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Form No. _____________ 

Department of East Asian Studies  

University of Delhi  

   

Entrance Test  

One Year Post Graduate Intensive Advanced Diploma in Japanese Language  

   JF 2 

                                                                     July 9, 2015  
   

Time: 2 hrs.                            Answer all questions                   Maximum marks: 100     

 

問題Ⅰ 次の文を読んで、あとの質問に答えなさい。  

 

 わたしは去年、パンやでアルバイトをしました。はじめて ① アルバイトでしたから、いろ

いろけいけんすることができて、おもしろかったです。アルバイトは朝９時から夕方までするこ

ともあったし、午後２時から８時まですることもありました。 

 

わたしの仕事はパンをならべたりうったりすることでしたが、ときどき、レストランへパンを

持っていくこともありました。午前中、店はすいていますが、昼ごろと夕方はお客さん ② い

っぱいになります。お客さんが多いときは、お金をまちがえないようにいっしょうけんめいしま

した。まちがっても、店長  ③ はしかられませんでした。はじめはたいへん疲れましたが、

一度 ④ やめたいと思いませんでした。自分ではたらいてお金をもらうことがうれしかったか

らです。 

 

アルバイトをしているこうこうせいが多いのに、アルバイトを禁止
きんし

しているこうこうがたくさ

んあります。しかし、わたしは「          」 

     （禁止する ＝ to prohibit） 

１．①、②、③、④ に入るじょし
particle

 を書きなさい。（４） 

 

２．「    」にはどの文が入りますか。いちばんいいものを一つ選びなさい。（２） 

 a) アルバイトをしたことがありません。 

 b) アルバイトをするのはいいことだと思います。 

 c) これからはアルバイトをしません。 

 d) アルバイトはしないほうがいいと思います。 
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３．次のことばを漢字で書きなさい。 （３） 

  

  a)   けいけん      b) ならべる  c) うる d) こうこうせい  

 

４．パンやでこの人はどんな仕事をしましたか。（２） 

 

５．この人は疲れてもアルバイトやめたくなかったのはなぜですか。（２） 

 

６． あなたはデリーでアルバイトをしたら、どんな仕事をしたいと思いますか。 

なぜですか。（４）     

 

問題Ⅱ 次の文を完成しなさい。                 (１８) 

  １．毎日漢字の練習をしましたが、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

２．私は一度も＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ たことがありません。 

３．休みの日にはたいてい＿＿＿＿＿＿＿＿＿たり＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

４．宿題がたくさんあります。それに＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

５．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ながら＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿てはいけません。 

６．金曜日までに＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ように＿＿＿＿＿＿＿言われました。 

問題Ⅲ （   ）の中からてきとうなことばを選びなさい。     (１０) 

１． 田中さんは字が（ずいぶん、たくさん、ぜんぜん）きれいです。 

２． 朝から雨が（降りそう、降るそう、降っているそう）な天気ですね。 

３． ちょっと水を飲んで（行きます、います、来ます）から、待ってください。 

４． 今日は木曜日ですか、（それとも、そして、それでも）金曜日ですか。 

５． さっきご飯を食べたばかりですが、（きゅうに、まだ、もう）おなかがすきました。 

６． 図書室は今日（閉まっています、閉まってあります、閉めています）ね。 

７． これ以上ふとらない（から、ように、そうに）気を付けています。 

８． きょうギリさんが来るか（ないか、どうか、なにか）わかりません。 
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９． きのうも強いじしん
earthquake

があった（よう、そう、ほう）ですよ。ニュースで聞きました。 

１０． これは兄の友達に（あげた、くれた、もらった）ペンです。 

問題Ⅳ ＿ に適当なひらがなを入れなさい。      （１５） 

１． 弟はまだ小学校２年生 ＿ 英語は読めません。 

２． わたしの部屋 ＿ ＿ 窓 ＿ 二つあります。 

３． ゆうべは遅くまで勉強していた ＿  ＿ 、今朝は早く起きられませんでした。 

４． りんごは大きいのもある ＿ 、小さい ＿ ＿ あります。 

５． わたしたち ＿ 普段使っている言葉 ＿ ヒンディー語です。 

６． 日本語 ＿ 勉強し始めた ＿ は いつですか。 

７． 来週の日曜日に友達みんな ＿ ピクニック ＿ 行く予定です。 

問題Ⅴ （  ）のことばを、必要ならかたちを変えて、＿＿に書き入れなさい。（１０） 

１． このくつは買ったばかりで、 ＿＿＿＿＿＿ なれていません。（はきます） 

２． アイスクリームはれいぞうこに入れて ＿＿＿＿＿とだめですよ。（おきます） 

３． きのうの試験は ＿＿＿＿＿＿すぎて、よくできませんでした。（難しいです） 

４． あしたは朝早く家を＿＿＿＿＿ たいです。（出ます） 

５． 地図を見れば ＿＿＿＿＿＿＿ ように、日本は山が多いです。（わかります） 

６． このへんは ＿＿＿＿＿＿＿ だけでなく、しずかです。（きれいです） 

７． 秋休みに＿＿＿＿＿ 友達といっしょに旅行します。（なります） 

８． 朝ねぼう＿＿＿＿＿＿＿ ために、授業に遅れてしまいました。（します） 

９． あの人はひる勉強___＿＿＿＿ ながら夜会社ではたらいています。（します） 

１０． 冬になるとかぜを＿＿＿＿＿＿人が多くなります。（ひきます） 
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問題Ⅵ 次の日本語の文を英語かヒンディー語にし、英語の文を日本語にしなさい。 

 

   １．  二年前に東京でお世話になったスカルトというインドネシアからの留学生が 

   ７月ごろにインドへ旅行に来ます。スカルトが来たら、いろいろなところへ 

   連れて行ってあげたり、インド料理をごちそうしてあげたりしようと思っています。 

   今から楽しみにしています。       （６） 

  ２．最近の若者が親の言うことをあまり聞かないと言われていますが、今の親の世代が 

   若かった ころも同じことが言われていたのではないかと思います。 

        （世代 generation）       （４） 

 

問題Ⅶ 次の英語の文を日本語にしなさい。       （１０） 

 

１．  Mr. Tanaka advised his Indian friend to learn Japanese language before going to Japan. 

２． Till last year the baby was unable to walk but this year she has started walking. 

３． In spite of having fever I have to go to the university tomorrow as I have an exam. 

４． The explanations of this dictionary are very simple. If you read it once you will understand. 

５． To be able to speak Japanese fluently, you have to practice every day.                    

 

問題Ⅷ  次の質問に答えなさい。         （５） 

 １．あなたの趣味は何ですか。 

２．日本料理の名前を知っていますか。二つ書いてください。 

３．どこで日本語を勉強しましたか。何年間（何か月）勉強しましたか。 

４．英語と日本語のほかにどんなことばができますか。 

問題Ⅸ 例
れい

のように受身文
passive

に変えなさい。（５） 

  

  例：母はわたしを五時に起こしました。  わたしは母に五時起こされました。 

 

１．おばあさんがわたしをそだてました。 

２．いぬがわたしのくつを持っていきました。 

３．知らない人が私に声をかけました。 

４．田中さんがわたしをパーティーにさそいました。 

５．先生はわたしの作文をほめました。 


