
Skriftlig eksamen i Jap2010 Japansk C Høsten 2019 Sensorveiledning 

1. 次のたん語を漢字を使って書いてください。(10) 

1．activity  活動 

2．to collect 集める 

3．air 空気 

4．world  世界 

5．underground 地下 

6．(something) begins 始まる 

 

2 . 次のたん語の意味をノルウェー語か英語で書いてください。(6) 

1．通る  to pass, to go through 

2．文字 character 

3．分野 field, realm 

4．考える to think, to consider 

5．働く to work 

6．切る to cut 

 

3．次のたん語をカタカナで書いてください。(11) 

1．spoon スプーン 

2．jacket ジャケット 

3．winter scarf マフラー 

4．sweat shirt トレーナー 

5．robot ロボット 

 

4．次のたん語の Potential formを書いてください。(5) 

1．開ける → 開けられる 

2．乗る → 乗れる 

3．歩く → 歩ける  

4．持って来る → 持って来られる 

5．運転する → 運転できる 

 

  



5．次のたん語の Volitional formを書いてください。(5) 

1．見せる → 見せよう 

2．入る → 入ろう 

3．わらう → わらおう 

4．発表する → 発表しよう 

5．連れて来る → 連れて来よう 

 

6．次のたん語のはんたい語 (antonym) を書いてください。(12) 

1．せまい ⇔ 広い 

2．わらう ⇔ なく 

3．からい ⇔ あまい 

4．きたない ⇔ きれい（な） 

5．着る ⇔ ぬぐ 

6．借りる ⇔ 貸
か

す／かえす 

 

7．ただしい助詞（riktig partikkel）を一つえらんでください。(15) 

1．はじめまして。田中（と）もうします。 

2．かばん（から）本を出してください。 

3．日本文学（に）興 味
きょうみ

がありますか。 

4．まどから何（が）見えますか。 

5．ケンさんはお金（を）ほしがっています。 

6．きのう、オスロ（で）火事
か じ

がありました。 

7．あしたはつごう（が）悪いです。 

8．私は来年オスロ大学（を） 卒 業
そつぎょう

します。 

9．とも子さんはきのう（と）同じ服
ふく

を着ています。 

10．9時に駅
えき

（に）着きました。 

11．ノルウェー人はたいてい 67歳（で）仕事をやめます。 

12．今日の晩
ばん

ご飯は何（に）しますか。 

13．毎日 残 業
ざんぎょう

（で）疲
つか

れています。  

14．鳥が空（を）飛
と

んでいます。 

15．日本で何（に）びっくりしましたか。 

 



8．A．   のたん語か文を入れて、日本語の文を書いてください。 

   B．それをノルウェー語か英語にやくしてください。(36) 

1A．    すぎて、    んです。 

1B.  Oversettelse/translation 

 

2A．    なら、    かもしれません。 

2B.  Oversettelse/translation 

 

3A．    し、    し、  verb ほうがいいです。 

3B.  Oversettelse/translation 

 

4A．   verb  前に、    verb おきます。 

4B.  Oversettelse/translation 

 

9．次の文をノルウェー語か英語にやくしてください。(60) 

Den oversatte teksten skal i størst mulig grad samsvare med hensyn til innholdet. 

Det skal trekkes poeng for feil og mangler. (-0.5 ~ -3 poeng pr. feil)  

 

1．七 夕
たなばた

の日に私たちはいろいろな色の紙に願
ねが

いを書きます。七 夕
たなばた

の日の願
ねが

いはかなうと人々

は言います。あなたが書きたい願
ねが

いは何ですか。 

 

2．みんながニヤニヤして何も言わなかったので、私は少し不安
ふあん

になりました。でも、おいしそう

だったので、食べてみました。 

 

3． 実
じつ

は私は飛行機
ひこうき

に乗るのが大きらいです。この間、急に 出 張
しゅっちょう

で北海道に行かなければい

けなかった時、飛行機
ひこうき

に乗りましたが、気分が悪くなってたいへんでした。 

 

4．嵯峨野
さ が の

には竹
たけ

がたくさんあり、竹
たけ

で作ったおみやげがあります。嵯峨野
さ が の

から走っているトロ

ッコ列 車
れっしゃ

の窓
まど

から見える景色
けしき

はとてもきれいです。 

 

5．どうしてドラえもんは人気があるのでしょうか。それはドラえもんが夢
ゆめ

をたくさんくれるか

らです。それに、ドラえもんはいつも弱
よわ

い子供たちの味方です。 

 

6．ある日、一人の髪
かみ

が長い男がヨーコの展 覧 会
てんらんかい

に来ました。男ははしごにのぼり、虫
むし

めがね

を使って 天 井
てんじょう

にある絵
え

を見ました。 

 



10．Analyze the following Japanese sentence syntactically. (SUBJEKT, TOPIKK, 

FINITT VERBAL, INFINITT VERBAL, PREDIKATIV, ADVERBIAL, DIREKT 

OBJEKT, INDIREKT OBJEKT) (12) 

 人々は／七 夕
たなばた

の日の願
ねが

いはかなうと／言います。                

  SUBJ ／          D.O      ／   FV 

 

 北海道に行かなければいけなかった時に／ 飛行機
ひこうき

に／乗りました。 

         ADV        ／    ADV    ／         FV 

 

 

11．次の文を日本語にやくしてください。(80) 

1. It looks like Chiaki has considerably/very gotten used to life in Norway. 

 ちあきさんはずいぶんノルウェーの生活になれたみたいです。 

 

2. Because my mother cleans my room (for me), I don’t have to do it myself. 

母が私の部屋を掃除
そうじ

してくれるので、私は自分でしなくてもいいです。 

 

3. I’ve heard that students who are taking Japanese language have to study as many as five hours a day. 

 日本語を取
と

っている学生は一日に 5時間も勉強しなきゃいけないそうです。 

 

4. Prof. Yamashita, could you please correct my essay/composition by tomorrow? 

 山下先生、私の作文を明日までになおしていただけませんか。 

 

5. When your Japanese friend comes to Oslo, where do you want to take (him/her) to? (as a favor) 

 日本人の友だちがオスロに来た時／来たら、どこに連れて行ってあげたいですか。 

 

6. Takeshi thinks he will marry with Mary as soon as possible, if he can get a full-time job at an American 

company. (Use volitional form) 

 たけしさんはアメリカの会社に 就 職
しゅうしょく

できたら、できるだけ早くメアリーさんと結婚しよう 

 と思っています。 

 

7.  The man who is standing over there is the person who is dating with Miyuki. 

 あそこに立っている男の人は、みゆきさんとつきあっている人です。 

 

8．Why don’t you attend class after you read the new grammar? 

 新しい文 法
ぶんぽう

を読んでから、 授 業
じゅぎょう

に出たらどうですか。 



12．テーマを一つ選んで、日本語で作文を書いてください。(60) 

Tema 1: あなたが好きな所をしょうかいしましょう。 

Tema 2: あなたが知っている人について書きましょう。 

Write at least 15 sentences. 

Use at least 4 different types of Japanese grammar you learned this semester. 

Be aware of structure. (Introduction, Main body, and Conclusion) 

 

 

Poenget trekkes ved:  

Å ikke skrive om gitt tema. (opp til -18 poeng)  

Å ikke skrive minst 15 setninger (-3 poeng pr. setning) 

Å ikke bruke fire forskjellige grammatikk som ble lært dette semesteret på riktig måte. (-4 poeng pr. 

grammatikk)  

Strukturen er ikke riktig organisert. (opp til -15 poeng) 

Å bruke feil grammatikk og ordforråd (-0.5 ~ -2 poeng pr. feil)  

Å kopiere tekst fra andre (opp til -60 poeng) 


