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You must answer on the question paper.

No additional materials are needed.

INSTRUCTIONS
 ● Answer one question in Japanese.
 ● Use a black or dark blue pen. Do not use an erasable pen or correction fluid.
 ● Write your name, centre number and candidate number in the boxes at the top of the page.
 ● Write your answer in the space provided.
 ● Do not write on any bar codes.
 ● Dictionaries are not allowed.

INFORMATION
 ● The total mark for this paper is 40.
 ● Your essay will be marked out of 40 with 16 marks for content and 24 marks for quality of language.

指示

 ● 問題を1つ選んで、日本語で答えなさい。

 ● 黒または、こい青のペンを使うこと。消すことができるペンや、修正液は使わないこと。

 ● このページの上のほうにある空欄に氏名、センター番号、受験者番号を書きなさい。

 ● 解答は、与えられた解答欄に書きなさい。

 ● バーコードには何も書かないこと。

 ● 辞書を使ってはいけません。

情報

 ● この試験の合計点数は40点です。

 ● 作文は40点満点です。内容に16点、言語の質に24点あります。
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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。問
もんだい

題をよく読んで、しつ

もんにしっかり答えなさい。

世代の違
ちが

い

1   「友だちと海外旅行に行きたいのに、大学生になるまでだめだ、と両親はいいます。」 

（まゆみ、16才） 

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。

心と体の健
けんこう

康

2   「よくスポーツをすると、体も心も健
けんこう

康になるので、高校生の部活は大切だ。」 

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。

教育

3   「留
りゅうがく

学すると、考えが広がるので、高校生は全員留
りゅうがく

学を体験するべきだ。」 

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。

技
ぎじゅつ

術の進
しん

歩
ぽ

4   「今の若者は携
けいたい

帯電話にたよりすぎて、物事をしっかりおぼえないので、将
しょうらい

来が心
しんぱい

配だ。」 

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。 

環
かんきょう

境保
ほ ご

護

5   「町の開発は大切だが、歴史のある建
たてもの

物をのこすことはもっと大切だ。」 

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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