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LISTENING PASSAGE

Listen to this conversation between Sam, a student in New Zealand studying Japanese, and his 
Japanese classmate, Nanase, who is an international student from Japan. 

Refer to the conversation in your answer to Question One on page 3.

You will hear the passage three times:
• The first time, you will hear it as a whole.
• The second and third times, you will hear it in sections, with a pause after each.
• As you listen, you may make notes in the space provided.

LISTENING NOTES
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QUESTION ONE

Schools in both Japan and New Zealand have opportunities to learn outside the classroom. 
Explain the similarities and differences between these opportunities in the two countries. Which 
system do you prefer, and why? 

Support your own opinion by considering other views, as well as those in the passage. Develop a 
structured and well-considered argument.

日本の学校でもニュージーランドの学校でも教室外学習のチャンスがあります。 会話の
内容に触れながら、 ２つの国の類似点と相違点について説明し、 どちらの国の教室外
学習の方がいいか、 また、 なぜそう思うかについて、 日本語でエッセイを書いてください。

他の人の意見と会話で示された意見を踏まえて、 自分の意見をサポートし、 よく考
えた内容と構成のエッセイにしてください。

Respond in Japanese.

がくしゅう

ないよう ふ る い じ て ん そ う い て ん せつめい

がくしゅう

ほか い け ん しめ い け ん ふ じ ぶ ん い け ん かんが

ないよう こうせい
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READING TEXTS

Read the three articles from Education Weekly magazine, below and on pages 7 and 8. Refer to them in 
your answer to Question Two on page 9.

Article One is a promotion.

教育ウィークリー

せかいは教室になる
最近はインターネットで何でも 

見つけられます。 みなさんは、 今でも 
教室で先生といっしょにべんきょう 
しなければならないと思いますか。
教室の外に出て、 将来ひつようになる 
色 な々スキルをならった方がいいと思 
いませんか。

さいきん

しょうらい

みなさん、 ABC Global School という学校を知っていますか。 この学校の
生徒たちは色 な々国に行きます。 でも、 観光客ではありません。 生徒たちは、 
たとえば、 はじめにアジアの国に３ヶ月、 つぎに南アメリカの国に３ヶ月、 
１年で４つの国に住みます。 そして、 その国のせいじや社会、 れきし、 
でんとうなどをしらべるプロジェクトをしたり、 その国の人といっしょに
仕事をしたりします。 この学校では、 毎日の生活がべんきょうです。 こんな
べんきょうのし方だったら、 大切なスキルがたくさんならえるし、 色 な々国の
文化やさんぎょう、 気候についてもよくわかります。 だから、 この学校の生徒
はみんな、 国際試験でいいせいせきをとって、 せかいの有名な大学に入って 
います。

どうですか。 ふつうの学校より ABC Global School の方がおもしろいと 
思いませんか。 きっとべんきょうも楽しみながらできます。 みなさんも ABC 
Global School で私たちといっしょにべんきょうしませんか。

せ い と かんこうきゃく せ い と

せいかつ

たいせつ

き こう せ い と

こくさい し け ん ゆうめい
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Article Two is an opinion piece written by a teacher.

どうして学校に行った方がいいか
このごろはオンラインやホーム 

スクーリングのように、 色 な々 
べんきょうのオプションがある。 家に 
いてべんきょうできたら、 みんな、 
学校に行かなくてもいいと言うかも 
しれない。 それで、 どうして学校に 
行った方がいいか、 かんがえて 
みた。

まず、 いい生活パターンができる。 学校は月曜日から金曜日まであるので、 毎朝同じ
時間におきて、 毎日６時間ぐらい学校にいて、 午後４時ごろ家に帰ってくる。 いい生活
パターンは、 将来仕事をはじめた時、 とても大切になると思う。 でも、 家だけでべんきょう 
していたら、 朝おそくまでねていたり、 何もしない日があったりするだろう。

つぎに、 教室に行ったら、 先生がみんなの前にいる。 先生はその科目についてよく
知っているし、 生徒のことをかんがえて、 じゅぎょうをしている。 だから、 教室で先生から 
ならえることはたくさんある。 それから、 わからないことやこまったことがあったら、
しつもんできるし、 すぐ答えてもらえる。 先生が色 て々つだってくれるから、 べんきょうが 
しやすくなるはずだ。

学校に行くいみはほかにもあると思う。 でも、 私にはこれで十分だ。 ほかのオプション 
があっても、 私はできるだけ学校に行ってべんきょうした方がいいと言いたい。

せいかつ よう よう

かえ せいかつ

しょうらい し ご と たいせつ

か もく

せ い と

こた
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Article Three is a letter written by a student.

みなさんはオンラインのべんきょうをどう思いますか
私は毎晩アルバイトがあって、 いそがしいです。 つぎの朝、 はやく学校に

行かなければなりませんが、 つかれているので、 いつもおきるのが大変です。 学校に 
行かないで、 家でべんきょうできたら、 もっとねていられるし、 ラッシュアワーにまんいん 
のバスにのらなくてもいいし、 ストレスもたまらないと思います。

インターネットで読んだブログによると、 オンラインなら、 いつでもどこでもべんきょう 
できるから、 学校に行かなくてもいいそうです。 ひつようなのは、 インターネットの
アクセスだけです。 それから、 べんきょうできる科目も、 オンラインの方が学校より
多いそうだから、 ほんとうに好きな科目がえらべます。 私はオンラインのべんきょうは 
とてもべんりだと思うから、 やってみたいです。 でも、 もう学校で友だちに会えなくなるの 
は、 ちょっとさびしいです。

みなさんはどう思いますか。 みなさんのかんがえが聞きたいです。 オンラインで 
べんきょうしたことがある人がいたら、 私にへんじをください。

まいばん

たい へん

か もく

か もく
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QUESTION TWO

Learning can take place anywhere. Explore the advantages and disadvantages of the different 
ways of learning presented in the three reading texts. What do you think is the most effective way 
for you? Give reasons to support your answer.

Support your own opinion by considering other views, as well as those in the text. Develop a 
structured and well-considered argument.

学びは場所を選びません。 ３つの読み物が示している異なった学習法の長所と短所を
検討し、 何が自分にとって最も効果的な学び方か、 また、 なぜそう思うかについて、  
英語でエッセイを書いてください。

他の人の意見と読み物で示された意見を踏まえて、 自分の意見をサポートし、 よく考
えた内容と構成のエッセイにしてください。

Respond in English or te reo Māori.

まな えら しめ こと がくしゅうほう ちょうしょ たんしょ

けんとう じ ぶ ん もっと こ う か て き まな

ほか い け ん しめ い け ん ふ じ ぶ ん い け ん かんが

ないよう こうせい
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