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つぎのトピックから一つえらんで、600〜800 字の文を日本語で書きなさい。
1 食べ物と飲み物

けんこう

		若いときから健康的な食事をすることは、大切だと思いますか。あなたは自分の食べる物や
とく

		 飲む物に特に気をつけていることがありますか。それはどうしてですか。

き か い

びょうどう

2 機会の平等

じょうけん

		あなたの国では、あなたの国の人と外国人は同じ条件で働いていますか。

3 スポーツ

	スポーツを楽しむためは、プロとアマチュアとどちらの方がいいと思いますか。
		

わる

それぞれのいい点と悪い点をふくめて、あなたの考えを書いてください。

けいざい

はってん

4 社会と経済の発展

		

			

けいざい

はってん

		年々、お年よりの人口がふえています。このことで、経済や社会の発展のしかたは変わった

		 と思いますか。

かんきょういじ

5 環境維持

せいこう

		動物園の中には、数の少なくなった動物をふやすことに成功している所があります。
		

さんせい

はんたい

このことに、あなたは賛成ですか反対ですか。それは、どうしてですか。

© UCLES 2017

8281/03/O/N/17

3
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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