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１．ディクテーションを書いてください。 

1)                                               

2)                                               

3)                                               

4)                                               

5)                                               

6)                                               

7)                                               

8)                                                                      

 

２．みなさんの『家族と仕事』についての作文を読んで、（  ）に助詞、＜  ＞に接続詞（ですから、

そして、でも）を入れ、後の質問に答えてください。 

楊麗さん 

 私の家族は４人です。父（  ）母（  ）兄（  ）私です。父と兄は仕事のためにいつも家にい

ません。＜   ＞私は母（  ）住んでいます。 

 父も兄（  ）会社員です。建物の掃除（  ）仕事です。毎日忙しいです。＜  ＞父は毎日母

（  ）ビデオ（  ）話します。時々私の状況（  ）聞きます。父が帰ってくるたびに、おいしい

もの（  ）持ってきてくれます。＜  ＞私はお父さんが帰ってくるの（  ）大好きです。 

 私の兄はあまり電話しません。一か月に三、四回ぐらい電話します。兄はもう 26歳です。まだ結婚

していません。彼女もいません。母は急いでいます（  ）、兄はいま仕事（  ）忙しいので、彼女

を探す時間がない（  ）言いました。母もしょうがないと言っています。 

 母（  ）仕事は手袋（  ）作ることです。仕事はとても楽しいです。たまに手袋を作ってくれま

す。母（  ）作った手袋はとてもきれい（  ）、温かいです。母は子どもの時、私（  ）厳しく

て、私は母（  ）怖かったです。＜  ＞、母は今私（  ）親切で、まるで友達（  ）ようです。

母は毎晩料理（  ）教えてくれます。日本に行ったらちゃんと食べられないのではと心配していま

す。母は毎日いろいろなこと（  ）心配しています。 

 兄は私が日本（  ）行く前に、家族全員で写真（  ）撮ると言いました。いい考えだと思います。

記念（  ）します。 

李毅南さん 

私の家族は父（  ）母（  ）私（  ）３人です。父と母は家具の会社で働いています。私たちは

３人とも子犬（  ）好きなので、プードル（  ）飼っています。もう７歳になりました。週末は祖

父と祖母の家（  ）食事（  ）行きます。私たちは旅行も好きです。コロナの前に、韓国、日本、

ヨーロッパなどに旅行（  ）行きました。 

 父と母の会社は山東省済南市（  ）あります。主な仕事内容は管理です。小学生の時、両親（  ）

ととても忙しくて、ほとんど祖父母が学校に連れて行ってくれました。私はていねいに育てられまし

た。母は私（  ）美味しい料理を作りました。＜  ＞母は、私の勉強には厳しかったです。中学や



高校のころ、週末の休みはほとんどなくて、塾（  ）通っていました。父は私（  ）厳しくなかっ

たです。時間があるとき、私を遊びにつれて行きました。 

 今は両親との関係は友達のようになりました。休みの日（  ）、一緒に映画（  ）見たり、家（  ）

美味しい物を作ります。嫌なことがあったら母（  ）言います。今は昔（  ）厳しくないです。 

馬鶴鳴さん 

 私の家族は父（  ）母（  ）私（  ）３人です。父はビックデータ会社（  ）働いています。

母は政府職員です。両親は自然（  ）親しむことが大好きです。＜  ＞山登り（  ）公園を散歩

することが好きです。＜   ＞週末はいつも私を連れて遊び（  ）行きます。空気もいいし、体に

もいいです。私（  ）好きです。 

 父（  ）会社は母の会社（  ）遠いです。＜  ＞父は運転ができないので、バスで出勤するし

かないです。１時間ぐらいかかります。母は車（  ）勤務先へ行きます。20 分くらいです。 

 両親の具体的な仕事の内容はわかりませんが、とても忙しいことは知っています。子どもの時は早

く寝て、遅く起きていたので、父に会えませんでした。苦労していると思います。＜  ＞私は日本に

行ったら、一生懸命勉強します。両親（  ）報いたいです。 

 私の家にはまだひとつ、大切なメンバー（  ）います。小学校 5年生のとき、家（  ）犬が来ま

した。母は「声」という名前をつけました。その名前は私と同じで、中国（  ）古詩（  ）つけま

した。もう 12 年間いっしょに暮しています。多くの楽しみ（  ）くれています。「ありがとう」（  ）

言いたいです。 

斎嘯さん 

 私の家族は両親と私です。両親は一生懸命働きます。小学校３年生の時からずっと、一人（  ）家

（  ）います。今はもう一人（  ）慣れました。 

 父は運転手です。たくさんの荷物（  ）送ります。仕事に行くと長い時間家（  ）帰らないので、

大変です。私は小さい頃から、父の顔を見たことがあまりありません。話もしません。＜  ＞父とは

あまり仲（  ）よくないです。 

 母（  ）やさしい人です。お金（  ）大好きな人です。＜  ＞仕事には厳しく、まじめです。

毎日、朝早くでかけて、遅く帰ります。＜  ＞よい母親です。毎朝ご飯を作ってくれて、夜は電話で

ご飯（  ）食べたかどうか、聞きます。「心配しなくていい、自分のことは自分でする」と母（  ）

言いました。＜  ＞母はいつも私（  ）子どもだと思っています。これが母性愛だと思います。母

は以前、社員でしたが、仕事（  ）疲れて、病気（  ）なりました。今は会社（  ）辞めて、健

康に関する店（  ）開いています。母はいまとても元気です。よく食べるようになりました。うれし

いです。 

 両親とは今まで一枚（  ）写真を撮ったことがありません。私は両親（  ）一緒に住んでいませ

んし、両親も忙しいです。時間があれば写真を撮ってほしいです。 

孟欣さん 

 私の家族は祖母（  ）私の二人です。祖母はもう退職しました。幼稚園のころ、６歳のころからず

っと一緒（  ）暮らしていました。祖母はとてもやさしい人で、いつも人（  ）親切に接していて、

子どもたち（  ）対しても、情が厚いです。そのやさしさは、私にとって、かけがえのない手本です。 

 祖母（  ）過ごした時間は穏やかで、楽しかったです。祖母は針仕事（  ）餃子（  ）作るの



がとても上手です。手伝うことは私はできません（  ）、ただ祖母が服（  ）作っている過程見る

だけで楽しいです。中学三年生の時から、母親の家（  ）引っ越しました。大学からは学校の宿舎

（  ）住んでいました。＜  ＞夏休み（  ）冬休みは実家（  ）帰って、祖母（  ）会いま

す。家族（  ）付き合うのが大事だと思います。 

 ときどきこう考えました。家族とはいったいどんなものですか。生まれてからもう決まっていまし

たか。それとも、自ら選択できるのですか。四年前、母親（  ）の関係が壊れて私は家（  ）出て、

広州で仕事（  ）就きました。いまはもう帰りましたが、自分は正しい選択をしたと思っています。

仕事はいろいろな困難がありますが、そのなかで、自分の生活がわかりました。仕事の内容は電話に出

ることです。ほぼ同じ内容でしたが、何度も、クライアントから感謝の言葉をもらって、仕事（  ）

意味を感じました。他者（  ）助ける、価値（  ）実現する、＜   ＞世界（  ）つながりま

す。まだ経験（  ）浅いわたしですが、家族と仕事で経験したことをこころに刻んで、今後、自分

（  ）答えを探していくつもりです。 

唐鼎さん 

 私の家族は母（  ）私の二人です。今母は会社（  ）働いています。母（  ）私（  ）犬と

猫が好きです。犬の中（  ）、私はコリー（  ）いちばん好きです。＜  ＞母は日本（   

シェパードが一番好きです。＜  ＞、子どもの時シェパードを飼っていました。＜   ＞私たちは

旅行も好きです。 

 母（  ）会社は安徽省（  ）あります。会社は採鉱工場用大型設備の生産（  ）販売（  ）

しています。今 母は会社（  ）一部の運営（  ）人員募集の仕事をしています。仕事に疲れても、

母は毎日遅くまで仕事をします。 

 私が二歳ぐらいのときに、両親が離婚しました。その後、母と二人で暮らしています。私が小学生の

時、母は自分でいろいろな無菌のキノコを育てる技術を学んで、小さい会社（  ）作りました。母が

時間があるとき、私（  ）連れて、旅行（  ）行きました。母からたくさん学ぶことができました。

母は私にとって大切な人です。今、母は 54 歳です。料理は下手ですが、明るくて優しい人です。  

＜  ＞とてもまじめな人です。私は母（  ）尊敬しています。 

 今、私は一人暮らしです。日本に留学するために、会社をやめてからずっと日本語（  ）勉強して

います。母（  ）日本（  ）好きです。母が日本へ旅行に来たら、私は母（  ）遊び（  ）行

きたいです。 

 

1)家族が一番多い人はだれですか。何人ですか。 

                                                

2)家族が一番少ない人はだれですか。何人ですか。 

                                                 

3）幼稚園のころから、おばあさんと暮らしていた人はだれですか。 

                                                 

4)そのおばあさんはどんな人ですか。 

                                                 

 



5)2 歳ぐらいのとき、両親が離婚して、お母さんと二人で生活している人はだれですか。 

                                                       

6）そのおかあさんはどんな人ですか。 

                                               

7）楊麗さんのおかあさんはどんな仕事をしていますか。 

                                               

8)犬を飼っている人はだれですか。それぞれどんな犬を飼っていますか。名前は何ですか。 

 

 

9)自然に親しむことが好きなのはだれのご両親ですか。 

 

10)斎嘯さんのお父さんの仕事はなんですか。 

 

11)斎嘯さんはどうして、お父さんと仲がよくありませんか。 

 

12)無菌のキノコを育てる技術を学んで、会社を作った人はだれのお母さんですか。 

 

13)そのお母さんは何歳で、どんな人ですか。 

 

14)馬鶴鳴さんのおかあさんの会社とおとうさんの会社はどちらが遠いですか。 

 

15)日本に来る前に家族で写真を撮ろうと思っている人はだれですか。 

 

16)家族と写真を撮ったことがない人はだれですか。 

 

17)小さい時はお母さんが怖かったけれど、今友達のようになった人はだれですか。 

 

18)唐鼎さんはお母さんが日本に来たら、何をしたいと思っていますか。 

 

19)孟欣さんは、家族について、どう考えましたか。 

 

 

20)友達の作文を読んで、あなたは、家族についてどう考えましたか。 

 

 

 

 

 



３．次の文章を読んで後の質問に答えてください。 

                 リン先生 

 リン先生は事務の先生です。私はリンさん、と呼んでいます。リンさんはやさしいです。私の仕事を

支えてくれています。本当に頼りになります。リンさんはこの学校が開校した 3か月後 2016年 12月

に東京富士語学院で来ました。それからずっと一緒に仕事をしています。 

事務の仕事はたくさんあります。日本に留学したい学生たちを見つけ、来日の書類を制作し、出入国

管理庁（入管）へ申請書類を提出します。無事交付がおりたら、手続きをします。そして、来日する学

生を成田空港に迎えに行きます。学生が学校の寮に入りたい場合には、その世話をします。そして、学

生が無事に日本で生活できるように、生活指導をします。学生が学校に来なくなったら、私といっしょ

に、家庭訪問もします。 

 リン先生は、何でもできます。オンライン授業関係の設定、デジタル化に向けての環境整備、修理、

壁のペンキ塗り、ドアの設置、机の組み立てなどなどです。この教室の机もリンさんが組み立てまし

た。テレビ画面もリンさんが設置しました。でもリンさんにもできないことがあります。プレゼントの

リボンを結ぶことです。 

リンさんはタバコを吸うことが好きです。「リンさ～ん」と呼んでもいない時は、たいてい、外でタ

バコを吸っています。本当に好きなんだなあと思います。きょうで５人目の教職員の紹介です。これま

で紹介した教職員の先生の名前を覚えていますか。これからもこの学校がよくなるように、みんなで

力を合わせて行きます。 

 

1) リン先生は何の先生ですか。 

 

2) いつから東京富士語学院で働いていますか。 

 

3）事務の仕事はどんな仕事ですか。 

 

4) リンさんはどんなことができますか。 

 

5）何ができませんか。 

 

6) リンさんは何が好きですか。 

 

7) あなたはリン先生は背が高いと思いますか。やせていると思いますか。それはどうしてですか。 

 

8) リン先生は結婚していると思いますか。それはどうしてですか。 

 

9) リン先生は運転ができると思いますか。それはどうしてですか。 

 

10) 東京富士語学院の先生の名前を言ってください。 


