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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST 

 
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in. 

Write in dark blue or black pen. 

Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid. 

DO NOT WRITE IN ANY BARCODES. 
 

Answer all questions in Japanese 

Dictionaries are not permitted. 

You should keep to any word limit given in the questions. 

 

At the end of the examination, fasten all your work securely together. 

The number of marks is given in brackets [  ] at the end of each question or part question. 
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For 

Examiner's 

Use 

PASSAGE ONE 

 

赤西くんは、十七才で、おきなわの小さい島におじいさん、おばあさん、お父さん、お母さん、

おとうと二人、いもうと一人と住んでいます｡お父さんの仕事はぎょぎょうで、きゅうりょうは

あまりよくなく、少し(a)びんぼうですが、家ぞくはみんなお金の事をあまりかんがえ(i)ないで、

明る(ii)くて、やさしくて、にぎやかなので、赤西くんは自分の家ぞくが大好きです｡ 

 

おじいさんは、きょ年(b)たいしょくして家で好きなことをしながら、時々お父さんの仕事を手

つだっています｡自ぜんが大好きで、赤西くんが小さい時、山や海や川へよくつれて行ってくれ

ました｡とくに、つりが上手なので、赤西くんは魚の名前をたくさん教えてもらいました｡ 

 

おばあさんは、本を読むのがとくいで、日本や外国の本をたくさん読んでくれたので、今では

赤西くんのしゅみの一つは読書になっています｡ 

 

お父さんはとてもきびしくて、赤西くんがわるい事を(iii)すると、すぐおこって、どんな天気の日

でも赤西くんを外に出し(iv)てしまうので、(c)こわい時があります｡でも、子どもが大好きで、赤

西くんだけではなく、赤西くんの友だちともよくあそんでくれます。 

 

お母さんは、いつも(d)わらっていて、だれにでも親切で、いっしょにいると本とうに楽しいで

す｡りょうりがとても上手で、家ぞくのたん生日やクリスマスやお(e)正月やおまつりの(v)ため

に、いつもおいしいごはんを作ってくれます｡ 

 

おとうともいもうともかわいくて、勉強したりあそんだりしています｡ 

 

赤西くんは、来年高校をそつぎょうして、九州の電気会社ではたらくつもりですけれども、い

つまでも家ぞくを大切にしたいと思っています｡ 
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For 

Examiner's 

Use もんだい 1 

(a)～(e)のことばはどういういみですか。最も近いと思うものに○をつけなさい。 

(a) びんぼう 

1  お金がたくさんある 

2  お金がない 

3  お金がきらい [1]

(b) たいしょく 

1  仕事をさがしていた 

2  仕事を見つけることができなかった 

3  仕事をやめた [1]

(c) こわい 

1  ぜんぜんやさしくない 

2  元気になる 

3  ストレスがたまる [1]

(d) わらう 

1  かなしい時にすること 

2  楽しい時にすること 

3  つらい時にすること [1]

(e) 正月 

1  一年の一ヶ月、いい事をする月 

2  ひるに見える月 

3  新しい年をよろこぶ月 [1]

 [Total: 5]
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Examiner's 

Use もんだい 2 

文中の(i)～(v)のひょうげんをつかって、文を作りなさい｡テキストと同じ文を書いてはいけませ

ん｡ 

 

Example ている : わたしは、今、本を読んでいます｡ 

 

 

(i) ないで(3行目)  

 [1] 

 

(ii) くて(4行目)  

 [1] 

 

(iii) と(10行目)  

 [1] 

 

(iv) てしまう(11行目)  

 [1] 

 

(v) ために(14行目)  

 [1]

 

 [Total: 5]
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For 

Examiner's 

Use 
もんだい 3 

下のしつもんに日本語で答えなさい｡テキストの文とぜんぶ同じ文で答えてはいけません｡自分

の文で書いてください｡ 
 

(a) 赤西くんのきょうだいはぜんぶで何人ですか｡ 

 [1] 
 

(b) 赤西くんのお父さんは、仕事として何をしていますか。 

 [1] 
 

(c) どうして、赤西くんの家ぞくはあまりお金がありませんか。 

 [1] 
 

(d) 赤西くんは、自分の家ぞくをどう思いますか。どうしてですか。 

 

 [2] 
 

(e) 赤西くんのおじいさんは、何についてよく知っていますか｡ 

 [1] 
 

(f) 赤西くんのしゅみは何で、それはどうしてですか。 

 (i)  [1] 

(ii)  [1] 

 

(g) 赤西くんのお父さんについて、三つ書いてください。 

 

 [3] 

 

(h) どうして、赤西くんのお母さんは、人気がありますか。三つ書いてください。 

 

 [3]

 

(i) 赤西くんは、これから家ぞくとのかんけいをどうしたいですか。 

 [1] 

 [Content: 15, Language: 5] 

 [Total: 20] 
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PASSAGE TWO 

 

白鳥さんは中学三年生の十五才で、おにいさんは高校三年生の十八才です｡白鳥さんは、家ぞく

みんなでいっしょの思い出がありません。白鳥さんのお母さんとお父さんは、白鳥さんが七才

の時にわかれました｡おにいさんは、お父さんが家を出て行った後、毎日かなしんだので、お母

さんはとてもしんぱいしました｡白鳥さんは小さくてよくわかりませんでしたが、お父さんはコ

ンピュータの仕事でいつもいそがしくて、あまり家にいませんでしたから、おにいさんほどか

なしくありませんでした。 

 

お母さんは、それからずっとフルタイムではたらかなければなりませんでした。でも、白鳥さん

のお母さんは仕事をはじめてから、とてもあかるく元気になりました。けっこんしてからお父さ

んとわかれるまで、ずっとしゅふだったのですが、今は仕事を通していろいろな人に会って、と

ても楽しそうです。会社でとても大切な仕事をしているので、大へんですが、がんばってずっと

つづけたいと言っています。白鳥さんは、そんなお母さんがとても好きで、友だちによく話しま

す。 

 

白鳥さんは時々お父さんに会いたくなりますが、お父さんは今カナダに住んでいるので、かんた

んに会うことができません。それに、お父さんはけっこんして、小さい子どもが二人いるので、

会いたいときに会うのがむずかしいです。でも、きょ年、お父さんが日本に来て会った時、お父

さんはやさしくて、おもしろくて、いろいろなことを知っていて、お父さんはこんな人だったん

だとおどろきました。今ど、お父さんの新しい家ぞくに会ってみたいと思っています。 
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Examiner's 

Use もんだい 4 

下の文に日本語で答えなさい｡テキストの文をそのまま書かず､自分のことばを使って書きない｡ 
 

(a) どうして、白鳥さんには家ぞくみんなでいっしょの思い出がないのですか｡ 

 [1] 
 

(b) 白鳥さんのお母さんは、どんなことをしんぱいしましたか。 

 [1] 
 

(c)  (i) りょう親がわかれた後、白鳥さんはどうでしたか。  

  [1] 

 (ii) どうしてかを二つ書きなさい。  

  

 [2] 
 

(d) テキストを読んで考えてください。どうして、白鳥さんのお母さんははた 

 らかなければならなかったのですか。 

 [1] 
 

(e) 白鳥さんのお母さんは、お父さんとわかれてから、どんな人にかわりましたか。 

 [1] 
 

(f) 白鳥さんのお母さんの仕事について、二つ書きなさい。 

  (i)  [1] 

 (ii)  [1] 
 

(g) どうして、白鳥さんは友だちにお母さんのことをたくさん話しますか。 

 [1] 
 

(h) (i) 白鳥さんにとって、今、何がむずかしいですか。 

  [1] 

(ii) それはどうしてですか。 

  [2] 
 

(i) テキストに「こんな人」(16行目)とありますが、どんな人のことですか。 

 [2] 

 [Content: 15, Language: 5] 

 [Total: 20]
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Use もんだい 5  

(a) 赤西くんの家ぞくと白鳥さんの家族をくらべて、かんたんに書きなさい。 

(b) あなたにとって家ぞくは、どんないみがありますか。 

 

日本語で150字ぐらいで書きなさい｡ 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 [Content: 10(a) + 5(b), Language: 5] 

 [Total: 20] 
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