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TRY! N2 第１章 

２ 国籍を問わず 

名前： 

１． 

① この施設は屋根が開閉するので、 ● ● 年齢国籍を問わず、この地域の人たちが 

利用できる。 

② アメリカのディズニー社の映画は ● ● 天候を問わず、いつでも試合ができる。 

美しい映像で

③ 体育館、図書館などすべての施設は ● ● 季節を問わず、多くの人たちが訪れる。 

④ 国内でも、有数の観光地であるこの町は ● ●  国の内外を問わず、昔から人気がある。 

２． 

① は、 を問わず、 ができる。 

② は、 を問わず、 人気がある。 

③ は、 を問わず、 利用できる。 

④ は、 を問わず、 訪れる。 



TRY! N2 第１章 

 

４ 経験年数に応じ 

名前：           

１． 

① アルバイト料は、         に応じて支払われる。 

② 海外旅行をするときは、その国の         に応じた服装を準備するべきだ。 

③ 毎日運動する場合でも、その日の         に応じて運動量を加減したほうがいい。 

④ リフォーム会社では、客の         に応じて部屋を改造してくれる。 

 

注文  体調  労働時間  気候 

 

 

２． 

①         は、              に応じて支払われる。 

 

②        、その日の        に応じて、              。 

 

③        では、客の        に応じて、              。 

 



TRY! N2 第１章 

 

８ 履歴書持参のこと 

名前：           

１． 

① ミーティングルームを退出の際は ●      ● 学校に届け出て許可をもらうこと。 

② 自転車通学を希望する場合は   ●      ● 電気、エアコンを消し、ごみは持ち帰ること。 

③ 会議室を使用する際は      ●         ● 利用時間、人数を総務部に申し出ること。 

④ 期末のレポートは          ●      ● 提出期限までにメールで教授に送ること。 

 

 

２．動物園・図書館・海など自由に場所を選んで、そこのルールを書きましょう。 

例）動物園 例）動物にエサをやらないこと。 

（      ） ① 

 ② 

 ③ 

 ④ 

 

３． 

グループの中で、順番に自分の持っているシートを読みましょう。聞いている人はどこの注意事項

か、その場所を当てましょう。 

 



TRY! N2 第２章 

 

 

２章 転任のあいさつ 章末チェック 

名前：           

別れのあいさつ 

 

 

事務所のみなさん、今までありがとうございました。 

田中事務局長①＿＿＿＿、皆さんには本当にお世話になりました。 

日本に来て②＿＿＿＿、生活のこと③＿＿＿＿、日本での就職のこともあって不安でいっぱいの 

毎日でした。 

そんなとき、事務所の皆さんがいつも相談に乗ってくださいました。 

また、日本での就職希望の私に、日本で仕事をする④＿＿＿＿大切なことも教えてくださいました。 

今回、運よく就職が決まり、残念⑤＿＿＿＿、コースを修了せず、学校を去ることになりました。 

就職先では、外国人スタッフのお世話を中心とした仕事をすることになります。 

自分にできるのかという心配もありますが、やる⑥＿＿＿＿＿＿精いっぱい頑張ります。 

学校を離れても、日本にはいますので、お会いする機会がなくなる⑦＿＿＿＿＿＿ 

何か困ったときには、連絡させてください。勝手なお願いですが、 

これからも今までと変わる⑧＿＿＿＿＿、ご指導いただきたく思っています。 

今まで本当にありがとうございます。そして、これからもよろしくお願いいたします。 

これ、私からのほんの気持ちです。クッキーです。みなさんで召し上がってください。 

お忙しい時間に失礼いたしました。 

 

 

 

 

                    

a. 上で  b. からには  c. ことなく d. をはじめ 

e. はもとより  f. 以来  g. わけではありません  h. ながら 
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