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Examenul de bacalaureat naţional 2018 
 

Proba C  
de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe 

parcursul învăţământului liceal  
 

 Proba scrisă la  Limba  japoneză 
 

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările 
 

Model 
 

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

 
 
ÎNŢELEGEREA 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    A,    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    F    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。  
 

ワンさんは 日本語学校の 学生です。４月に ひとりで 中国から 来ました。 

毎あさ ７時に おきます。７時はんに あさごはんを 食べます。それから じてん 

しゃで 学校へ 行きます。９時から ２時まで べんきょうします。１２時に 学校の 

しょくどうで 友だちと ひるごはんを 食べます。ごご としょしつで いろいろな 

本を 読みます。 

５時に うちへ かえります。うちで ばんごはんを 食べます。毎ばん しゅく

だいを します。国の かぞくに よく 電話しますが、あまり てがみを 書きません。

１１時に ねます。 

土よう日は よく 友だちの うちへ 行きます。そして サッカーを します。 

日よう日は どこも 行きません。うちで 休みます。 

 

1.  ワンさんは ７時はんに おきます。                 （  ） 

2.  ワンさんは 毎ばん しゅくだいを します。          （  ） 

3.  ワンさんは じてんしゃで 学校へ 行きます。         （  ） 

4. ワンさんは としょしつで ひるごはんを 食べます。       （  ） 

5.  ワンさんは 国へ よく てがみを 書きます。           （  ） 
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 
のののの    をををを    読読読読んでんでんでんで    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なさいこたえなさいこたえなさい。。。。こたえはこたえはこたえはこたえは    A～～～～DDDD のののの    からからからから    

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    つつつつ    えらびなさいえらびなさいえらびなさいえらびなさい。。。。 

 

私の かぞくは きょうとに 住んでいます。 

かぞくは 父、母、あね、おとうと、おばあさん、そして 私です。おじいさんは 

八年前に なくなりました。父は べんごしで、母は 小学校の 先生です。あねは 

二年前に 大学を そつぎょうして、今、とうきょうの 会社で 働いています。一人で 

会社の りょうに 住んでいます。おとうとは 十七さいで、もうすぐ 高校を 

そつぎょうします。今、大学へ 入る ために いっしょうけんめい 

勉強しています。しょうらい いしゃに なりたいと 言っています。おばあさんは 

毎日 いえで テレビを 見たり、本を 読んだり しています。 

私たちは 毎ばん 食事の あと いっしょに テレビを 見たり、お茶を 

飲んだり しながら いろいろ 話します。 

日曜日には 父の 車で あそびに 行ったり、えいがを 見に 行ったりする 

ことも あります。時々 しんせきの 人や 友だちが たくさん あそびに 

来ます。夏休みには みんなで 旅行します。私たちは 毎日 楽しいです。 

 

１．この 人の かぞくは みんなで 何人ですか。 

A.四人です。   B.六人です。 

C.七人です。   D.五人です。 

 

２．この 人に おじいさんが いますか。 

A.今 るすです。         B.はい、元気です。 

C.今 とうきょうに います。   D.八年前に しにました。 

 

３．お母さんは 何を していますか。 

A.べんきょうしています。    B.テレビを 見ています。 

C.小学校で おしえています。  D.べんごしです。  

 

４．おねえさんは きょうとに 住んでいますか。 

A.大学に います。     B.はい、いっしょに 住んでいます。 

C.会社に 住んでいます。  D.今 とうきょうに 住んでいます。 



Ministerul Educaţiei Naționale   

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

 

Proba C – Limba japoneză  Model 
3 

５．おとうとは 大学へ 行きますか。 

A.はい、行くつもりです。  B.いいえ、行きません。 

C.まだ 高校生です。    D.もうそつぎょう しました。 

 

６．おとうとは いしゃに なりますか。 

A.はい、いしゃです。   B.まだ わかりません。 

C.いいえ、なりません。  D.はい、なります。 

 

７．この 人は 食事の あと すぐ べんきょうしますか。 

A.コーヒーを 飲んで 話します。   B.本を 読みます。 

C.いいえ、べんきょうしません。   D.はい、すぐ べんきょうします。 

 

８．日曜日には 何を しますか。 

A.もちろん 勉強します。      B.毎日 あそにに 行きます。 

C.ときどき あそびに 行きます。  D.テレビを 見ます。 

 

９．この 人の おばあさんは 毎日 本を 読みますか。 

A.はい、読みます。     B.わかりません。 

C.いいえ、読みません。   D.本は きらいです。 

 

１０．この 人に 友だちが たくさん いますか。 

A.しんせきの 人が います。    B.はい、います。 

C.かぞくが たくさん います。   D.あまり いません。 

 
PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE 
 
SUBIECTUL I (40 de puncte) 
 

 

「私の ベストフレンド」について 100 字で さくぶんを 書いてください。 

 
 
SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 
 

 

「私の  好きな  祭り」について １５０字で さくぶんを 書いてください。 


