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1. Choose the suitable word in the blank. 

(1) သူပ ပြောခ ဲ့တြောန ဲ့ပတ်သက်ပပ ြီး( )ပနတယ်။ 

၁.ပေ 

၂. စိတ်တိို 

၃. တိိုြီးတက ်

၄. ပ ြော် ပ 

(2)ဒ ပန ဲ့မသ ြောြီးနိိုငခ် ဲ့ေိို ဲ့( )တယ်။ 

၁. တ်စြောအိုပ် 

၂. အကန ဲ့အ်သတ်ရ ိ 

၃. ဝမ်ြီးသြော 

၄. စိတ်ညစ် 

問題の内容は「（）に入る適した単語を選びなさい」です。 



１問目の 「သပူ ပြောခ ဲ့တြောန ဲ့ပတသ်က်ပပ ြီး( )ပနတယ်။」 は「彼が言った事について( )いま

す」です。 

選択肢の 「ပေ」は「空気」、「စိတတ်ိို」は「怒る」、「တိိုြီးတက်」は「成長する」、

「ပ ြော် ပ」は「表現する」です。 

なので、正解は 2 の「သပူ ပြောခ ဲ့တြောန ဲ့ပတသ်က်ပပ ြီး(စိတတ်ိို)ပနတယ်။」「彼が言った事について

(怒って)います」になります。 

2 問目の 「ဒ ပန ဲ့မသ ြောြီးနိိုငခ် ဲ့ေိို ဲ့( )တယ်။」 は「今日は行けなかったので( )しました」で

す。 

選択肢の 「 တစ်ြောအိုပ်」は「教科書」、「အကန ဲ့်အသတရ် ိ」は「制限がある」、

「ဝမ်ြီးသြော」は「嬉しい」、「စိတည်စ်」は「がっかりする」です。 

なので、正解は 4 の「ဒ ပန ဲ့မသ ြောြီးနိိုငခ် ဲ့ေိို ဲ့(စိတည်စ)်တယ်။」「今日は行けなかったので(がっか

り)しました」になります。 

 

 

 



2. Put the words in the right order, and answer the 

word which is in ” ※ ”. 

(1)( )( ※ )( )ပါ( )။ 

၁. ေြော 

၂. ခနဓြောကိိုယ် 

၃.    ွံ့ ပ ိ ြီး 

၄.မယ် 

(2) ( )က( ※ )ပတ ထ မ ြော( )ပတ ( )တ ဲ့နိိုငင် ပါ။ 

၁. မနမ်ြော 

၂. ဗိုဒဓဘြောသြောဝင ်

၃.   ွံ့ ပ ိ ြီးဆ နိိုငင်  

၄. မ ြောြီး 

 

問題の内容は「（ ）に正しい単語を入れて、文を完成させ、 (  ※ )に入る

単語を答えなさい」です。 

１問目は 「(ခနဓြောကိိုယ်)(   ွံ့ ပ ိ ြီး)(ေြော)ပါ(မယ်)။」で「体が発達してきます」と

いう意味です。 

なので、(  ※ )に入るのは 3の「   ွံ့ ပ ိ ြီး」になります。 



2 問目は

「( မနမ်ြော)က(   ွံ့ ပ ိ ြီးဆ နိိုငင် )ပတ ထ မ ြော(ဗိုဒဓဘြောသြောဝင)်ပတ (မ ြောြီး)တ ဲ့နိိုငင် ပါ။ ။」 

で「ミャンマーは開発途上国の中でも仏教徒が多い国です」という意味です。 

なので、(  ※ )に入るのは 3の「   ွံ့ ပ ိ ြီးဆ နိိုငင် 」になります。 

3.Choose the suitable word 

(1)To sad 

၁. ဝမ်ြီးနည်ြီးတယ် 

၂. ည ဲ့တယ ်

၃. နြောြီးပထြောငတ်ယ် 

(2)To express 

၁.   စ်တယ ်

၂. ပ ြော် ပတယ ်

၃. ပပြီးတယ် 

 

問題の内容は「適切な単語を選びなさい」です。  

1 問目は 「To sad」 は「悲しい」です。  

選択肢の「ဝမ်ြီးနည်ြီးတယ်」は「悲しい」、「ည ဲ့တယ်」は「下手 



、しょぼい」、 「နြောြီးပ ြောငတ်ယ်」は「聴く」です。 

なので、正解は 1 の「ဝမ်ြီးနည်ြီးတယ်」になります。  

2 問目は 「To express」 は「表現する」です。 

選択肢の 「  စ်တယ်」は「なる」、「ပ ြ်ော ပတယ်」は「表現する」、

「ပပြီးတယ်」 は「あげる」です。  

なので、正解は 2 の「ပ ြ်ော ပတယ်」になります。  

 

 

4. Put the correct letter to ( ) and choose the 

suitable answer from choices. 

ကျွနပ်တြ်ောရ ဲ့( 1 )ထ မ ြောပေအရမ်ြီး( 2 )ေိို ဲ့ပနေိို ဲ့မပကြောငြ်ီးဘူြီး။ 

(1) 

(2) 

( ိုနြ်ီး/ဝမ်ြီးသြော/အခနြ်ီး/ပ ခြောက်ပသ ွံ့) 

 

 

 



問題の内容は「()に入る適切な言葉を、選択肢から選んで答えなさい」です。 

私の( 1 )の中は空気がとても( 2 )ので居心地が良くないです 

(1) 部屋「အခနြ်ီး」 

(2) 乾燥する「ပ ခြောက်ပသ ွံ့」 

(携帯/嬉しい/部屋/乾燥する) 

5. Read the conversation and answer the questions. 

A|| ဂ ပနမ် ြောမသငမ်ပနရပညြောပရြီးကဘယ်အသက်အရ ယ်အထိေ ။ 

B|| ဂ ပနက်အေယ်တနြ်ီးအထိမသငမ်ပနရပညြောပရြီး  စ်ေိို ဲ့အသက်၁၅န စ်အထိပါ။ 

A|| ဟိုတ်က ဲ့။တကက သိိုေ်တက်ခ ဲ့ပသြီးေြောြီး။ 

B|| တကက သိိုေ်မတက်ပသြီးဘူြီး။ 

-ဂ ပနမ် ြောမသငမ်ပနရပညြောပရြီးကဘယ်ပတြောဲ့အထိေ ။ 

၁.အထက်တနြ်ီး။ 

၂.အေယ်တနြ်ီး။ 

၃.တကက သိိုေတ်။ 

၄.မူေတနြ်ီး။ 

 



 

問題の内容は「会話を読んで、質問に答えて下さい」です。 

A|| 日本では義務教育は何歳までですか？ 

B|| 日本は中学校までが義務教育なので 15歳までです。 

A|| なるほど。大学には行きました？  

B|| 大学にはまだ行っていません 

 

-日本では義務教育はいつまでですか？  

၁.高校 

၂.中学校 

၃.大学 

၄.小学校 

 

質問の正解は 2の「အေယ်တန်ြီး」「中学校」になります。 


	5. Read the conversation and answer the questions.

