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次のトピックから一つ選んで、600〜800字の文をげんこう用紙に日本語で書きなさい。あなたが選

んだトピックのしつもんに答えながら、書きなさい。

家族

1   両親と十代の子どもの関係は、時代とともに変わってきていると言われています。あなたの

意見を書いてください。

都会といなかの生活

2   都会の小さい家に住むより、いなかの大きい家に住むほうがいいという意見にさんせいです

か。それはどうしてですか。

 り ん  り      しゅうきょう

倫理と 宗 教

3   「お金で手に入らないものはない」という意見について、あなたはどう思いますか。

               かん

旅行と観光  

4   外国人観
かん

光客がふえると、その国にとっていい点が多いと言われますが、その意見にさ　

  んせいですか。どうしてそう思いますか。

伝
でんとう

統文化

5   日本ではアニメのえいきょうで、若い人も伝
でんとう

統文化にきょうみを持ち始めました。伝
でんとう

統文化を

まもることは大切だと思いますか。
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                  らん                   もんだい

この欄に選んだ問題の番号を書きなさい。： ............................................ [3]
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