
面 接

問題カー ドA CDl四～田

理 IS a itOry_lbout a family that Lad iv上里9Ved_10 a nc、 、
ncighborhood.

You have twO Ⅱlinutes to nalate thc story.

Your story should bcgin、 vith the fo1lowing sentcnce:

Qtt d,x,a famnv聖聖l to a ttCal pa些 。

hat evening

丁his park is very dirty )二

An houriater
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No。 2  Do children obey their parents less these days?       |||

No. 3    Should schOols prOvide more physical education for their

students?

No。 4    Do you think that peOple would be willing to pay higher

taxes to get better public services?
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１１
年
度
第
２
回
　
面
接

‐ .   One day,a family went to a local parko Thc young daughtcr

was cxcited and ran off to play in thc park.Therc、 vas a lot of

trash lying around, and the mothcr and father lookcd shockcd.

The fathcr said to the mother that thc park was vcry dirty.That

evcning,thc farnily、vas at homc.Thc mothcr was showing the

father an ad in the ncv/spapcr for an indoor play arca for kids,

and he looked intcrestcd. Thc fo1lowing Saturday, thc falllily

wcnt to thc play arca that、 vas advertiscd in the nc、vspapcr.The

entrance fcc 、vas 10 dollars pcr hour for onc person. As the

father was paying thc fec, he thought to hilnsclf that it 、vas

expcns市c.An hour later,the family had just left thc play area.

Thc mother and daughter lookcd happy, and the daughter said

that shcヽ 〃anted to go back again thc follo、ving wcek.

解1動Jの訳 ある日,ある家族が地元の公園に行きました。幼い娘は興奮して,公園

で遊ぶために駆け出しました。そこにはごみがたくさん散らかつていて,

母親と父親はシヨツクを受けている様子でした。父親は母親に,公園は

非常に汚いと言いました。その夜,一家は家に居ました。母親は父親に,

子供のための屋内遊技場の新聞広告を見せていましたが,父親は興味を

持つている様子でした。次の土曜日,一家は新聞に広告が出ていた遊技

場に行きました。入場料は 1人 1時間につき 10ドルでした。父親は料

金を支払いながら,内心それは高いと思いました。1時間後,家族はち

ょうど遊技場を出たところでした。母親と娘はうれしそうな様子で,娘

は次の週もまた来たいと言いました。

優目Dこ のナレーションで押さえておきたい点は,ll公園が汚くて娘を遊ばせ

たくないと両親が思った,②その晩,屋内遊技場の新聞広告を見て両親

が興味を持った,①次の土曜日に実際に遊技場に来てみたが,高い入場

料に父親がやや困惑していた,① l時 間後に出てきたとき,娘がうれし

そうにまた来たいと言った,の 4点である。1コ マロで公園にごみが散

らかっている様子の描写は,公園が汚いと思ったことの重要な根拠であ

るので,ぜひ入れたい。3コ マロで最も重要な情報は「入場料」である

が,the cntrance[admission]fCCと いう表現は使えるようにしておき

たい。
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I'd be thinking, ``「 rhe play arca may be expcnsivc, but it's

probably worth it.Ⅳ 【y daughtcr c可 oyCd herselt and I'd rather

shc playcd herc than in thc dirty park."

「4番 目の絵を見てください。もしあなたが父親だったら, どんなこと

を考えているでしょうか」という質問。多少入場料が高くても娘を安全

で清潔な場所で遊ばせることを最優先するなら,解答例のように答える

ことができる。もし出費を抑えることを考えるなら,「 ここを利用する

のは月 1回 にしよう」などと,回数市1限を加えることもできる。

Ycs.Parcnts uscd to bc strictcr and would punish their children

for disobcying thcm. Nowadays, parcnts are too lenient, so

childrenjust do whatever they want.

「このごろの子供たちは両親の言うことに従わなくなっていますか」と

いう質問。子供たちが両親に従わなくなっている傾向を否定的にとらえ

るなら,解答例のように「最近の親は子供に寛容過ぎる」と答えること

ができるが,逆に「それは最近の親が子供の自主性を尊重するようにな

ったためで必ずしも悪いことではない」と述べることもできる。

Yes. NIIany children now spend a lot of tilne playing indoors,

which has a negative effect on their health,so it's irnportant that

they are made to exercise at school.

「学校は生徒に, より多くの体育の授業を提供すべきでしょうか」とい

う質問。賛成の立場からは解答例のように,最近の子供が室内で遊ぶ傾

向が強いことを理由に「強制的に運動をさせたほうがよい」と答えるこ

とができる。一方,反対の立場からは「学校内外のスポーツクラブなど

への自主的な参加に任せるべきだ」などの意見を述べることもできる。

Yes. Pcoplc are generally against highcr taxes becausc the

govcmmcnt wastcs moncy,butthcy wouldn't rnind paying morc

ifthey could see thatthc money hclped their community.

「あなたは人々がより良い公共サービスを受けるために喜んでより高い

税金を支払うと思いますか」という質問。解答例では税金の無駄遣いの

ために多くの人が税金の引き上げに反対している現状に触れつつも,「地

域社会に役立つことに使われるなら支払うだろう」と述べている3も ち

ろん,「無駄遣いが改善されない限り支払わないだろう」と答えてもよ

い。
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