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次のトピックから一つ選んで、600〜800字の文
ぶんしょう

章を日本語で書きなさい。もんだいをよく読んで、

しつもんにしっかり答えなさい。

人間関係

1   「友達に会って話をするより、ソーシャルメディアを使うほうが便利だ。」 

あなたはこの意見をどう思いますか。理由をあげてくわしく説明してください。

法
ほう

と秩
ちつじょ

序

2   「プライバシーより安全のほうが大切なので、国にとって個
こじんじょうほう

人情報は必要だ。」 

あなたはこの意見をどう思いますか。理由をあげてくわしく説明してください。

仕事と余
よ か

暇

3   週休三日制
せい

（一週間に四日働いて三日休むシステム）の会社があります。　 

あなたはこのシステムをどう思いますか。理由をあげてくわしく説明してください。

戦
せんそう

争と平
へ い わ

和

4   「21世紀に戦争は必要ない。」あなたはこの意見をどう思いますか。　 

理由をあげてくわしく説明してください。

公
こうがい

害

5   「日本人の『新しい物好き文化』を変えなければ、ごみはへらない。」　 

あなたはこの意見をどう思いますか。理由をあげてくわしく説明してください。
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                  らん                   もんだい

この欄に選んだ問題の番号を書きなさい。： ............................................ [3]
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