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     Kandidatnummer___________________ 

I．英語かノルウェー語にやくしなさい。(100) 

 

1）落語
ら く ご

は今から三百年以上前の江戸
え ど

時代に始まりました。この時代にたくさんの人の前で

おもしろい話をして、お金をもらう人がいました。 (25) 

                                                                                

                                                                                

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                 

                                                           

2）お姉さんといっしょにテニスをしたり、お兄さんとしょうぎをしたりしたことを今も思

い出します。 あまり好きじゃなかった日本のおふろやまんいん電車も今はなつかしいです。 

(25) 

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                    

3）来週から試験が始まる。橋本
はしもと

君は同じクラスの友だちにノートを貸してもらって図書館

で勉強するつもりだ。・・・橋本
はしもと

君は今、試験が終わってからサークルのみんなと旅行に行

くのを楽しみにしている。(25) 
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Kandidatnummer___________________                                                                                      

4) この詩は、読んだ人が雲
くも

を数えて名前をつけた時に完成
かんせい

します。・・・見に来た人は、

はしごの上で虫めがねを使って天井
てんじょう

にある絵を見るのです。(25) 

                                                                                       

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                         

                                                                                            

 

II．カタカナで書きなさい。(2 x 6)    

sneakers  violin  

menu  high heels  

popcorn  radio  

 

III. 次の漢字を書きなさい。 (2x8) 

ぎんこう  たいふう  

ぜったい  けいけん  

しつもん  むり  

けんきゅう  せかい  

 

IV． 次の表に書き入れなさい。(25) 

 

 potential passive volitional V たら Vば 

買う      

くる      

行く      

食べる      

する      
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          Kandidatnummer________________ 

 

V．助詞
じ ょ し

（partikkel）を入れなさい。（「は」を使ってはいけません。） (1 x 22) 

 1．たけしさんはぜんぜん女の人（1   ）もてません。 

 2．サークルに入っていろいろな人（2   ）知り合えました。 

 3．たけしさんはアメリカに帰ったメアリーさんのこと（3   ）心配しています。 

 4．けいさつ（4   ）電話があって、どろぼう（5   ）つかまったそうですよ。 

 5．日本のまんいん電車（6   ）びっくりしました。 

 6．私は来年オスロ大学 （7   ）卒業します。  

 7．ロバートさん（8   ）最近、彼女（9   ）できました。  

 8．たけしさんはメアリーさん（10   ）英語（11   ）話さないでほしいです。 

 9．電車（12   ）乗り遅れたので、授業（13   ）遅刻
ち こ く

しました。 

 10．スーさんはメアリーさん（14   ）うらやましいです。 

11．たけしさんはメアリーさんの代
か

わり（15   ）宿題をしてあげました。 

12．茶店の主人は高い皿を猫
ねこ

の皿（16   ）使いました。 

13．漢字を何度（17   ）練習
れんしゅう

しましたが、ぜんぜんおぼえられませんでした。 

14．日本語がぺらぺら（18   ）なる（19   ）日本語を勉強します。 

15．研一はなつこ（20   ）黒木さん（21   ）紹介
しょうかい

しました。 

16．両親が日本に来たら京都
きょうと

（22   ）案内します。 

 

 

VI．会話
か い わ

を作りなさい。(15) 

A: ___________________________________________________________________んです。 

B：_________________________________________________________________んですか。 

A：__________________________________________________________________________。 

B: __________________________________________________________ばよかったですね 
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       Kandidatnummer________________ 

 

VII．(a) 次の文を作って、(b) ノルウェー語か 英語に やくしなさい。(4 x 8) 

1(a)                   ないで                          _________________。 

1(b)                    

2(a)                             ながら、                   _______。 

2(b)                

3 (a)                         から、                   _____てあります。

3 (b)                    

4(a)                 間に、                _________________________。 

4(b)                

 

VIII. 次の文の動詞
ど う し

(verbs) を敬語
け い ご

に変
か

えなさい（Honorific, Humble and Extra-modest） 

(18). 

1. 先生がたくさん荷物
に も つ

を持っていたので、私が持ちました。 

2.「電車が来ますので、注意してください。」(駅で) 

3. 部長は村上春樹
むらかみはるき

の本が読みたいそうなので、私の本をあげました。 

4. 私は先生が書いた本を借りるつもりです。 

5. おてあらいは二階
に か い

です。 
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      Kandidatnummer_________________ 

IX．日本語にやくしなさい. (5 x 9) 

1．Although I studied a lot, I could not do well on the exam.  

 

2．It looked like Mary was very energetic/fine. 

 

3．Tom may have been mean-spirited when he was a child. 

 

4．When my younger sister got lost, a woman kindly took her to the station. 

 

5．If I were a teacher, I would make my students do more homework. 

 

6．I don’t know what kind of person lives in the next room. 

 

7. I was forced to wait for an hour by my friend at the department store. 

 

8. My father kindly lets me use his car. 

 

9. I make it a rule not to drink even if I go to parties. 

 

 

 

X． PASSIVE の文を作りなさい。(4x 2) 

  

1．喫茶店
きっさてん

でウエートレスが私の服をよごしました。 

 →                                                                                 

2 黒木さんはいつも私をばかにします。 

 →                                                                                 
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      Kandidatnummer__________________ 

XI．テーマを一つえらんで、作文を書きなさい。(50) 

＊下の 1と 2 からテーマをえらんで、1 ページ (400 字) 以上書きなさい。 

＊文の構成
こうせい

(disposisjon)を考えなさい (Innledning, Hoveddel, og Oppsummering/Konklusjon) 

＊元気２で習った文法
ぶんぽう

を 3 つ以上使いなさい。 

1：あなたに起
お

こった「悪いこと」か「大変なこと」か「悲しいこと」について書きなさい。 

2：スピーチコンテストのテーマ（スピーチコンテストに出た人だけです） 
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