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 Chapter 7 
 

0081 

元 
0082 

天 
0083 

気 
0084 

雨 
0085 

雪 
     

0086 

青 
0087 

晴 
0088 

明 
0089 

暗 
0090 

昨 
A. Choose the Kanji from the list above and its meaning from the right. 

 

1. あめ [   ] (   ) 

 

2. あお(い) [   ] (   ) 

 

3. はれ(る) [   ] (   ) 

 

4. ゆき [   ] (   ) 

 

5. くらい [   ] (   ) 

 

6. あかるい [   ] (   ) 

a. snow 

b. light, bright 

c. rain 

d. dark 

e. fine weather 

f. blue 

B. Write the reading and choose its meaning. 
 

1. 天気 _____________ (   ) 

 

2. 元気 _____________ (   ) 

 

3. 空気 _____________ (   ) 

 でん 

4. 電気 _____________ (   ) 

 

5. 人気 _____________ (   ) 

 せつ 

6. 説明 _____________ (   ) 

a. air 

b. popularity 

c. explanation 

d. weather 

e. healthy, cheerful 

f. electricity 
 

天82,気83,元81,空63,電141,人46,説505,明88 



http://www.coscom.co.jp/  27 

 081 - 090 

C. Read the sentences. 
 きのう ふ 

1. 昨日 山の 方は 雪が 降りました。 

 よ ほう あした 

2. 天気予報に よると、明日は 雨に なる そうです。 

 でん 

3. 暗くなったから、電気を つけましょう。 

 あした 

4. 空が 明るく なって きた。明日は 晴れるでしょう。 

 つか せつ 

5. 使い方が 分からないので、説明 して くれませんか。 

 みせ せい 

6. この 店は 女性に 人気が あります。 

D. Read the sentences and choose the appropriate Kanji. 
 

1. 昨日は いちにちじゅう 雨だったので、そとに 出ませんでした。 

一日十 
一日中 
一目中 

 内 
多 
外 

 

2. 明日 はれたら、友達と うみに 行く つもりです。 

青れた

晴れた

時れた

 毎 
海 
森 

 びょう 

3. 子供は せんしゅう 病気だったけど、げんきに なりました。 

先週 
今週 
来週 

 天気 
空気 
元気 

 

昨90,日19,山61,方45,雪85,降362,天82,気83,予353,報214,明88,雨84,暗89,電141,空63,晴87,

使187,分29,説505,店192,女72,性267,人46,出48,一1,十10,中37,目56,内50,多40,外49,友77,達

78,行34,青86,時17,毎65,海64,森70,子73,供74,病471,先31,週27,今32,来33,元81 
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 元天気雨雪青晴明暗昨 

E. Choose the appropriate Kanji. 
 
          

1.  日   日   日  

 ようび  きのう  あした  

昨 
明 
曜 

    

          

2.  れ      い  

 はれ  とき  くらい  

時 
晴 
暗 

    

          

3.  週   気   気  

 せんしゅう  げんき  てんき  

天 
元 
先 

F. Choose the appropriate word. 
 たいふう ふ 

1. 台風で _________が 降った。 

 しろ つめ 

2. _________は 白くて、冷たい。 

 

3. 明日の _________は 晴れ。 

 

4. 月は ______________。 

 よる 

5. 夜は ______________。 

 

6. この ゲームは ______________が ある。 

a. 雪 

b. 大雨 

c. 明るい 

d. 人気 

e. 天気 

f. 暗い 

 
 
 
 
 

昨90,明88,曜26,日19,時17,晴87,暗89,天82,元81,先31,週27,気83,台211,風212,降362,白

166,冷681,月20,夜114,店192,雪85,大36,雨84,人46 
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Answer _________________________________________________ 
A-1 雨 (c)｜A-2 青 (f)｜A-3 晴れ (e)｜A-4 雪 (a)｜A-5 暗い (d)｜A-6 明るい (b) 

B-1 てんき (d)｜B-2 げんき (e)｜B-3 くうき (a) 

B-4 でんき (f)｜B-5 にんき (b)｜B-6 せつめい (c) 

C-1 きのう やまの ほうは ゆきが ふりました。 

C-2 てんき よほうに よると、あしたは あめに なる そうです。 

C-3 くらく なったから、でんきを つけましょう。 

C-4 そらが あかるく なって きた。あしたは はれるでしょう。 

C-5 つかいかたが わからないので、せつめい して くれませんか。 

C-6 この みせは じょせいに にんきが あります。 

D-1 きのうは 一日中 あめだったので、外に でませんでした。 

D-2 あした 晴れたら、ともだちと 海に いく つもりです。 

D-3 こどもは 先週 びょうきだったけど、元気に なりました。 

E-1 曜日、昨日、明日 

E-2 晴れ、時、暗い 

E-3 先週、元気、天気 

F-1 大雨 (b)｜F-2 雪 (a)｜F-3 天気 (e)｜F-4 明るい (c)｜F-5 暗い (f)｜F-6 人気 (d) 

Vocabulary & Patterns ____________________________________ 
あかるい（明るい） light, bright 
あめ（雨） rain 
あお（青） blue (noun) 
あおい（青い） blue (adj.) 
びょうき（病気） illness, sickness 
でんき（電気） light, electricity 
でる（出る） to go out 
でしょう it should be, it must be 
ふる（降る） to rain (ame ga), snow (yuki ga) 
ゲーム game 
げんき（元気） healthy, cheerful 
はれ（晴れ） fine weather 
はれる（晴れる） to clear up 
ほう（方） direction 
いちにちじゅう（一日中） all day long, whole day 
から therefore, so, because 
かた（方） [stem + ] how to do 
くらい（暗い） dark 
くれませんか？ [te form + ] would you please do? 
くる [te form + ] start of an action or state 
くうき（空気） air 
なる to become 

にんき（人気） popularity, be popular 
ので therefore, so, because 
せつめい（説明)sv. explanation 
しろい（白い） white 
しろくて（白くて） ku form of shiroi 
そうです [plain form + ] I heard, they said 
そら（空） sky 
たいふう（台風） typhoon 
てんき（天気） weather 
てんきよほう（天気予報） weather forecast 
つかいかた（使い方） how to use 
つける to turn on, switch on 
つめたい（冷たい） cold (object) 
つもり (I) plan to do 
つき（月） moon / month 
よる（夜） night, evening 
よると（に よると） according to 
ゆき（雪） snow 

 


