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FIRST TEXT: かんきょう The environment
Anna is an international student from New Zealand, studying at university in Japan. Read this report she
sent to her Japanese language class in New Zealand. Use it to answer Question One.

ニュージーランドに住んでいる母は、週に一かいぐらいしか食べ物を買いに
行かないので、たくさん買います。時々、買いすぎて、ぜんぶ食べおわる前に
わるくなって、すててしまいます。

日本のホストマザーは、ほとんどまい日、食べ物を買いに行きます。その日に食べる
物だけを買って、あまり食べ物をすてません。
「日本の方がいいな」と思いました。でも、しらべたら、日本もニュージーランド
のように、スーパーが ‘BEST BEFORE’ の日までに売れなかった食べ物をすてて
います。‘BEST BEFORE’ は「その日までおいしい」といういみで、その後でも
食べられますが、すててしまうのです。
大せつなしげんのつかい方についてかんがえていた時に、ニュージーランドで日本
の食べ物を売っている店のことを思い出しました。その店では、‘BEST BEFORE’の
日の少し後にインスタントラーメンやおかしなどを安く売ります。いいかんがえだ
と思います。せかいのごみが少なくなりますから。
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SECOND TEXT: フェイスブック Facebook
Read Anna’s Facebook post about her adventure to get to Soya Misaki in Japan. Use it to answer
Question Two.
Glossed vocabulary
インターネット
		internet

アナ
2018年 10月1日 1時間前
げんきですか。
そう やみさき

私は、キャンプをしながら、じてんしゃで、日本の一ばん北にある宗谷岬に行くけいかくを
たてました。そして、夏休みに、行ってきました。
ほんしゅう

あおもり

まず、本州の青森に行きました。とちゅうで、このきせつにはめずらしい台風のような雨に
なりました。キャンプができないので、とまれる所をさがさなければなりませんでした。でも、
見つけられませんでした。どうしたらいいか分からなくて、ニュージーランドにいる母に
電話しました。母は、むかし、日本語の先生だったので、私より日本語が上手です。母が
インターネットでしらべて、ホテルをよやくしてくれました。うけつけの人がしんせつ
だったし、魚りょうりがおいしかったし、おんせんもある、すてきな所で、いい思い出に
なりました。
あおもり

ほっかいどう

その後は、ずっといい天気でした。青森のみなとから、フェリーで北海道に入りました。
そう やみさき

宗谷岬にとうちゃくして、しゃしんをとった時には、とてもうれしかったです。

では、また。
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THIRD TEXT: しょうらいのしごと Work in the future
Anna read this article about work in Japan in 2040, and the profiles of three people. Use the article and
the profiles to answer Question Three.
Glossed vocabulary
しんかんせん 		
bullet train

2040年の日本

しんかんせんよりはやい電車で、楽にとおい所まで行けます。だから、いなかに
住んでいても、大きい町の会社ではたらけます。また、今よりもっとたくさんの事が
オンラインでできるので、あまりじむしょに行かなくてもいいです。だから、
ラッシュアワーがなくなるし、都市の大きいじむしょは、ひつようないので、
はくぶつかんや、びじゅつかんになります。かんたんなしごとは、ロボットがします。

プロフィール

やまだ

いちろう

山田 一郎 （19才 男）
大学生。
しゅみはサーフィン。
しょうらい、やちんが
安くて、海の近くのいなかに
住みながら、都市で
はたらくことができたら
いいと思っている。

さとう

けいこ

佐藤 恵子 （32才 女）
オンラインをつかう
しごとをしている。
会社に行く時、電車が
こむので、ストレスが
たまる。れきしや
びじゅつが好き。

おおかわ

けんた

大川 健太 （25才 男）
工場で、あまり
むずかしくないしごとを
している。
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FOURTH TEXT: 今とむかし Now and in the past
Read this chat between Anna and her Japanese friend Masako. Use it to answer Question Four.
Glossed vocabulary

パフォーマンス
performance
イベント
			event		

しょどう

書道 			 formal word for calligraphy

こんばんは。
今日、しゅうじクラブに入ったの。
アナ

先生が、れきしをせつめいしてくれた。
538年にぶっきょうが中国から日本に入った後、ぶっきょうの本を書くために、
たくさんの人がしゅうじをはじめたのね。
しゅうじとしゅう教のかんけいは知らなかったわ。今は、しんとうの人も、
キリスト教の人も、みんな小学校でしゅうじをならうはずよ。

まさこ

ところで、きょうみがあったら、来月、高校生のしゅうじのパフォーマンスを
見に行かない？
何、それ？

アナ
下のしゃしんのように、チームでうたを聞きながら、大きい紙に、そのうたの
ことばを書くの。
まさこ
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とても大きいイベントよ。
さいしょは、高校生の女の子たちが、地方のおまつりの小さいイベントで、
しょどう

まさこ

パフォーマンスをしていたそうよ。そのイベントのことが
「書道 ガールズ」
と
いうえいがになってから、しゅうじのパフォーマンスがだんだん人気になったの。

しゅうじは、すわって書くものだと思っていた。新しいやり方なのね。
アナ
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