
問題カー ドB CDl国～国

You havc one rninute to prcpare.

This_二主整型型堕 ut a ttup互 WhO m9ved tO a housc wlh a yard.

You havc two minutes to narrate thc story.

Your story should bcgin、 vith thc follo、ving sentcnce:

One day,a fouple ⅡaS SItting outside ln thel new_Yユ rd。

A few days later

7
① l②

Later that day
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No.l  Please look at the fourth picture.If you were the husband, 1畠

what would you be thinking?                           
‐.‐面‐
1接

No. 2    Do you think that people should treat pets like inembers of   ll■ |

the falnily?

No. 3    Do hospitals in Japan provide people with sufncient care?

No. 4    Should the govemment do more to protectthe environment?
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ご,1■〕鶴 One day,a couple lⅣ as sitting outside in their new yard.The

husband suggcsted to his wifc that they get a dog. His Wife

thought this、 vas a good idca,and shc imagined playing with a

dog in the yard.A fc、 v days later,the couple was at the pct storc

and had just bought a puppy.The store clerk offered them pet

insurancc for$20 per FnOnth,but the husband said thcy did not

、vant it. A ycar latcr,howevcr,thc couple、 vas walldng on thc

bcach with thcir dog. Thc dog stepped on some broken glass

and hurt its lcg. Latcr that day, thc couple was at an anillllal

hospital.Their dog had reccived treatlnent, and had a bandagc

on its leg. Thc wifc was sho、 ving her husband thc bill, which

said thatthe cost for thc treatment was S500.

ある日,1組の夫婦が彼らの新 しい庭に出ていすに座つていました。夫

は妻に犬を飼うことを提案 しました。彼の妻は,それは良い考えだと思

い,庭で犬と遊んでいるところを想像 しました。数日後,夫婦はペツ ト

ショップに居て,ち ようど子犬を買つたところで した。店員は 1カ 月

20ドルのペッ ト保険を二人に勧めましたが,夫はいらないと言いまし

た。しかし,1年後に夫婦は犬と一緒に海辺を歩いていました。犬は割

れたガラスを踏んで足にけがをして しまいました。その日の後刻,夫婦

は動物病院に居ました。彼らの犬は治療を受けて,足に包帯をしていま

した。妻は夫に請求書を見せていますが,そこには治療費が 500ド ル

であると書かれていました。

□ロロ このナレーションで押さえておきたい点は,①夫が妻に大を飼うことを

提案し,妻は庭で大と遊ぶことを想像した,②ペットシヨ/プで子大を

買ったとき店員からペット保険を勧められたが,夫が断った,③海辺を

散歩中に大が割れたガラスを踏んでけがをした,④動物病院で治療を受

けたが,無保険だったので 500ド ルという高額な治療費を請求された,

の4点 である。1コ マロの説明でsuggest「 提案する」,2コ マロで

offcr「勧める」といった動詞を適切に使えるようにしておきたい。3コ

マロの大がけがをした状況の説明では Step on～ 「～を踏む」といった

表現も必要となる。

47



No.1
讐‐′1■

m

No.2
tl■■i「 :

皿

No.3
)● が,←

皿

No。 4

皿

I'd be thinking, “I、vish wc'd takcn out pet insurancc when we

bought our dog. If we had, wc wOuldn't havc to pay this

cxpensive bill."

「4番 目の絵を見て ください。 もしあなたが夫だったら,どんなことを

考えているでしょうか」という質問。解答例では保険を掛けなかったこ

とで高額の治療費を支払う結果になったことを後悔 している。 しかし月

20ド ルという保険料 も決 して安いものではないので,「保険を掛けるの

はあきらめてけがをさせないように気を付ける」という解答もあ り得る。

Ycs.Pcts should bc treatcd well as thcy are living creatures just

likc us.Pcts also bring pleasure to their owncrs,so they deservc

to bc considercd part of the falllily

「人々はペ ットを家族の一員のように扱 うべ きだと思いますか」という

質問。解答例ではペットも生 き物であること,飼い主に喜びを与えて く

れる存在であることを理由に賛成意見を述べている。仮に反対意見を述

べるとすれば,ペ ットにぜいたくな食事をさせたり着飾 いせたりするこ

とは行き過ぎと主張することもできるだろう。

Yes  ln my cxpericncc, hOspitals are 、vcll equipped and

efflcicntly run.「Fhe doctors arc also highly skillcd and trcat

paticnts wcll dcspitc bcing vcry busy.

「 日本の病院は人々に十分な医療を提供 していますか」 という質問。解

答例では充実 した設備,効率的な運営,医師の高い技術など, 日本の病

院の優れている点を具体的に挙げて Ycsと 答えているc仮 にNoと 答

えるとしたら,最近問題になってきた医師不足問題など.具体的な問題

点を理由として挙げる必要がある。

Ycs. Evcry ycar, more of the countryside is dcvclopcd and

pollution from factories incrcascs. If thc govcrnmcnt docsn't

makc stricter laws soon, it may bc tOo late to save the

envlronment.

「環境を守るために政府はもっと多 くのことをするべ きで しょうかJと
いう質問。解答例では「環境破壊が進んで手遅れになる前に環境保護の

ための法整備が必要」という理由で賛成意見を述べている 異なる意見

としては,「政府 よりも非政府組織や市民団体の取 り組みがよ |)重要に

なってくる」といったものが考えられる。
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