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 Chapter 1 
 

0556 
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治 
0558 

府 
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党 
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選 
0562 

挙 
0563 

択 
0564 

候 
0565 

補 
A. Write the reading and choose its meaning. 

 

1. 政治 _____________ (   ) 

 

2. 政党 _____________ (   ) 

 

3. 政府 _____________ (   ) 

 

4. 政策 _____________ (   ) 

a. policy 

b. government 

c. political party 

d. politics 

B. Write the reading and choose its meaning. 
 

1. 選挙 _____________ (   ) 

 

2. 選手 _____________ (   ) 

 

3. 選択 _____________ (   ) 

a. player, athlete 

b. choose, select 

c. election 

C. Write the reading and choose its meaning. 
 じょ 

1. 補助金 ______________  (   ) 

 

2. 候補者 ______________  (   ) 

 

3. 気候 ______________  (   ) 

a. climate 

b. subsidy 

c. candidate 
 

政556,治557,党559,府558,策560,選561,挙562,当304,手59,択563,補565,助

632,金24,候564,者439,気83 
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D. Choose the appropriate Kanji word and read the sentences. 
 

a. 選挙 b. 政策 c. 政治家 d 立候補 

 

1. 山田さんの お父さんは  だ。 

    
 

2. 来月 国会議員の  が ある。 

    
 

3. 森さんは 市長選挙に  した。 

    
 

4. 政府の 経済  は 国民に 人気が ない。 

    

E. Choose the appropriate Kanji word and read the sentences. 
 

a. 気候 b. 選択 c. 天候 d 選手 

 

1. あの  は オリンピックで 金メダルを 取った。 

    
 

2. 日本の  は 温暖だ。 

    
 

3. この ４つの 色から 好きな 色を  してください。 

    
 

4. 山に 登る 時は  に 注意する。 

    

 
 

選561,挙562,政556,策560,治557,家79,立366,候564,補565,山61,田67,父426,来33,月20,国

163,会131,議454,員134,森70,市242,長158,府558,経311,済312,民451,人46,気83,択563,天

82,手59,金24,取259,日19,本51,温210,暖209,色401,好75,登549,時17,注491,意492 
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 政治府党策選挙択候補 

F. Read the sentences and choose the appropriate Kanji. 
 つた 

1. ニュースの リポーターが 事故の じょうきょうを 伝えている。 

状党 
状況 
状兄 

 

2. 私は 旅行会社で 安い ホテルを えらんだ。 

通んだ 
連んだ 
選んだ 

 

3. 薬を 飲んだけど かぜが なおらない。 

直らない 
治らない 
台らない 

G. Read the sentences. 
 きょう 

1. 日本の 若い人は 政治に 興味が ない。 

 

2. A党の 政治家が 選挙違反で 検挙された。 

 

3. 田中さんの お父さんは 選挙に 立候補して、当選した。 

 

4. 彼は 有名な サッカーの 選手だ。 

 

5. あの 選手は 100メートルで 世界記録を 出した。 

 

6. その 病気は 薬を 飲めば、すぐ 治ります。 

事137,故138,伝1040,状553,党559,況554,兄433,私76,旅416,行34,会131,社133,安102,通

145,連541,選561,薬393,飲117,直406,治557,台211,日19,本51,若438,人46,政556,興

1053,味178,家79,挙562,違413,反457,検535,田67,中37,父426,立366,候564,補565,当

304,彼440,有184,名239,手59,世164,界165,記546,録548,出48,病471,気83 
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Answer _________________________________________________ 
A-1 せいじ (d)｜A-2 せいとう (c)｜A-3 せいふ (b)｜A-4 せいさく (a) 

B-1 せんきょ (d)｜B-2 とうせん (c)｜B-3 せんしゅ (a)｜B-4 せんたく (b) 

C-1 ほじょきん (b)｜C-2 こうほしゃ (c)｜C-3 きこう (a) 

D-1 やまださんの おとうさんは 政治家（せいじか）だ。 

D-2 らいげつ こっかいぎいんの 選挙（せんきょ）が ある。 

D-3 もりさんは しちょうせんきょに 立候補（りっこうほ） した。 

D-4 せいふの けいざい政策（せいさく）は こくみんに にんきが ない。 

E-1 あの 選手（せんしゅ）は オリンピックで きんメダルを とった。 

E-2 にほんの 気候（きのう）は おんだんだ。 

E-3 この ４つの いろから すきな いろを 選択（せんたく） してください。 

E-4 やまに のぼる ときは 天候（てんこう）に ちゅうい する。 

F-1 ニュースの リポーターが じこの 状況を つたえている。 

F-2 わたしは りょこうがいしゃで やすい ホテルを 選んだ。 

F-3 くすりを のんだけど かぜが 治らない。 

G-1 にほんの わかい ひとは せいじに きょうみが ない。 

G-2 A とうの せいじかが せんきょいはんで けんきょ された。 

G-3 たなかさんの おとうさんは せんきょに りっこうほして、とうせんした。 

G-4 かれは ゆうめいな サッカーの せんしゅだ。 

G-5 あの せんしゅは 100 メートルで せかいきろくを だした。 

G-6 その びょうきは くすりを のめば、すぐ なおります。 

Vocabulary & Patterns ____________________________________ 
いはん（違反）sv. violation, be against (law, rules) 
いろ（色） color 
おんだん（温暖） warm, mild (climate) 
かぜ a cold, flu 
きょうみ（興味） interest 
きろく（記録）sv. a record 
ぎいん（議員） member of an assembly 
けいざい（経済） economy 
こくみん（国民） nation, people, citizen 
こっかい（国会） national assembly, Diet, Congress, 

Parliament 
しちょう（市長） mayor 
じょうきょう（状況） state of affairs, circumstances 
すきな（好きな） favorite 
すぐ soon, immediately, easily 
せかい（世界） world 
ちゅうい（注意）sv. be careful, attention, warning 
つたえる（伝える） to tell, report 

にんきが ある（人気がある） be popular 
のぼる（登る） to climb 
のめば（飲めば） ba form of nomu 
びょうき（病気） illness, sickness 
わかい（若い） young 
リポーター reporter 

 


