
漢字テスト　81-120　こたえ 名前（　　　　　　 )

番号 単語 意味 読み方 番号 単語 意味 読み方

81 四六時中 around the clock しろくじちゅう 101 法律 law, legislation ほうりつ

82 質問(する) question しつもん 101 文法 grammar ぶんぽう

83 話す talk はなす 102 川(くんよみ) river かわ

83 世話（する） care, help せわ 103 世界 world, globe せかい

84 文章 writings ぶんしょう 105 首都 capital, metropolis しゅと

85 活動（する） activity, action かつどう 106 百万 one million ひゃくまん

85 動き movement,  motion うごき 107 現在 at present げんざい

86 程度 degree, extent ていど 108 私立 private, independent しりつ

87 都道府県 prefectures とどうふけん 109
取引
(取り引き）

transaction, dealings とりひき

88 水道 waterworks すいどう 109 受け取る receive うけとる

89 安心(する） peace of mind あんしん 110 景気 business (conditions) けいき

90 氏名 full name しめい 110 気持ち feeling きもち

91 平和 peace へいわ 111 作業(する) work, operation さぎょう

92 政治 politics せいじ 111 作家 writer, author さっか

92 行政 administration ぎょうせい 112 広がる expand, extend ひろがる

93 保護(する) protection, protect ほご 113 海外 overseas, foreign かいがい

94 表現(する) expression, express ひょうげん 114 変化(する) change へんか

95 道(くんよみ) way, road, path みち 114 文化 culture, cultural ぶんか

95 道路 road, street どうろ 115 知る know しる

96 相談(する) consult, consultation そうだん 116 木(くんよみ) tree き

97 意味(する) mean, meaning いみ 117 区別 distinction くべつ

97 意識(する) consciousness, sense いしき 118 公害 pollution こうがい

98 発展(する) development, develop はってん 119 利用(する) utilization りよう

99 不足(する) insufficiency ふそく 119 使用(する) use しよう

100 政党 political party せいとう 120 未来 future みらい



漢字テスト　121-160　こたえ 名前（　　　　　　 )

番号 単語 意味 読み方 番号 単語 意味 読み方

121 優先(する) priority, precedence ゆうせん 143 交換（する） exchange こうかん

122 以外 except, besides いがい 143 交通 traffic こうつう

122 例外 exception れいがい 144 進む go forward すすむ

123 事務所 office じむしょ 145 口(くんよみ) mouth くち

124 千人 a thousand people せんにん 146 経済的(な) economical けいざいてき

125 決める decide きめる 147 食品 foods しょくひん

125 解決(する) solve,  resolve かいけつ 148 必要（な) necessity, need ひつよう

126 担当(する) take charge たんとう 148 重要（な） important じゅうよう

126 当たる hit, get, come up あたる 149 写真 photograph しゃしん

127 最近 recently, lately さいきん 150 原因 cause げんいん

128 数(くんよみ) number かず 151 成功（する） success, succeed せいこう

129 企業 enterprise, company きぎょう 151 完成（する） completion かんせい

130 持つ  have, take, hold もつ 152 都会 city とかい

131 教育（する） education, educate きょういく 152 都合 convenience つごう

132 電車 electric train でんしゃ 153 組織（する） organization, form そしき

133 書類 documents, papers しょるい 153 組み合わせ combine, match くみあわせ

134 受ける get, take, obtain うける 154 近く near, toward ちかく

135 朝食 breakfast ちょうしょく 155 記入（する） fill in, write きにゅう

136 強い strong,  powerful つよい 156 調査（する） investigation, examine ちょうさ

137 連絡（する） contact, connection れんらく 156 調べる investigate, examine しらべる

138 土(くんよみ) soil つち 157 理由 reason, cause りゆう

139 村(くんよみ) village むら 157 理解（する） understanding, understand りかい

140 平均（する） average へいきん 158 使う use つかう

141 男性 man, male だんせい 159 信じる believe しんじる

142 物価 prices ぶっか 160 会議（する） meeting, conference かいぎ


