰの発達に関する縦断的研究
じゅうだんてきけんきゅう

を（けいぞく）している｡ 継続

195 Ａ社はシェア拡大
かくだい

を目ざして値下げ（せんりゃく）を打ち出した。 戦略

198 （なんきょく）にはペンギンが､ほっきょくには白熊
し ろく ま

がいる。 南極

210 入金が確認でき（しだい）商品を発送する。 次第

211 夏休みの（かだい）はレポート作成です。 課題

212 身
み

に覚えのない（せいきゅう）書が届
と ど

いて驚
おどろ

いた。 請求

221 人には教育を受ける（けんり）がある。 権利

222 （らっかん）的な人は長生きするらしい。 楽観

223 自由（せんたく）科目から興味
き ょう み

のある科目をせんたくする｡ 選択

224 今年はﾓﾓの実
みの

りも良く品質も良好で豊作
ほ う さく

が（きたい）される。 期待

230 （きょか）なく入室することを禁じる。 許可

237 （あいつぐ）官僚
かんりょう

の不祥
しょう

事に国民は不信感を強める。 相次ぐ/相継ぐ


