
応答問題1 

Imagine that a local news media is introducing attractions of the 
town you live in. You are having an interview about your 
neighborhood.  

Q1: What is your favorite thing to do in the town? 

Q2: Where do you usually go when you have dinner with your 
friends? Which food do you like the most? 

Q3: Do you want to live in the neighborhood for a long time? Why, 
or why not? 

日本語訳： 
地元メディアが、あなたの住んでいる町の魅力を紹介しているとしましょ
う。あなたは近所に関するインタビューを受けています。 

Q1: 町で何をするのが一番好きですか？ 

Q2: 友人と夕食を取るとき、普段どこに行きますか？どの料理が最も好きで
すか？ 
Q3: 近隣に長い間住みたいですか？その理由は？ 

解答： 
Q1: I like to relax and enjoy a cup of tea in a nearby cafe. I also 
like to go shopping and look at varieties of goods, such as clothes 
and household items in the local stores.  

Q2: I often go to an Italian restaurant five minutes’ walk from my 
home. My favorite is seafood pasta. The seasonal seafood and the 
cream sauce go very well with white wine.  

Q3: I would like to live in the neighborhood for a long time, 
because I am comfortable with my life here. I was born and grew 
up in this town, and my parents are living close. We also live in a 
quiet environment. When I have a family in the future, I am looking 
forward to having my children go to the same school as me.  



 日本語訳： 

Q1: 近くのカフェでのんびり紅茶を飲むのが好きです。また、近くのスー
パーで買い物したり洋服や日用品といった雑貨を見たりするのも好きです。 

Q2: 家から歩いて５分のイタリアンレストランによく行きます。お気に入り
は海鮮パスタです。季節の海鮮とクリームソースが白ワインによく合いま
す。 

Q3: 私は近所に長い間住みたいと思います。なぜなら、ここでの生活が心地
よいからです。この町は私の生まれ故郷で、両親も近くに住んでいます。環
境も静かです。将来子供ができれば、子供たちが私と同じ学校に通うのが楽
しみです。 

解説： 
読み方のポイント 
/ 息の引き継ぎや意味の区切り　 
下線：音の繋がり　　　太字：アクセント 

Q1: I like to relax and enjoy a cup of tea/ in a nearby cafe. I also 
like to go shopping/ and look at varieties of goods,/ such as 
clothes and household items/ in the local stores.  

(注)”My favorite thing to do is to relax~”またはコンパクトに”I like to 

relax~”と答える。「近くの」が複数回出てくる場合、nearby, nearest, 

localなど複数表現で言い換えると良い。 

Q2: I often go to an Italian restaurant/ five minutes’ walk/ from 
my home. My favorite is seafood pasta. The seasonal seafood and 
the cream sauce/ go very well with white wine.  

（注）”Where”「どこ」、”Which”「どの」に対し、場所=”an Italian 

restaurant”や物事＝”seafood pasta”などと的確に答える。「歩いて５
分」は”five minutes’ walk”または”a five-minute walk”となる。最も好き
な料理を答えた後は、その理由や料理の説明を付け加えると良い。 



Q3: I would like to live/ in the neighborhood for a long time,/ 
because I am comfortable/ with my life here. I was born and grew 
up in this town,/ and my parents are living close. We also live in a 
quiet environment. When I have a family in the future,/ I am 
looking forward to having my children/ go to the same school as 
me.  

(注)”Do you want to~?”と聞かれたら”I want to ~/ I would like to~”も
しくは”I don’t want to~/ I wouldn’t like to~”と答える。その際、”

want”や”like”、”don’t”や”wouldn’t”を強調して意思をはっきり示す。”

Why~?”と理由を聞かれたら、”because~”を必ず入れて理由を説明する。 

出題の意図： 
応答問題では、身近な事柄について解答を求められる。居住地域の特徴やお
すすめスポットに関する説明は基本として押さえておく。また”Why”

や”What”といった質問に対し、理由などを具体的に説明できるようになっ
ておくことが重要。 



応答問題２ 

Imagine that a telecom company is conducting a survey to users. 
You have agreed to a telephone interview on cell phone usage. 

Q1: How often do you use your cell phone? 

Q2: What do you like to do on your cell phone? 

Q3: Describe advantages and disadvantages about using a cell 
phone.  

日本語訳： 
通信会社がユーザー調査をしていると想像してください。あなたは携帯電話
の使用に関し、電話でのインタビューに応じます。 

Q1: 携帯電話をどれくらいの頻度で使用しますか？ 

Q2: 携帯電話で何をするのが好きですか？ 

Q3: 携帯電話を使用することの長所と短所を述べなさい。 

解答： 
Q1: I am always with my cell phone. I use my company’s cell phone 
to chat or sometimes call during my work. When I am not at work, 
I send and receive emails and search the Internet. 

Q2: I like to check emails and search the Internet. I check and 
search some terms and current affairs that I want to know more on 
Google. 

Q3: The advantage of using a cell phone is that it is portable and 
you can use it anytime. You can get all kinds of information through 
the Internet. However, some people are so addicted to gaming and 
watching videos that they are unaware of the surroundings or make 
their eyesight worse. 



日本語訳： 
Q1: 携帯電話は常に持ち歩きます。仕事中は会社の携帯でチャットやたまに
電話で連絡を取ります。仕事外では、メールやネット検索します。 

Q2: メールのチェックやネット検索が好きです。グーグルで詳しく知りたい
用語や時事ネタを検索して調べたりします。 

Q3: 携帯電話を使うことの長所は、コンパクトに持ち歩けて、いつでも使え
るところです。インターネットを介してあらゆる情報を得られるます。しか
し、ある人たちはゲームやビデオを見るのにとても依存してしまい、周囲に
気が付かなかったり、視力を落としてしまうことにつながってしまいます。 

解説： 
読み方のポイント 
/ 息の引き継ぎや意味の区切り　 
下線：音の繋がり　　　太字：アクセント 

Q1: I am always with my cell phone. I use my company’s phone/ 
to chat or sometimes call/ during my work. When I am not at 
work,/ I send and receive emails/ and search the Internet. 

（注）”How often~？”は「どれくらいの頻度で～しますか？」の意味。一
文目に”I am always with my cell phone”「携帯をいつも持ち歩いていま
す」や”I use my cell phone only once a day”「携帯は１日に一回しか使
いません」といった回答が適切。 

Q2: I like to check emails and search the Internet. I check and 
search some terms and current affairs/ that I want to know more 
on Google. 

（注）”What do you like to do ?”「何をするのが好きですか？」に対して
は"I like to~”「～をするのが好きです」と答える。 



Q3: The advantage of using a cell phone/ is that it is portable/ and 
you can use it anytime. You can get all kinds of information/ 
through the Internet. However,/ some people are so addicted to 
gaming and watching videos/ that they are unaware of the 
surroundings/ or make their eyesight worse. 

（注）長所と短所を両方解答に収める。”The advantage/ disadvantage 

of A is~”「Aの長所／短所は～」となる。解答では”However”「しかし一方
で」を用い、”The disadvantage is~”の代わりとして対比を表している。 

出題の意図：携帯電話やパソコンといったデジタルデバイスは今や多くの人
にとって生活に欠かせないアイテム。一方、使いすぎにより、依存症や視力
低下といった社会問題も浮き彫りになっている。そうした話題にも目を向け
て自分の生活に当てはめて説明できるようになっておくこと。


