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I ノルウェー語か英語に翻訳しなさい。(115) 

 

1. それは日本人が「カワイイ」という形容詞を日常会話の中で実に頻繁に使うこと

と、日本社会や現代文化において「カワイイ」がもつ価値の関係を考えてみればわ

かる。(20) 

2. 主婦でもありキャリアウーマンでもある人の超人ぶりを見るたびに、その力で企

業と男とたたかってくれたらと思います。(15) 

3. 実際に起業した人へのアンケートでは、起業の目的を「家事や子育て、介護をし

ながら柔軟な働き方をするため」とした女性が 34％にのぼり、男性の 2 倍の割合だ

った。 (20) 

4. 家庭教師は国籍上はアメリカ人でも英語はほとんどできなかったが、それがかえ

って日本語を習う上ではよかったようだ。(15) 

5. 「ずいぶん待ちましたか？」「えー、そりゃあもう。朝の 7 時に来て、やっと今

ですから」(10) 

6. 「少し口喧しかったかな」と今になって時々思うこともあるが、陰でこそこそと

悪口を言うよりは、あれで良かったのだと思う。(15) 

7. メール星は、地球と同じような型の文明を持っているにもかかわらず、武器とか

軍備とかいったぶっそうなものをまったく持たない、平和にみちた小さな星らしか

った。(20) 

 

II 正しい助詞を選びなさい。(1 X 10) 

1. 日本ではノルウェーの大学で習わなかった語句をよく耳 (    に ) した。 

2. 長年 ( に    ) わたり日本は外国の文化を吸収してきた。 

3. アメリカ人 (   から  ) みて日本の文化は Cool らしい。 

4. 晩産化の影響(   で  ) 子どものいない女性の労働力率があがった。 

5. 兼業主婦でも外で男 (    に ) まけない仕事をしている人もいます。 

6. たけしさんは洋服 (    に   ) まったく無頓着です。 



7. 辞書で単語を調べないで文脈(   から  ) 判断しましょう。 

8. 修身の読本の道徳観は私のそれ(   と  ) 大いに矛盾している。 

9. おなかの痛みは食事 (   に・と  ) 関係があるようだ。 

10. 問診とは言葉 (   で  ) 病状を聞くことだ。 

 

III 正しい副詞を選びなさい。副詞は一度しか使えません。(2x6) 

1.メアリーさんはあんなにたくさんたべるのに (     それでいて                                ) ぜ

んぜん太りません。 

2.  (        必死に                       ) 勉強したのに、試験に受かりませんでした。 

3. 日本に留学して日本の食べ物に(          徐々に                       ) なれました。 

4.今度のテストに (      なんとか                               ) 受からないと、日本に留学できない。 

5. メアリーさんはダイエットをしすぎて、(      とうとう                          ) 病気になってし

まいました。 

6. 明日までのレポートが(         なかなか                             ) 書けなくて困っています。 

 

 ( 徐々に、必死に、それでいて、なかなか、とうとう、なんとか ) 

 

IV A. 次の表現を使って文を作りなさい。B. それをノルウェー語か英語に訳しなさい。
(5 x 4) 

1A. ・・・V としたら・・・。 

1B. 1A を訳しなさい。 

2A. ・・・から、・・・に違いない。 

2B. 2A を訳しなさい。 

 

V 次の文をノルウェー語か英語に訳しなさい。(8 x 4) 



1. スーさんは日本に住んでいながら、一度も温泉に入ったことがない。 

Although Sue lives in Japan, she has never taken Onsen. 

2. このレストランは高いだけあって、さすがに料理がおいしい。 

This restaurant is expensive,(but) as expected the food/dishes are good. 

3. 3. 頭が痛い時は休むに越したことはないですが、薬をのんだら楽になるかも

しれませんよ。 

Nothing is better than taking a rest when you have a headache, but you might feel 

better if you take medicine. 

4. 学生たちはろくに勉強しないのに、文句ばかり言う。 

Even though the students do not study enough, they only complain. 

 

VI カッコの中の表現を使って日本語に訳しなさい。(8 x 4) 

1. Yesterday I studied Japanese, or rather, I just practiced kanjis. 

     昨日日本語をべんきょうした。っていうか、漢字を練習しただけだ（けど）。 

2. Gender equality is not just a problem for women. (・・・単に・・・ない） 

男女平等は単に女性だけの問題ではない。 

3. 3. He was absent from the class for the (ostensible) reason that his grandfather died, 

but actually he went to a concert that day.(・・・という理由で） 

彼はおじいさんが死んだという理由でクラスを休んだが、本当はその日コン

サートに行った・行っていた。 

4. You'd better go home before it starts raining. (・・・うちに・・・） 

雨がふらないうちに家に帰ったほうがいいですよ。 

 

VI どちらかを一つ選んで書きなさい。10 文以上書くこと。構成 (innledning, hoveddel, 

konklusjon)を考えて書きなさい。中級の文法を 4 つ以上使いなさい。(35) 

 



1. 日本に留学して生活習慣の相違上、困ったこと・おどろいたこと・変だと思った

こと ・面白かったこと(その他なんでも）について書きなさい。 

2．日本のどんなところがあなたにとってクールですか。それについて書きなさい。 

 

Retningslinjer for vurdering av stiloppgave 

Innholdet samsvarer med temaet (eller overskriften)  

Teksten/stilen/besvarelsen er i minst ti setninger  

Minst fire grammatiske punkter på dette semesterets pensum har blitt brukt. 

Stilen har blitt organisert i innledning, hoveddel og konklusjon. 

 

 

 


