EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA JAPOŃSKIEGO
NA POZIOMIE B1
TEST PRZYKŁADOWY
Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów.
Egzamin trwa 120 minut.
Do wszystkich części egzaminu dołączone są instrukcje. Przeczytaj je uważnie
zanim przystąpisz do rozwiązywania zadań testowych.
INSTRUKCJA TESTOWA
Otrzymałaś/-eś książeczkę testową oraz kartę odpowiedzi.
ROZWIĄZUJ TESTY 1.1 (pytania 1 - 5), 1.2 (pytania 6 - 10), 2.1(pytania 11-15), 2.2
(pytania 16 - 20) , 2.3 (pytania 21 - 25), 3.1 (pytania 26 – 35) NA KARCIE
ODPOWIEDZI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
1) Do każdego pytania podane są dwie, trzy lub sześć odpowiedzi do wyboru, oznaczone
literami a, b, c, d, e, f.
2) Wybieraj za każdym razem jedną prawidłową odpowiedź .
3) Możesz wykorzystywać książeczkę testową do zaznaczania odpowiedzi „na brudno”.
1) Na kartę odpowiedzi nanieś ostateczną wersję, zaznaczając dokładnie wybraną przez
siebie literę.
ROZWIĄZUJ TEST 3.2 (pytania 36- 45) ORAZ TEST 4 NA KARCIE ODPOWIEDZI W
NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
1. Wszystkie odpowiedzi wpisuj DŁUGOPISEM na karcie odpowiedzi.
2. Niniejszą książeczkę testową możesz wykorzystać do rozwiązywania testu „na
brudno”.
3. Test 4 możesz napisać „na brudno” na odwrocie strony tytułowej lub na pustych
stronach książeczki testowej.
Pisz wyraźnie! Nieczytelne pismo nie będzie brane pod uwagę!

Pamiętaj o takim zaplanowaniu czasu, aby wystarczyło go na wpisanie wszystkich
odpowiedzi na karty odpowiedzi.

Test 1. Rozumienie ze słuchu, pytania 1- 10 ( 20 pkt. )
1.1 Pytania 1 - 5 ( 10 pkt. )
Usłyszysz teraz dwukrotnie krótki tekst. Poniżej znajdziesz 5 pytań dotyczących jego treści;
zapoznaj się z nimi. Po wysłuchaniu tekstu odpowiedz na poniższe pytania. Swój wybór
zaznacz na karcie odpowiedzi.

1) 中村さんは冬休みに何をするつもりですか。
a) それはまだきまっていません。
b) スキー旅行に行くつもりです。
c) どこも行かないつもりです。

2) 中村さんが行きたい旅行はどのぐらいかかりますか。
a) 一週間
b) 二週間
c) 三週間

3) くしろはどんな町ですか。
a) 雪は多いですが、 おんせんはありません。
b) 雪も多いくて、 おんせんも あります。
c) けしきがあまりきれいではありません。

4) くしろへどうやって行くことができますか。
a) バスだけで行けます。
b) 電車だけで行けます。
c) バスでも電車でも行けます。

5) 中村さんはスキーのどうぐや服がありますか。
a) 服はありますが、 どうぐはありません。
b) どうぐはありますが、 服はありません。
c) 服もどうぐもあります。

1.2 Pytania 6 - 10 ( 10 pkt. )
Usłyszysz teraz dwukrotnie krótki tekst. Poniżej znajdziesz 5 pytań dotyczących jego treści; zapoznaj
się z nimi. Następnie powiedz, czy napisane pod spodem zdania są prawdziwe ( A - ほんとう ), czy
fałszywe ( B - うそ ). Swój wybór zaznacz na karcie odpowiedzi.

6) 小林さんは元気にしています。
a) ほんとう
b) うそ

7) 小林さんのお母さんが作った魚はおいしかったです。
a) ほんとう
b) うそ

8) 小林さんはもう病院へ行きました。
a) ほんとう
b) うそ

9) 部長はけんこうが一番大切だと思います。
a) ほんとう
b) うそ

10) 小林さんはお医者さんに言われても、 きゅうかをとりません。
a) ほんとう
b) うそ

Test 2. Czytanie, pytania 11 - 25 ( 30 pkt. )
2.1 Pytania 11 - 15 ( 10 pkt. )
Przeczytaj uważnie poniższe opisy miejsc, a następnie dobierz najbardziej pasujące do nich
nazwy, wybierając spośród podanych poniżej. Nazwa jednego z miejsc pozostanie
nieprzyporządkowana. Swój wybór zaznacz na karcie odpowiedzi.
A. 食堂
B. スーパー
C. 銀行
D. 病院
E. 図書館
F. 庭

11) __________
体のちょうしが悪くなったらそこへ行く。この所でお医者さんやかんごふが働いて
いる。

12) __________
本を借りたいときその所へ行く。しかし、本を借りるとき、特別なカードをとらな
ければならない所だ。

13) __________
買い物に行くときお金がなければ、そこへお金を出しに行く。
14) __________

おなかがすいているとその所へ何かを食べに行く。特に学生達や会社員でいっぱい
だ。

15) __________
そこで天気のいい日に子供がよく遊んでいる。木やいろいろなしょくぶつがある所
だ。

2.2 Pytania 16 - 20 ( 10 pkt. )
Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie odpowiedz na zadane pytania wybierając
jedną z podanych odpowiedz A, B lub C. Swój wybór zaznacz na karcie odpowiedzi.

私たちは、目が悪くなって、ものを見るのがむずかしくなったとき、めがねやコン
タクトレンズを使う。そうすることで、見えないものが見えるようになる。めがね
もコンタクトレンズもどちらも目の悪い人には、ひつようなものだ。
しかし、めがねとコンタクトレンズは ( 16 )__________。
まず、 めがねはかけているから、ほかの人が見たらはっきりわかるが、コンタクト
レンズは目の中に入れているので、つけていてもほかの人にわからない ( 17 )。
また、めがねは、運動すると、とれたりおちたりすることがあって運動しにくいが,
コンタクトレンズは、どんなに動いても、そんなことは (18) あまりなくて、
運動しやすい。しかし、あぶないことがある。コンタクトレンズをつけている目に
ボールがあたったら、けがをしてしまうこともあるからだ。
二つのいいところを考えて、私は、運動するときはコンタクトレンズを使って、勉
強をしたり本を読んだりときはめがねをかけるようにしている。

16) __________にどんなことばが入りますか。

a) ちがいません。
b) 同じだ。
c) 同じではない。

17) 何がわからないのですか。
a) コンタクトレンズをつけていること
b) めがねをかけているかどうか
c) コンタクトレンズがめがねよりいいこと

18) テキストを書いた人は、コンタクトレンズはどうだと思っていますか。
a) 勉強したり、本を読んだりするのにいい。
b) 運動はしやすいが、あぶないときもある。
c) 運動もいいし、ぜんぜんあぶなくない。

19) そんなことは、どんなことですか。
a) めがねがとれたり、おちたりすること。
b) コンタクトレンズがとれたり、おちたりすること。
c) めがねをかけて、運動すること。

20) テキストのタイトルはどれだと思いますか。
a) めがねか、コンタクトレンズか
b) めがねとレンズの短所
c) コンタクトレンズの長所

2.3 Pytania 21 - 25 ( 10 pkt. )

Przeczytaj poniższy tekst, a następnie powiedz, czy napisane pod spodem zdania są
prawdziwe ( A - ほんとう ), fałszywe ( B - うそ ), czy brak informacji w tekście ( C じょうほうがない ). Swój wybór zaznacz na karcie odpowiedzi.

山本さんへ
先週のお花見では大変ありがとうございました。はじめて日本のさくらを見ました
が、うえの公園のさくらはとてもきれいで、忘れることができません。写真もたく
さんとったので、できたら送ってあげます。また、山本さんが作ってくれたおべん
とうもとてもおいしかったです。特にすきやきがおいしかったので、今度、作り方
を教えてくれませんか。来月の山のぼりもたのしみですね。あした、図書館で山の
ガイドブックを借りるつもりです。もし、いい本があったら教えてくださいね。
カタジナ

21) カタジナさんはもうお花見のことを忘れてしまいました。
a) ほんとう
b) うそ
c) じょうほうがない

22) カタジナさんはとった写真を山本さんに送るつもりです。
a) ほんとう
b) うそ
c) じょうほうがない

23) カタジナさんは山本さんのためにおべんとうを作りました。

a) ほんとう
b) うそ
c) じょうほうがない

24) カタジナさんは山本さんと二人だけでお花見をしました。
a) ほんとう
b) うそ
c) じょうほうがない

25) 食べ物の中ですきやきが一番おいしかったです。
a) ほんとう
b) うそ
c) じょうほうがない

Test 3. Użycie języka, pytania 26 – 45 ( 30 pkt. )
3.1 Pytania 26 - 35 ( 10 pkt. )
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie wybierz i wstaw odpowiednie słowo w każdą z luk.
Swój wybór zaznacz na karcie odpowiedzi.
三十年ぐらいまえ、日本では、男性は六十さいまで(26)_____の会社ではたらくのが
ふつうでした。そして、女性は結婚したり、子どもをうんだりしたら仕事を
やめるのがふつうでした。つまが仕事をしなくても、おっとが会社からもらうお金
があれば、家族みんながじゅうぶんに生活できた(27)_____です。
お金のしんぱいを(28)_____家族が安心して生活できたのは、とてもいい時代だった
と思います。今のように、日本のけいざいが(29)_____なって、仕事でもらう

お金が少なくなったり、仕事がなくなったりする時代とくらべると、ずっといいと
思います。
でも、(30)_____は、仕事が好きで、男性のようにはたらきたいと思っていた女性に
は、いやな時代でした。
今は、おっとが仕事でもらうお金だけでは生活できなくなった(31)_____、女性は、
結婚してからも仕事をつづけるようになりました。すると、今度は、むかしとはん
たいの考えの人がふえました。わかい女性は、結婚したら家にいて、子ども
(32)_____そだてながら仕事のほかのことでがんばりたいと考えるよう(33)_____な
って、わかい男性は、(34)_____も家の仕事をてつだうから、女性にもずっとはたら
いてほしい (35)_____思うようになったのです。

26)

A) ひとつ

B) いっこ

C) いち

27)

A) なの

B) まで

C) から

28)

A) した

B) しないで

C) する

29)

A) ただしく

B) わるく

C) よく

30)

A) このころ

B) しょうらい

C) むかし

31)

A) けど

B) のに

C) ので

32)

A) の

B) を

C) か

33)

A) が

B) に

C) で

34)

A) じまん

B) じしん

C) じぶん

35)

A) と

B) の

C) に

Zadanie 3.2 Pytania 36 - 45 ( 20 pkt. )

Przeczytaj uważnie poniższy tekst i uzupełnij każdą lukę jednym słowem. Wpisz te słowa na
karcie odpowiedzi.
日本はじしんの多い(36)_____だ。一年間に千回ぐらいある。この回数を聞く
(37)_____、外国人はたいていびっくりする。しかし、日本人は小さいじしん
なら、あまり心配しない。日本ではじしんのけんきゅうがすすんでいるの
(38)_____、じょうぶな建物がたくさんある。だから、じしんがあって(39)_____
建物がたおれることはあまりない。お寺やじんじゃなど、昔の古い建物もたおれな
いで、たくさんのこって(40)_____。
もし、じしんがおきたら、どうすればいいのか。火を使っていれば、すぐその
火を消さなければ(41)_____。家がたおれるより火事になるほうがあぶない。それか
ら、ドアや窓を開けて、そとへ出た(42)_____がいい。しかし、じしんがおきても、
すぐ出ないほうが安全だ。上から、何か落ちたら、あぶないから、ベッドや机の(43)
_____に入る。一分ぐらいのあと、じしんがつづいていても、だいじょうぶだから、
火やガスなどが安全(44)_____どうか、しらべる。大きいじしんがあった時は、ラジ
オやテレビをよく聞いて、正しいニュースを知るのが大切だ。
そとにいる時、じしんがおきたら、建物のそばを歩かないほうがいい。とく
(45)_____高いビルのそばはあぶない。窓のガラスがわれて、落ちることが多い
からだ。

Część 4. Pisanie ( 40 pkt. )

Zadanie 4.1 Napisz list ( 20 pkt. )
Napisz list do przyjaciela, w którym zaprosisz go na swój ślub. Możesz napisać m.in. z kim
bierzesz ślub, gdzie, kiedy, poprosić o konkretny prezent, itp. ( ok. 150 znaków ).

Zadanie 4.2 Napisz notatkę ( 20 pkt. )
Napisz krótką notatkę do sąsiada z prośbą, by zaopiekował się Twoim mieszkaniem/domem
kiedy Ty będziesz w delegacji. Napisz jak długo Cię nie będzie, oraz co sąsiad powinien zrobić
podczas Twojej nieobecności. ( ok. 75 znaków ).

Teksty do testu 1
Tekst 1:
A: 中村さん、冬休みの予定がもう決まりましたか。
B: ええ、
家族と一緒にスキー旅行をしようと思っているんですが、まだどこがいいか迷っ
ています。

A: どのぐらいの旅行なんですか。
B: 一週間ぐらいです。
A: それなら、くしろという町はどうですか。雪も多いし、 温泉もあるし、
景色も本当にきれいですよ。
B: そこへはどうやって行きますか。
A: そうですね。電車でも行けるし、バスでも行けます。
B: どちらのほうが安くて、便利ですか。
A: 電車のほうが安いかもしれないけど、夜行バスだと朝着きますから、それの
ほう が便利だと思います。
B: そうですか。しかし、そのようなすばらしい町は高いでしょう?
A: いいえ、そんなに高くないですよ。それに、 スキーの道具
や服がなければ、ホテルの予約をする時それも予約できます。
B: そうですか。私達はそんなものを全然持 っていないから、それはいいですね。
じゃ、くしろへ行くことにしましょう。

Tekst 2:
部長: 小林さん、どうしたんですか。元気がないですね。
小林: 実は、きのうから体の調子が悪くて、今日は頭や胃が痛いし、
熱もあるんです。
部長: どうして急にそんなことになったんでしょうね。
小林: おとといの母の誕生日パーティーでちょっと変な味の魚を食べて
しまいました。母がいつも自分で作るんですが。

部長: それはいけませんね。もう病院へ行きましたか。
小林: いいえ、まだです。もし具合が二、三日よくならなかったら行こうと思って
います。
部長: それはいけません。健康が何より大切ですから、できる
だけ早くお医者さんに 診てもらったほうがいいですよ。
小林: それは分かっていますが、今週は仕事もたくさんあるし、木曜日までに
レポートも 出さなければなりませんから。
部長:
仕事のことはそんなに気にしなくてもいいです。今日は早く帰って、ゆっくり
休んだ ほうがいいと思います。 もし、お医者さんにそう言われたら、 休暇を
取って も いいです。
小林: わかりました。では、帰って少し休みます。部長、いろいろありがとう
ございます。
部長: じゃ、お大事に!
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