
漢字テスト　881-920　答え 名前（　　　　　　 )

番号 単語 意味 読み方 番号 単語 意味 読み方

881 時折 sometimes ときおり 901 片方 one side, one of a pair かたほう

881 折半（する） halve, split ～ in half せっぱん 901 断片 fragment, piece だんぺん

882 倉庫 warehouse, storage そうこ 902 創立（する） establish, founding そうりつ

883 燃焼（する） burning, combustion ねんしょう 903 借り入れる rent, borrow, loan かりいれる

884 均一（な） uniformity きんいつ 903 借用（する） borrow, have a  loan of しゃくよう

885 純粋（な） pure,  genuine じゅんすい 904 傷付ける hurt きずつける

886 描き出す describe,  portray えがきだす 905 照らす shine on, light up てらす

886 描写（する） description, depiction びょうしゃ 906 取り戻す recover, take～back とりもどす

887 昇進（する） promotion, rise in rank しょうしん 907 弾力性 spring, elastic, resilient だんりょくせい

888 宗教 religion しゅうきょう 907 弾く play (piano, guitar) ひく

889 洗う wash あらう 907 弾む spring, bound, impetus はずむ

890 拡大（する） expand, extend, enlarge かくだい 908 韓国 Korea かんこく

891 激しい violent, acute はげしい 909 皇帝 emperor こうてい

891 感激（する） be deeply moved かんげき 910 測る measure, sound, scale はかる

892 興味 interest きょうみ 910 測定（する） measurement そくてい

893 保障（する） security ほしょう 911 連邦 federation, union れんぽう

894 謝礼 remuneration しゃれい 912 功績 achievement, exploit こうせき

895
娘(くんよ
み)

daughter, girl むすめ 913 核心 kernel, core かくしん

896 納める pay, store, offer おさめる 914 脱皮（する） molting, grow out of だっぴ

896 収納（する） store, storage しゅうのう 915 忘れ物 thing left behind わすれもの

897 祭り  festival まつり 916 宣伝（する） publicity, advertise せんでん

898 黄色い yellow きいろい 917 内閣 cabinet ないかく

899 巻き込む roll in, involve まきこむ 918 取り扱う treat, handle, manage とりあつかう

899 圧巻 the highlight, best part あっかん 920 緑(くんよみ) green, verdure みどり

900 畑 field, farm, truck farm はたけ/はた 920 緑地 green tract of land りょくち



漢字テスト　921-960　答え 名前（　　　　　　 )

番号 単語 意味 読み方 番号 単語 意味 読み方

921 麻酔 anesthesia ますい 941 一致（する） agreement, accord いっち

922 緊急（な） urgent, emergency きんきゅう 941 致す bring about, do いたす

923 債務 debt, financial obligation さいむ 942 触れる touch, violate, mention ふれる

924 道徳 morality, morals どうとく 942 触る touch, feel さわる

925 探求(する) search, quest たんきゅう 943 一緒（に） together, with ～ いっしょ

926 （〜に）伴って attend, go with, involve ともなって 944 柱(くんよみ) pillar, column, pole はしら

927 勤め business, work, service つとめ 945 食堂 dining room, cafeteria しょくどう

927 勤続（する） continuous service きんぞく 946 一枚 a sheet, a slice いちまい

928 乗り継ぐ make a connection のりつぐ 947 兼用（する） use ～ both as ～ and ～ けんよう

929 複数 plural ふくすう 948 途中 on the way, halfway とちゅう

930 雑誌 magazine, journal ざっし 949 混じる be mixed, be mingled まじる

931 構築（する） build, construct こうちく 949 混同（する） confuse, mix up こんどう

932 災難 misfortune, disaster さいなん 950 痛ましい harrowing いたましい

933 承知（する） know, agree, accept, OK しょうち 951 御飯 meal, boiled rice ごはん

934 署名（する） signature しょめい 952 恐らく probably, I'm afraid～ おそらく

935 矢印 arrow, signpost やじるし 953 刑事 police detective, penal けいじ

936 幼稚園 kindergarten ようちえん 954 結束（する） bond, band together けっそく

936 幼い infant, childlike, childish おさない 955 群れ group, flock, school むれ

937 汚職 corruption, bribery おしょく 955 群衆 crowd of people ぐんしゅう

937 汚い dirty, grubby, soiled きたない 956 宇宙人 alien うちゅうじん

938 刻む carve, engrave, cut きざむ 957 故郷(おんよみ) one's hometown こきょう

938 時刻表 （train） schedule じこくひょう 958 勧める counsel, advise すすめる

939 招く invite, call in, incur まねく 958 勧誘（する） persuade, canvass かんゆう

940 貸し出し lending, rental,  loan かしだし 959 寒い cold, chilly さむい

940 賃貸 lease, rent, let out ちんたい 960 迫力 power, punch はくりょく


