答えてみよう

解答例

トピック 1 食育
１． 味が濃いです。
油をたくさん使っていて、カロリーが高いです。
２． 子どもたちに食事の大切さを教えることです。
３． 学校、地域、家庭で行われています。
４． その土地で（地元で）作られた新鮮な野菜を使ったメニューがあります。
５． 子どもたちと一緒に給食を食べるためです。
子どもたちに野菜の作り方を教えるためです。
子どもたちに野菜のおいしい食べ方を教えるためです。
６． 最近は家で伝統的な食事を作ったり食べたりする機会が減っているからです。
伝統文化の大切さを学ぶためです。
７． 親子で一緒にスーパーに行って、野菜のことを話します。
親子で一緒に料理を作りながら季節の野菜や魚のことを話します。
８． 健康な体と心を作るために大切なものだからです。
トピック 2 食習慣の変化
１． 日本人の平均寿命は、男性が 80.8 歳、女性が 87.1 歳です。
世界的にも長生きの国として知られています。
２． こどもの時から健康でバランスのいい食事をしてきたからです。
３． 魚や野菜をよく食べることです。
油が少ないことです。
味が薄いことです。
４． パンやパスタをよくたべるようになりました。
肉や乳製品をよく食べるようになりました。
５． 仕事が忙しいからです。
６． コンビニやスーパーで簡単に食べ物が買えるようになりました。
冷凍食品やインスタント食品を使うようになりました。
７． 伝統的な食事の良さを見直すことが必要です。
トピック 3 富士山
１． 文化遺産と自然遺産と複合遺産の 3 つがあります。
２． 今までの歴史の中で、芸術的や学術的に価値があるものです。
けんぞうぶつや遺跡、記念碑などです。
３． 自然のもので価値があるものです。
山や島や動物などです。
４． 文化遺産と自然遺産の両方の価値があるものです。
５． 日本にない世界遺産は複合遺産です。
６． 昔の歌集などに何度もでてきているからです。
文化的な価値が大きいからです。
７． 観光客が増えました。
お土産の商品が増えました。
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トピック 4 富士山は今
１． 富士山は日本で 13 個目の世界文化遺産です。
２． 富士山の商品が売られるようになりました。
たくさんの人が富士山に来るようになりました。
日本中がお祭りのように活気がでました。
３． 美しい日本の象徴です。
４． とてもひどい状態です。
５． 富士山は泣いていると言っています。
世界遺産に登録されなければよかったと言っています。
６． いいえ、近くありません。時間がかかりそうです。
７． たくさんの人にみてもらいたいです。
山を傷つけるようなことはしてほしくないです。
富士山が泣いていることをみんなに知ってほしいです。
トピック 5 地域活性化
１． 若者は仕事のために都会に行くからです。
２． 政府や多くの企業が町を活性化するけいかくを立てました。
３． 「久留米かすり」と呼ばれるおり物です。
４． あいという植物でそめられたおり物です。
５． そめた色がかわりにくいです。
植物から取り出した染料で色をつけているので、環境にも人の体にもやさしいで
す。
６． ジャパンブルーと呼ばれています。
７． いろいろな種類のきじを使ったり、現代風の色や柄を加えたりしています。
トピック 6 海洋生物
１． 日本は海にかこまれた島国で、自然や海に恵まれて、ぎょぎょうが盛んな国です。
２. 一年間 13000 トン以上のようです。
３. いいえ、危険じゃありません。
ジンベエザメはいっぱんのサメと違い、性格はおとなしく、人を襲うことはない
ようです。
４. ジンベエザメは高級食材のフカヒレとして食べられていて、世界中の海で捕られ
ているからです。
５. 家族や友達がそれを食べたがるとき、やめようと言って、ほかの食材を選んだほ
うがいいとアドバイスをするのは一つの方法です。
また、学校は子どもに対して、フカヒレは高価な食材ということを教えないで、
ぜつめつに迫る動物を殺さないことを教えるのも大切です。
トピック 7 沖縄の珊瑚
１． 日本の南にあります。
沖縄本島から南西に290kmにあります。
２． 島の周りは青くて美しい海だからです。
カラフルな魚がたくさん見られるからです。
３． 珊瑚の白化問題があります。
４． 珊瑚が白くなって死んでしまうことです。
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５． 地球温暖化によって水温が上がったことです。
オニヒトデが増えたことです。
海洋汚染です。
観光のための開発です。
６． 珊瑚を住処にしてるほかの生物の家がなくなって、死んでいまいます。
７． 公共のバスや電車を利用することです。
使わない部屋の電気を消すことです。
８． ごみは必ず決められた場所に捨てることです。
生活排水をそのまま流さないことです。
トピック 8 国の天然記念物
１． トキは体の長さが 70 センチ、羽を広げると 120 センチになる大きい鳥です。
体、顔、足が赤いです。
とてもきれいな鳥です。
２． 日本中に住んでいました。
３． 人間が、トキの肉を食べるためや、美しい羽根をとるためにトキを殺したからで
す。
４． トキの住む森が減ったからです。
食べ物になる生き物が農薬などで減ったからです。
５． 人間の手でトキを育てて自然に返そうとしています。
６． 中国産のトキです。
７． 絶滅しそうな動物や生き物のリストです。
８． いなくなってしまうかもしれない動物や植物です。
９． 1315 種類の動物と 2259 種類の植物がいます。
トピック 9 海外旅行
１． 外へ行く人が多いです。例えば台湾やヨーロッパなどです。
２． 円高で海外旅行の費用が減るからです。
燃油サーチャージがゼロ円になるからです。
３． 海外の言葉や文化が学べます。
外国の文化や歴史を勉強することができます。
４． 国内で食べたことがない料理を食べられることです。
国内でしたことのないウォータースポーツをすることです。
見たことのない動物を見ることです。
５． 旅行に行く前に、目的地の情報をきちんと調べなければなりません。
海外でトラブルにあうリスクが高くなるからです。
国によって治安状況が違うからです。
スリや詐欺の被害を受ける可能性があるからです。
トピック 10 日本に来る外国人旅行者
１． 中国人が一番多いです。
２． ベトナムやタイなど東南アジアからの観光客が増えています。
３． 外国人観光客の数が増えました。
外国人にとって買い物、ホテル、食事の値段が安くなりました。
４． LCC（安い航空会社）が日本へも来るようになって、安く航空券を買えるように
なったからです。
５． おいしい和食を食べたり、アニメのキャラクター商品を買う人が増えました。
６． 入国の手続きが簡単になって、旅行がしやすくなります。
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７． 日本の経済がよくなります。
観光に関する仕事のチャンスが多くなります。
８． 外国語を話せるスタッフを増やしています。
外国語のメニューや案内を置いています。
ボランティアが外国語で無料で街を案内しています。
トピック11 旅行客が増えると
１． 観光客がたくさん買い物をしてくれるから、日本の経済にとっていいです。
２． ホテルの予約が取りにくいからです。
ホテルの値段が高くなっているからです。
バスや電車などがいつも混んでいるからです。
３． 文化習慣の違いから起きるトラブルです。
マナーの違いによるトラブルです。
４． 昔から日本では入れ墨に悪いイメージがありますが、外国ではファッションの
一部として親しまれています。
５． 写真を撮ってはいけない場所で写真を撮ることがありました。
お寺や神社で大声を出すことがありました。
ゴミをどこにでも捨てて、持ち帰らないことがありました
６． 紙、プラスチック、缶は一緒に捨ててはいけません。
道にゴミを捨ててはいけません。
公園などにゴミ箱がなかったら、ゴミを持ち帰らなければなりません。
７． 外国語でマナーやルールを説明する案内を作ります。
漫画やイラストでわかりやすくマナーやルールを説明します。
トピック 12 騒音問題
１． 自分のものではなくて、借りている住まいです。
２． まだ子どもがいないので、ふうふふたりだけだったからです。
そして、すぐ引っ越せるからです。
３． いっしょにご飯を作って、話しながらガーデニングをしたり、かじをしたりして
います。
４． 夫は歩いて駅へ行って、電車で会社へ行っています。
妻は自転車で通っています。
５． 若いふうふで、とても優しそうに見えました。
６． 夜遅くまで、よく大声で話したり笑ったりしています。
4 時までパーティをしていたようでした。
７． ていねいに手紙を書いて、近所のドアの下からこっそり入れました。
８． ひっこしするしかないと親に言われました。
それは、警察を呼んでも無駄だし、もっと大きいトラブルになるかもしれないか
らです。
トピック 13 迷惑行為
１． プライバシーが守られています。
となりの家の話し声も、せんたくきの音も聞こえません。
２． にわがついていますから、友達とお茶をしたり、子どもと遊んだりすることが楽
しめます。
３． 夫でも妻でも仕事をしていて、子どもがいるふうふです。
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４． 妻の友だちの知り合いで、同じ町に住んでいるおばさんです。
ふたごの育て方やいくじの心がまえなど、いろいろなことを丁寧に教えてくれた
からです。
５． 近所の子どもがトラブルを起こしました。
６． 子どもたちがボールだけでなく、エアガン遊びもしていて、筆者の庭の植木鉢を
壊してしまいました。
７． 相手の親と学校に相談しようと思っています。
８． いいえ、しません。
トピック 14 働く女性
１． 鈴木さんは一人暮らしをしています。
２． がいこくごを専攻していました。
３． なぜかというと、鈴木さんだけが重要ではない仕事しかもらえなくて、同期の人
と接点がだんだんなくなっていったからです。
４． コーヒーを入れることや資料のコピーでした。
５． それは、説教されているようで、とても嫌だったからです。
自分が会社にいる価値がないようで、役に立たない人間のように思ったからです。
６． 上司の清水さんと出会ったことです。
７． 留学したけいけんがあって、英語がとても上手だそうです。
８． 自分が必要とされていると思ったからです。
９． 鈴木さんは今、カスタマーマネージャーです。
トピック 15 家庭の主婦
１． 金融関係の仕事でした。
２． 4 人家族です。
３． それは、田中さんのご主人は仕事があって、いつも海外に行くからです。
４． 赤ちゃんがいつも夜中に泣いたからです。
ねぶそくだったからです。
そうちょうからミルクの準備をしなければならなかったからです。
５． それは、抱っこしても赤ちゃんが泣き止んでくれなかったことです。
６． 仕事への再就職という計画がありました。
７． 子どもがどんどん大きくなったからです。
経験が積めるようになったからです。
子育てにどんどん慣れてきたからです。
８． それは同僚を困らせる可能性があって、周りの視線が厳しいということです。
トピック 16 人口集中の問題
１． 若者はいい生活や仕事を求めるために大都会に移ります。
地域の店が売り上げに困ります。
税金が取れなくなってしまいました。
公共サービスや社会保障不足が問題になりました。
２． 昔、地方（いなか）から東京に来た人々は今はもうお年寄りになったからです。
３． 介護施設や医療施設を増やす必要があります。
４． 日本の経済を動かす労働人口が減ります。
日本の経済が弱まります。
税金も集まりにくくなります。
５． 地方に設備が足りないからです。
仕事もないからです。
『読んで考える日本文化』香港日本語教育研究会（2017）

６． 日本政府は助成金を増やして、地方の公共事業を改善します。
工場や農家に援助を与えます。
地方の人材を育成して、活かしていなかった資源を活かします。
いなか暮らしを体験できるツアーを行います。
トピック 17 地方を元気にする
１． 若者が仕事を求めて都市へ移り住んだからです。
２． 地方の特産品を宣伝するイベントを全国で行います。
国民は地方の特産や風習がわかって、興味を持ちはじめることがいいです。
３． 美しい自然を体験しながら、地方の郷土料理を食べたり、地域の住民と交流した
りします。
４． 公共施設が足りなくて、生活が不便です。
田舎の交通が不便で、一日バスが一本、二本しかありません。
田舎に学校や病院などの施設も足りませんから、生活が不便です。
田舎に映画館やショッピングセンターなどのごらく施設もありません。
政府は田舎の公共施設を増やします。
生活しやすい環境を作ります。
５． いろいろな取り組みで、地方で暮らしに興味を持つ若者が増えて、地域の個性や
特別さがもっと知られたら、田舎に住みたい人が多くなったからです。
トピック 18 自然資源を生かすこと
１． この 15 年間、かんきょうがわるくなったからです。
２． 東京の大学に入学するため、町を出ました。
東京の大手企業で仕事をしていました。
３． 実家に帰ってきたとき、家の前で落ち葉を掃いて、ゴミ袋に詰め込んでいた母親
の姿を見て、そんなきれいな紅葉をゴミに出して、もったいないと思ったからで
す。
４． 町にすでにある自然資源を生かします。
誰でもできるかんたんな仕事を町の人に紹介して、お金をえます。
５． とても元気になって、毎日楽しく、生き生きと働いているようです。
６． 森に入って、紅葉をひろい、家に持ち帰って、紅葉を色ごとにわけます。
葉っぱを切ったり、折ったりして、いろいろな形にして、商品にします。
７． カードのおもてに紅葉を貼ります。
紅葉をお菓子にかざります。
８． 作業はお年寄りでもあまり力を使わなくても簡単にできるからです。
トピック 19 高齢化
１． 医療のテクノロジーの進歩と生活習慣が改善されたからです。
２． 年金制度とは今働いている世代が払った保険料で高齢者の年金を支える制度の
ことです。
３． お年寄りが増えて年金の支出も多くなるからです。
４． 今介護の施設が足りません。
介護をする職員の人手が不足です。
適切な介護を受けていないお年寄りが大勢います。
老人が老人を介護しています。
５． 必要な医療器材があります。
介護の資格を持っている介護士がいます。
『読んで考える日本文化』香港日本語教育研究会（2017）

６． 介護ロボットは介護の支援ができます。
例えば、入浴の支援ができます。
リハビリの支援ができます。
食事の支援ができます。
７． 年金の負担が減らせます。
お年寄りがこれまでの経験や技術と知識を生かして、次の世代に伝えることがで
きます。
トピック 20 少子化
１． 未婚化と晩婚化が進んでいるからです。
核家族化が進んでいるからです。
価値観が変わったからです。
２． 昔の女性は結婚しなければならないと思っていました。
今の女性は結婚しなくてもいいと思います。
３． 子どもを産んでから成人まで育てるのに何千万もかかるからです。
子どもがいないなら、自由にお金が使えます。
子どもがいないなら、豊な生活が過ごせます。
４． 日本政府は保育所を増やすべきです。
政府は子どもを持つ家庭にボーナスなどの援助金を与えるべきです。
学生に奨学金を与えるべきです。
５． 子育てしている職員の立場を理解します。
時短、時差勤務、男性の子育て休暇取得などの制度を作ればいいです。
トピック 21 高校野球
１． 春と夏、阪神甲子園球場であります。
２． 全国大会に出場するためです。
３． 49 チームあります。
４． 2015 年で 100 年行なわれています。
５． ひとつひとつのプレイを大事にしています。
６． 監督や家族、出場できなかったチームメイトなど多くの人です。
７． 野球の技術と礼儀とチームワークです。
８． 世界に続く夢の場所です。
トピック 22 オリンピック
１． 4 年に一度開催される世界のスポーツの祭典です。
２． 「五輪」と呼んでいます。
オリンピックのシンボルマークが 5 つの輪だからです。
３． 障がい者を対象にしたオリンピックです。
４． 薬物を使います。
ドーピングといいます。
５． 体や精神を強くします。
勇気や感動を与えます。
６． スポーツを楽しむことができます。
ことばや文化がちがう人々と交流することができます。
７． 町をきれいにしたり、新しい施設を作ったりしています。
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