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(1) ဆရာကကျွနတ် ာ်က ို(  )တန ယ်၊ 

၁. ကက ြီး 

၂. တ ေါ် 

၃. စာြီး 

၄. တန 

(2)  ကက စ (  )မယ်၊ 

၁. တကာ်ဖ  

၂. ရနက်ိုန ်

၃. တ ဖရှငြ်ီး 

၄. စ ြီး 

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 「ဆရာကကျွန်တ ာ်က ို(  )တန ယ်၊」 は「先生が私を( )でいます」

です。 



選択肢の 「ကက ြီး」は「大きい」、「တ ေါ်」は「呼ぶ」、「စာြီး」は「食べ

る」、「တန」は「住む」です。 

なので、正解は 2 の「ဆရာကကျွန်တ ာက် ို(တ ေါ်)တန ယ်၊」「先生が私を(呼ん)で

います」になります。 

2 問目の 「 ကက စ (  )မယ်၊」 は「タクシーに( )ます」です。 

選択肢の 「တကာ်ဖ 」は「コーヒー」、「ရန်ကိုန်」は「ヤンゴン」、

「တ ဖရှငြ်ီး」は「解決する」、「စ ြီး」は「乗る」です。 

なので、正解は 4 の「 ကက စ (စ ြီး)မယ်၊」「タクシーに(乗り)ます」になりま

す。 

 

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

word which is in ” ※ ”. 

(1)မ(  )ရ(  )( ※ )(  )တနာ်၊ 

၁. ပ   

၂. ကကာ 



၃. တ  ွေ့ 

၄.  ာ 

(2) (  )( ※ )က(  )(  )။ 

၁. ဘယ်သ ူ

၂. အတမရ ကန ်

၃. သမမ  

၄. လဲ 

 

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 「မ(တ  ွေ့)ရ( ာ)(ကကာ)(ပ  )တနာ်၊」で「お久しぶりです」という意味

です。 

なので、(  ※ )に入るのは 2の「ကကာ」になります。 

2 問目は 「(အတမရ ကန)်(သမမ )က(ဘယ်သူ)(လဲ)။」で「アメリカの大統領は

誰ですか？」という意味です。 

なので、(  ※ )に入るのは 3の「သမမ 」になります。 



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

suitable answer from choices. 

မင်္ဂလာမနက် ငြ်ီး ါ။ တနတကာငြ်ီးလာြီး။ 

ဒ တန ေ့( 1 )၆နာရ မှာအ  ်ယာထပ  ြီးတ ာေ့( 2 )မှာတ  ြီး ဲေ့ ယ်။ 

(1) 

(2) 

(တသတသ  ာ  ာ/မနက်/အ   ျိုရည်/အ  င/် မန ်မန်) 

 

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。 

おはようございます。お元気ですか？  

今日は( 1 )６時に起きてから ( 2 )で走ってきました。 

(1) 朝「မနက်」 

(2) 外 「အ  င」် 

(きちんと/朝/ジュース/外/速く) 

4. Read the conversation and answer the questions. 

A|| ဘာသာတရြီးကဘာလဲ။ 

B|| ကျွနတ် ာ်ဘာသာတရြီးကဗိုဒဓဘာသာ ါ။ 



A|| ကျွနတ် ာ်လည်ြီး၊ ဒါဆ ိုရငဘ်ိုရာြီးက ိုသ ာြီးမယ်၊ 

B|| ဟို ်ကဲေ့၊ တရွှေ  င်္ ိုဘိုရာြီးတကာငြ်ီး ယ်တနာ် 

-ဘယက် ိုသ ာြီးမလဲ။ 

၁. စာြီးတသာက်ဆ ိုင၊် 

၂. ဘိုရာြီးတက ာငြ်ီး၊ 

၃. တရွှေ  င်္ ိုဘိုရာြီး၊ 

၄. တဆြီးရ ို၊ 

 

問題の内容は「会話を読んで、質問に答えて下さい」です。 

A|| あなたの宗教は何ですか？  

B|| 私の宗教は仏教です 

A|| 私もですよ。それじゃ、パゴダに行きましょう 

B|| 分かりました。シュエダゴン・パゴダが良いですね 

 

-どこに行きますか？  

၁.レストラン 

၂.寺 

၃.シュエダゴン・パゴダ 

၄.病院 

質問の正解は 3の「တရွှေ  ဂ ိုဘိုရာြီး」「シュエダゴン・パゴダ」になります。 
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