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LV2 JAPONAIS 
Eric LE GUEVEL, Professeur à l’ebs Paris et à l’ESG MS

SUJET D’ANNALES ET CORRIGES

[1. QCM (12 points)]

Choisissez la réponse la plus adaptée.

Question 1. はな子さんは手に（　　　　）をしています。

(A) イヤリング   (B) ゆびわ

(C) とけい   (D) ネクタイ

Question 2. カレンダーをへやのかべに（　　　　）。

(A) おきました   (B) かけました

(C) しました   (D) しまいました

Question 3. このノートは（　　　　）とてもいいです。

(A) やすいて   (B) やすい

(C) やすくて   (D) やすいな

Question 4. このとおりは,　くらくて（　　　　）です。

(A) かなしい   (B)  こわい

(C) いたい   (D) すごい

Question 5. あした（　　　　）つもりの本は、日本語の本です。

(A) 買った   (B) 買いました

(C) 買う   (D) 買って
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Question 6. 日本に行きたいです。（　　　　）今、日本語をしてい
ます。

(A) それから   (B) それで

(C) では   (D) たとえば

Question 7. ７時にレストランを（　　　　）してあります。

(A) よやく   (B) でんわ

(C) よてい   (D) やくそく

Question 8. ともだち（　　　　）じしょをかりました。

(A) を (B) と	 (C) に (D) へ

Question 9. えき（　　　　）あなたの家までとおいですか。

(A) より (B) まで (C) に (D) から

Question 10. インドりょうりは（　　　　）食べたことがありません。

(A) まだ (B) もう (C) いつも (D) でも

Question 11. はるになる（　　　　）、　あたたかくなります。

(A) とき (B) と (C) たら (D) で

Question 12. とりが（　　　　）とんでいます。

(A) を (B) で	 (C) から (D) も
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Question 13. だれ（　　　　）ドアをあけてください。

(A) も (B) が (C) に (D) か

Question 14. ふうとうに、きってを（　　　　）。

(A) のせてください  (B) はってください

(C) おいてください  (D) つけてくだい

Question 15. ２０さいに（　　　　）、おさけを飲みます。

(A) なって   (B) なっても

(C) なるとき   (D) なったら

Question 16. 社長からプレゼントを（　　　　）。

(A) めしあがりました (B) あげました

(C) いただきました  (D) さしあげました。

Question 17. 「（　　　　）さいふがみつかりました。」「よかった
ですね。」

(A) こわした   (B) こわれた

(C) おとした   (D) おちた

Question 18. ねる前に、はを（　　　　）いけません。

(A) みがいては   (B) みがかないで

(C) みがかなくては  (D) みがかなくても
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Question 19. 今から学校へ（　　　　）ところです。

(A) 行っている   (B) 行く

(C) 行った   (D) 行きたい

Question 20. が私のシャツを洗って（　　　　）。

(A) くれた   (B) もらった

(C) やった   (D) くださった

Question 21. ノートの字が（　　　　）すぎて、読めません。

(A) うすい (B) うす	 (C) うすく (D) うすくて

Question 22. 「買い物に行きませんか？」

「雨が（　　　　）、お金もないので行きません。」

(A) ふっているため  (B) ふってあるし

(C) ふっているし  (D) ふっているのに

Question 23. あの子はいつも泣いて（　　　　）います。

(A) ばかり (B) だけ	 (C) ながら (D) も

Question 24. 本を（　　　　）えてください。

(A) 見なくて (B) 見ずで	 (C) 見なくて (D) 見ずに

[2. Essai (8 points) (250 mots, +/– 10 %)]

地震、台風、津波があって、日本は住みにくい国だと思いますか？
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