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Examenul de bacalaureat naŃional 2013 
 

Proba C  
de evaluare a competenŃelor lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională  

studiată pe parcursul învăŃământului liceal  
 

 Proba scrisă 
Limba  japoneză 

 

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările 
 

Model 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 

 

 
ÎNłELEGEREA TEXTULUI CITIT 
 

SUBIECTUL I (40 de puncte) 
正しい正しい正しい正しい    ものにものにものにものに    0000,,,,    正しくない正しくない正しくない正しくない    ものにものにものにものに    XXXX    をををを    つけてくださいつけてくださいつけてくださいつけてください。  
 

コーヒーは今から２００年ぐらい前に、オランダ人が日本へ持ってきました。 め い じ 時代の  

初めまで  コーヒーを  飲む人は  少なかったですが、今日本人は  １年に  １人  

３００杯ぐらい コーヒーを  飲みます。 

ところで、コーヒーは  体に  わるいと  思っている人は  いませんか。実は  コーヒーは  

いろいろ  いい  働きが  あります。 

まず つかれたとき、ねむいけど、仕事や  勉強を  しなければならないとき、コーヒーを  

飲むと元気になります。頭の働きがよくなります。日本の大学で コーヒーの  働きについて  

調べたことがあります。トラックの運転手が 長い時間車を 運転してから、簡単な計算を  

しました。ねむかったですから、間違いがたくさんありました。コーヒーを飲んでから、もう一

度  計算を  しました。間違いは  少なくなりました。 

次にコーヒーを飲むと、リラックスすることができます。ですから私たちはきっさてんで  

友達と  話すとき、仕事が  終わって  少し休むとき、よく コーヒーを  飲みます。 

また熱いコーヒーを 飲むと、体が  温かくなります。コーヒー１杯は  ２分のジョギングと  

同じ  働きを します。 

皆さん、ちょっと  休んで、コーヒーでも  飲みませんか。 

計算  = calcul 

１． コーヒーはオランダ人が日本へ持ってきました。        （ ） 

２． 今日本人は１年に１人１００杯ぐらいコーヒーを飲みます。   （ ） 

３． めいじ時代の初め、日本人はよくコーヒーを飲みました。    （ ） 

４． 大学でトラックの運転手の計算の仕方について調べました。  （ ） 

５． つかれたとき、コーヒーは体にわるいです。          （ ） 

 



Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare 

 

Proba C – Limba japoneză  Model 
2 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                  (60 de puncte) 

次の次の次の次の    文を文を文を文を    読んで読んで読んで読んで    あとのあとのあとのあとの    しつもんにしつもんにしつもんにしつもんに    こたえなさい。こたえはこたえなさい。こたえはこたえなさい。こたえはこたえなさい。こたえは AAAA～～～～DDDD のののの    中から中から中から中から    

いちばんいいものをいちばんいいものをいちばんいいものをいちばんいいものを    一つ一つ一つ一つ    えらびなさい。えらびなさい。えらびなさい。えらびなさい。    

 

日本の 会 社 いんは だいたい いっしゅうかんに 五日か 六日 はたらく。大きい 

会社では 土曜日と 日曜日は 休みだ。小さい 会社では 土曜日は  休まない。土曜日は 

ひるまで はたらく 会社も ある。会社は たいてい 九時に はじまる。十二時から 

一時まで ひる休みだ。仕事は ふつう 五時に おわる。五時に おわらない ときは 

おそくまで 仕事を する。 

すずきさんは 四年まえに 大学を そつぎょうして、今 くすりの 会社で 

はたらいている。きゅうりょうは 一ヶ月に 二十万円ですが、七月と 十二月に ボーナスが 

ある。彼の 仕事は セールスだ。あちらこちらの びょういんや おいしゃさんの ところへ 

行く。会社は 五時に おわるが、彼の 仕事は 五時に おわらない。いつも おそく 家へ 

かえるので、たいへん つかれる。ときどき 大学の 友だちや 会社の 人たちと 仕事の 

あと おさけを 飲みに 行く。 

しかし すずきさんは とても いっしょうけんめい はたらく。けっこんしたら 

おくさんと 小さな きっさてんを ひらいたいと 言っている。 

 

１．日本の 会社いんは 日曜日も はたらきますか。 

A.大きい 会社は 休みます。   B.はたらきます。 

C.小さい 会社は はたらきます。 D.休みます。 

 

２．日本の 会社は 土曜日は 休みですか。 

A.ひるまで はたらきます。   B.会社によって ちがいます。 

C.休みません。         D.はい、休みです。 

 

３．日本の 会社に ひる休みが ありますか。 

A.もちろん あります。   B.ときどき あります。 

C.ありません。       D.会社によって ちがいます。 

 

４．仕事は いつも 五時に おわりますか。 

A.いつも 五時に おわりません。  B.おそくまで 仕事を します。 

C.おわらない ときも あります。  D.はい、いつも 五時に おわります。 
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５．すずきさんは いつから この 仕事を していますか。 

A.四年まえから。   B.五年まえから。 

C.九時から。     D.四月から。 

 

６．すずきさんは どんな しごとを していますか。 

A.くすりを つくっている。  B.きっさてんを ひらいている。 

C.セールス。         D.いしゃ。 

 

７．すずきさんは 仕事の あと すぐ うちへ かえりますか。 

A.五時に かえる。          B.いつも 早く かえる。 

C.いつも おさけを 飲みに 行く。  D.ときどき おさけを 飲みに 行く。 

 

８．すずきさんは けっこんしていますか。 

A.けっこんしたくない。    B.もう けっこんしている。 

C.もうすぐ けっこんする。  D.まえに けっこんした。 

 

９．けっこんしたら どうしますか。 

A.会社を やめたくない。   B.すぐ 会社を やめる。 

C.今の 仕事を つづける。  D.いつか 会社を やめる。 

 

１０．日本の 会社いんは よく はたらきますか。 

A.よく おさけを 飲む。   B.よく はたらくと おもう。 

C.とても つかれる。     D.あまり はたらかない。 

 

 

 
 
PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE 
 
SUBIECTUL I (40 de puncte) 
 
 

「私と 日本」について さくぶんを １００字で 書いてください。 

 

 
SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 
 

「びっくりした こと」について さくぶんを １５０字で 書いてください。 


