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Section 1

せつもん1

1 あなたは　何の　スポーツを　しますか。

 日本語で　8つ　書いてください。

   れい:								からて

1

2

3

4

5

6

7

8

[Total: 5]

れい:
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2	 	あなたの　町について　書いてください。

 •	 どこに　ありますか。

 •	 どんな　町　ですか。

 •	 かんこうの　人たちは　どうして　あなたの　町に　行ったほうが　いい　ですか。

 •	 	どの　きせつに　行ったほうが　いい　ですか。　それは　どうして　ですか。

げんこうようしに　日本語で　100じ～150じで　書いてください。

[Total: 15]

(105)

(150)
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つぎに　セクション	2	を　見てください。
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Section 2

せつもん2

3 下の (a) ～ (c) の　中から　一つ　えらんで　げんこうようしに　日本語で

 250じ～300じで　書いて	ください。

 (a) ホームページ

	 			 	あなたは　ホームページを　はじめました。

	 	 友だちに　その　ホームページについて　てがみを　書いてください。

  •  その　ホームページについて　せつめいしてください。

  • どうして　その　ホームページを　はじめましたか。

  • だれが　読んだり　見たりすると　思いますか。

  • その　ホームページを　はじめてから　何が　わかりましたか。

  • その　ホームページに　つぎは　何について　書くつもり　ですか。

 または

 (b) しごと

	 	 ホテルで　しごとを　しました。　その　けいけんについて　学校の　新聞に　

	 	 きじを　書いてください。

  •  いつ　ホテルの　しごとを　しましたか。

  • どんな　しごとを　しましたか。

  •  ホテルで　はたらくとき　何が　たいせつだと　思いますか。

  •  しょうらい　ホテルは　どう　かわると　思いますか。

  •  それは　どうして　ですか。

 または

 (c)  	「こうえんで　友だちの　犬の　さんぽを　していたとき　犬が　とつぜん　

	 	 とても　はやく　はしって行きました、、、」　

  話を　書いてください。

  •  犬が　いなくなったとき　どう　思いましたか。それは　どうして　ですか。

  • どうやって　犬を　さがしましたか。

  • 友だちに　何と　言いましたか。

[Total: 25]
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しつもん3の　こたえを　ここに　書いてください。

(150)

(240)

(300)
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