
Topic 1‐1 「自己紹介」  
私の名前はヒビノケイコです。20歳で、岐阜県北部の飛騨出身です。朝日大学の 1年で、経営学を専攻しています。
実家は大学から遠いので、名古屋で一人暮らしをしています。	 一人暮らしは快適なのですが、時々ホームシック

になります。姉が 2 人いるのですが、歳がかなり離れています。2 人とも結婚しているので、私には姪が 2 人と甥
が 2 人います。お正月に彼らに会うのが楽しみです。一番上の姉は、結婚する前に 2 年間アメリカに住んでいまし
た。私は外国に行ったことがないのですが、いつかアメリカに行ってみたいと思います。 
Topic 1‐2	 「はじめまして」  
私の名前はヒラカワマイです。愛知県、岡崎市出身です。岡崎市は名古屋南部へ電車で 30分の所にあります。私は
生まれた時からそこに住んでいます。大学で法律を勉強しているのですが、英語にもとても興味があります。去年

の夏にオーストラリアにホームステイをして、来年また行きたいと思っているので、今英語を一生懸命勉強してい

ます。私は両親と弟と一緒に住んでいます。父は市役所で働いていて、母は専業主婦です。弟は高校生です。子ど

もの頃は弟とよくケンカをしましたが、今は仲良くやっています。 
Topic 1-3	 「これが僕です」  
僕の名前はトモヒロですが、友達は「トモ」と呼びます。僕は美術･デザインの専門学校に通っています。将来はグ

ラフィックデザイナーになりたいと思っています。両親と一緒に三重県に住んでいます。三重県は住むには良い所

なのですが、僕の学校は名古屋にあるので、通学に 2 時間かかります。何人かの友達は、学校の近くで一人暮らし
をしていますが、僕の両親は一人暮らしに反対しています。僕は一人っ子なのですが、タローという犬を飼ってい

ます。僕は、毎朝学校に行く前に、タローを散歩に連れて行きます。 
Topic 1‐4	 「僕の生活」  
僕の名前はスズキユウスケです。19 歳で、双子の兄（弟）がいます。兄（弟）の名前はダイスケです。僕たちは、
顔は似ていますが、性格は全く違います。彼はスポーツが大好きなのですが、僕は英語の方に興味があります。僕

は大学で英語を勉強していて、週に 3 回、英会話スクールにも通っています。大学を卒業したら、海外に住んで仕
事をしたいと思っています。僕は、中学生の時に、家族でカナダ旅行をしてからずっと英語が好きです。外国の友

達ができるように、英語を頑張りたいと思います。 
Topic 1‐5	 「トモエについて」  
私の名前はホンダトモエです。「ホンダ」は日本ではよくある名前で、ホンダ自動車のおかげで、世界中でもよく知

られています。私は京都で生まれましたが、父の仕事の関係で、中学の時に東京に引っ越しました。いまだに京都

にも友達がいて、時々彼らに会いに行きます。趣味はギターを弾くことで、高校の友達 3 人と一緒にバンドを組ん
でいます。バンド活動を始めてから半年になります。私たちはまだあまり上手くありませんが、一生懸命練習して

います。来月に初めてのライブを計画しています。 
Topic 1‐6	 「私について」  
私の名前はサカキバラエミです。血液型は O 型で、誕生日は 2 月 18 日です。福岡で生まれましたが、今は両親と
妹のヒロミと一緒に青森に住んでいます。私は大学生で、家の近くのコンビニエンスストアでアルバイトをしてい

ます。大学のすぐ近くに住んでいるので、朝は早起きをしなくても大丈夫です。私は洋画を見るのが大好きなので、

英語を勉強しています。好きな映画は「バック･トゥ･ザ・フューチャー」と「ハリー・ポッター」です。「プリズン・

ブレイク」や「アントラージュ」などの海外ドラマを見るのも好きです。 
Topic 1‐7	 「オクダリュウジ」  
僕の名前はオクダリュウジです。鎌ヶ谷という小さな町の出身です。鎌ヶ谷は東京のちょうど東方にあります。僕

は東京の大学で経営学を勉強していて、現在 2 年生です。大学の野球部に所属しています。毎日練習があり、週末
には試合があるので、とても大変です。宿題をする時間があまりないので、時々授業で困ったことになります。シ

ョウタという弟がいるのですが、彼も野球をやっているので、土曜日には家の近くの公園で一緒に練習しています。 
 



Topic 2‐1	 「私の家族」  
私は 5 人家族で、父、母、兄、妹がいます。父方の祖母も一緒に住んでいるので、6 人で暮らしています。兄のイ
チローは、私とは別の大学に通っていて、歯科医になるために勉強しています。妹のアイリは中学生です。アイリ

はスポーツが大好きで、バレーボールクラブに入っています。私たちはハッピーという犬も飼っています。ハッピ

ーは 1才で、みんなでかわいがっています。ハッピーは家族の一員です。 
Topic 2‐2	 「家族紹介」  
私は母と姉と青森市に住んでいます。父は東京に単身赴任をしていて、なかなか会えないので、父が帰ってくるの

をいつも楽しみにしています。姉の名前はシオリです。姉はデパートで働いています。私たちはとても仲が良くて、

私はよく姉の服を借ります。でも、時々兄（弟）もいたらなあと思います。母は 45歳ですが、とても若く見えるの
で、時々私と姉妹に間違われます。私は母親似ですが、姉は父に似ています。 
Topic 2‐3	 「私の母」  
私の両親は離婚しているので、私は母と 2 人で暮らしています。父は、今は鹿児島に住んでいるので、あまり頻繁
には会いません。私は一人っ子なので、小さい頃は、一緒に遊ぶ兄弟・姉妹がいたらなあ、と思いました。母は家

の近くでコーヒーショップを経営しています。母はいつも忙しいのですが、仕事が好きでいつも元気です。私は母

をとても尊敬しています。困った時はアドバイスをしてくれたり、いつも私を励ましてくれます。私は、将来、母

のようになりたいと思います。 
Topic 2‐4	 「兄弟と姉妹」  
私は、兄が 2人と妹が 1人います。一番上の兄は結婚していて、沖縄に住んでいます。名前はタツローで、29歳で
す。私は、去年、兄の所に泊まりに行きました。兄の奥さんはとてもいい人で、子供たちはとてもかわいいです。

もう 1人の兄は 25歳で、名前はケントといいます。自動車会社に勤めているのですが、どんな仕事をしているのか
はよく知りません。彼は車が大好きで、時々私をドライブに連れて行ってくれます。一番下の妹は、ユミコです。	 

まだ 16歳なので、高校生です。彼女は浴室を長時間占領するので、私たちはよくけんかをします。 
Topic 2‐5	 「私の父と母」 
私は大学の近くで一人暮らしをしているので、家族とはあまり会いません。とても寂しいです。私は母親に似てい

ると言われますが、性格は父親似だと思います。両親は大阪に住んでいて、2 人でレストランを経営しています。
母は料理がとても上手です。2 人とも家族を支えるために一生懸命働いているので、とても忙しいです。高校生の
頃は、両親とよくけんかをしましたが、今はそれをとても恥ずかしく思っています。次の休みに実家へ帰ったら、

みんなで一緒に温泉に行く予定です。 
Topic 2‐6	 「これが私の家族です」  
家族の紹介をします。私の父は 52歳で、広告代理店に勤めています。背が高く、痩せ型で、髪が薄くなり始めてい
ます。父はタバコを吸い、お酒もたくさん飲むので身体が心配です。私にいろいろなことを教えてくれるので、尊

敬しています。母は化粧品会社に勤めているので、メイクや洋服のことに詳しいです。ファッションについて、私

にいろいろなアドバイスをしてくれます。母は実際の年齢よりずっと若く見えます。父と母はとても仲が良いです。

結婚したら、私も 2人のように幸せになれたらいいな、と思います。 
Topic 2‐7	 「私の両親」  
私の両親はかなり遅くに結婚したので、友達の両親よりも年上です。父と母は同じ職場で出会い、それから 7 年後
に結婚しました。結婚して 5 年後に私が生まれ、私の 3 年後に弟が生まれました。母の名前はミナコで、旧姓はフ
ジです。父の名前はテルオです。両親は 2 人とも背が低いので、弟も私もあまり背が高くありません。父は痩せ型
ですが、母は少し太めです。母は料理、特にお菓子作りが得意なので、私たちはいつもおいしいものに囲まれてい

ます。 
 



Topic 3‐1	 「瀬戸」  
私の生まれ育った所は瀬戸市です。瀬戸市は、中部地方・愛知県にある中都市です。愛知県と岐阜県の境目にあり、

名古屋から車で 30分位の所にあります。人口は約 13万人です。「瀬戸」という漢字は、「川の流れが急な所」とい
う意味です。瀬戸は、陶器･陶芸品が有名で、「瀬戸もの祭」という大きな祭りがあります。瀬戸もの祭は、毎年 9
月に行われ、日本中から観光客を集めています。瀬戸には美術館や大きな公園もあるので、住むには面白い場所だ

と思います。 
Topic 3‐2	 「私の故郷」  
私は豊田市出身です。豊田市はトヨタ自動車の本拠地として知られています。豊田市の多くの人は、トヨタやトヨ

タグループの会社で働いています。実は私の父もトヨタに勤めていて、母も結婚する前まではトヨタで働いていま

した。トヨタが多額の税金を納めるので、豊田市の財政は豊かで施設が充実しています。例えば、サッカーや野球、

コンサートなどに使用される大きなスタジアムがあります。でも、豊田市に住むのにはマイナス面もあります。例

えば、工場が多いので空気があまりきれいではありません。 
Topic 3‐3	 「私の村」  
私は、静岡県南部にある小さな村で生まれ育ちました。村中の人がお互いを知っています。私の家は、小さいです

がきれいな庭があり、木や田んぼに囲まれています。村のほとんどが農家です。私の祖父母は、家の周りでお茶を

栽培しています。村には駅がなく、一番近いバス停も徒歩 20 分の所にあるので、住むには不便な場所です。でも、
小さな村に住むことには良い点もあります。例えば、とても静かで、空気もとても澄んでいて、夜には星がきれい

に見えます。 
Topic 3‐4	 「緑区」  
私は、名古屋市郊外にある緑区に住んでいます。名古屋は中部地方にあり、日本で 3 番目に大きな都市です。200
万人以上の人が名古屋に住んでいます。緑区は、名古屋市中心から 30 分位の所にありますが、地下鉄がないので、
電車かバスに乗って行かなければなりません。緑区では、多くの人が住宅を持っているので、住宅開発が進んでい

ます。お店や面白い場所がたくさんあるので、住むにはよい場所です。私はずっと緑区に住めたらいいなあ、と思

っています。 
Topic 3‐5	 「大都市に住むこと」  
私は、東京に住んでいます。つまり日本の首都です。都心部近くのマンションの 5 階に住んでいます。私の家から
は東京タワーが見えます。マンションの近くには、地下鉄の駅やお店がたくさんあるので、住むにはとても便利な

所です。私の中学校と高校は、家からとても近かったので、徒歩で通いました。東京には人がたくさんいるので、

時々とても込み合っている感じがしますが、公園や広場などもあります。私は、週末には、よく家族や友達と一緒

に近くの公園へ行きます。 
Topic 3‐6	 「引越し」  
私は、10歳まで小さな町に住んでいましたが、今は大都市、大阪に住んでいます。父の仕事の都合で大阪に引っ越
して来ました。工場、高層ビルがたくさんあり、人や車であふれています。住むにはとても便利な所なのですが、

騒がしくもあり、空気もあまりきれいではありません。会社が近いので、父はここでの生活を気に入っていますが、

母はよく引っ越したいと言います。私も母と同じ気持ちなので、大学を卒業したら元の町に戻りたいと思っていま

す。 
Topic 3‐7	 「住むのに面白い場所」  
私は三重県、長島の出身です。長島には木曽川が流れていて、工場がたくさんあります。	 地元では長島スパーラ

ンドという、温泉娯楽施設が有名です。長島スパーランドでは、ジェットコースターに乗ったり、大きなプールで

泳ぐことができます。大型ショッピングモールがあるので、名古屋から大勢の人が買い物に訪れます。フラワーガ

ーデンもあり、12 月にはクリスマス･イルミネーションで飾られます。東名阪自動車道が通っているので、長島に
は簡単にアクセスできます。皆さん、ぜひ遊びに来てください。 
 



Topic 4‐1	 「中部大学」  
私は中部大学の 2 年生です。英語英米文化学科に通っています。中部大は私立大学で、約 1 万人の学生がいます。
メインキャンパスは名古屋にありますが、岐阜にもキャンパスがあります。中部大は言語教育、特に英語が有名で

す。仏教系の大学なので、僧侶の先生も何人かいます。留学生が大勢いて、他の市や国に姉妹校があります。高校

の先生に中部大学を薦められたので、この大学に進学しました。 
Topic 4‐2	 「僕の大学」  
僕は市立大学に通っています。市立大学は、愛知県・名古屋市中心近くにある国立大学です。僕は岐阜県に住んで

いるので電車で通学しています。約 1 時間かかかります。市立大学に入るのは難しいので、高校の時は、入試に合
格するために一生懸命勉強しなければなりませんでした。僕は 1 年生で、法律を専攻していますが、英語の授業も
取らなければなりません。大学にはいろいろなクラブがあり、僕はアメリカンフットボール部に所属しています。

部活はとても楽しいのですが、トレーニングはとても厳しいです。僕は大学生活を楽しんでいます。 
Topic 4‐3	 「女子大で勉強すること」  
私の大学は私立の女子大です。大学の付属高校に通っていたので、この大学に進学しました。推薦入学したので、

入学試験を受ける必要はありませんでした。私は 1 年生で、児童教育を専攻しています。大学卒業後は小学校の先
生になりたいと思っています。毎日 9 時から授業があります。大体 5 時半頃に終わりますが、水曜日の午後は授業
がありません。全クラスからの宿題がたくさんあるので、アルバイトをする時間がありません。 
Topic 4‐4	 「私の学生生活」 
私は友人がたくさんいるので、学生生活を楽しんでいます。私たちは、みんな同じ授業を取っているので、多くの

時間を一緒に過ごします。放課後に遊んだり、買い物に出かけたりします。私たちの先生はいい先生なのですが、

とても厳しい先生もいて、宿題をたくさん出します。私は過去について学ぶのが好きなので、歴史のクラスが 1 番
好きです。数学や英語はあまり好きではありません。大学の中にはあまり勉強に興味のない学生もいて、授業中に

よくおしゃべりをしています。いい大学なのですが、ダンスクラブなど、もっと多くのクラブがあったらいいなあ、

と思います。 
Topic 4‐5	 「テスト」  
今はテスト勉強をしなければならないので、学生生活はとても大変です。今年は、教職免許を取るために、余分に

クラスを取っています。それらのクラスはとても難しく、宿題がたくさんあります。最後のテストに合格しないと

教職免許が取れないので、とても心配です。今年のクラスで一番難しいのは心理学です。講義はあまり面白いとは

言えず、教授の言っていることが分からないことがよくあります。このクラスは落としたくないので、テストに受

かるといいな、と思います。 
Topic 4‐6	 「勉強するのに素晴らしい場所」  
私の大学はとても新しく、設備が充実しています。プール付きのスポーツセンター、大きな書店に、コーヒーショ

ップ付きの広いカフェテリアがあります。学生用の駐車場もあるので、私の友人の多くは車で通学しています。建

物はとても綺麗で広々としていて、教室は快適です。全学生は、それぞれ専用のコンピューターを持っていて、キ

ャンパス内のどこからでもインターネットに接続できます。キャンパスの中心には池と木々に囲まれた緑地エリア

があります。多くの学生がそこでくつろいだり、友人同士で集まったりしています。そこは春と秋が特に綺麗です。 
Topic 4‐7	 「忙しい学生生活」  
私は 2 つのクラブに所属しているので、とても忙しい学生生活を送っています。2 つのクラブのうちの 1 つはテニ
スクラブです。夕方は毎日練習があり、週末には試合があるので、ほぼ毎日テニスをしています。とても大変です

が、クラブ内で友人がたくさんできました。文化祭を企画するクラブにも入っているので、秋期はとても忙しいで

す。クラブに入ると、チームワークを学べるので、将来役に立つと思います。来年は就職活動を始めなければなら

ないので、忙しくなったらクラブをやめなければならないかもしれません。 
 
 



Topic 5‐1	 「私の親友」  
私の親友はカオリです。カオリは私と同い年で、子どもの頃からの友人です。彼女には何でも話せるし、本当に信

頼しています。困った時に真っ先に相談する相手です。私たちは、ボーイフレンドのこと、学校のこと、アルバイ

トのことや家族のことなどを話します。小･中学校とも同じ学校でしたが、高校は別の学校に行きました。今は別々

の大学に通っていますが、近所に住んでいるので、彼女とは毎日会っています。時々、朝一緒に駅まで歩いて行き

ます。彼女は生涯の友人です。 
Topic 5‐2	 「高校の友達」  
僕の親友は、高校時代からの友人です。僕たちはみんな野球部で、多くの時間を一緒に過ごしました。僕たちはい

つも支え合い、お互いに励まし合っていたので、とても強いチームでした。僕は、特にクラブの中の 2 人と仲が良
かったです。タクローは一番野球が上手く、僕たちはみんな彼を尊敬していました。ジュンイチはとても頭が良く

て、よく学校の勉強を手伝ってくれました。2 人がどうして僕を好きだったのかは分かりません！僕たちは、今は
別々の大学に通っていますが、僕が帰省する時はいつも集まります。数週間後にまた彼らに会うのが楽しみです。 
Topic 5‐3	 「チビ」  
私の親友の名前は「ナオミ」ですが、彼女はとても小さいので、私は時々「チビ」と呼びます。私がそう呼ぶと彼

女は怒ります。ナオミとはこの大学に入った時に出会ったのですが、もっと長い間友達のような気がします。彼女

は大学の近くで一人暮らしをしているので、よく彼女のアパートで一緒に過ごします。彼女は料理がとても上手な

ので、週に 1、2回、私に夕食を作ってくれます。私とナオミは全然違うので、私たちが友達だということに驚く人
もいます。例えば、私はとても社交的なのですが、ナオミはかなり内気です。私たちは全然違うけれど、とても仲

が良く、けんかもしません。彼女と居ると楽しいです。 
Topic 5‐4	 「友達」  
友達は私にとってとても大切です。困った時はいつも助けてくれるし、いろいろ支えてくれたり、励ましてくれま

す。みんなファッションに興味があるので、洋服についてお互いにアドバイスしています。時々けんかもしますが、

いつもすぐに仲直りします。私には、助けが必要な時に頼れる友達がいます。私はバンドをやっているのですが、

いつも演奏を聴きに来てくれます。私たちはずっとお互いを支え合っていくと思います。 
Topic 5‐5	 「オーストラリアの友達」  
私は、オーストラリアに住んでいる仲の良い友達がいます。彼女とは、去年オーストラリアに留学した時に出会い

ました。彼女は、私のホームステイ先の隣に住んでいました。初めは英語が分からなくて、彼女と話すのは難しか

ったが、彼女はとても親切で、辛抱強かったです。私たちはあっという間に親しくなりました。私が日本に帰る時、

2 人とも大泣きしました。私は今も彼女と連絡を取り合っています。週に数回メール交換をしたり、時々彼女が電
話をくれたりします。来年、日本に来ると言っていたので、彼女に再会できるのをとても楽しみにしています。 
Topic 5‐6	 「誤解」  
私にはエリという親友がいましたが、去年けんかをして、それ以来、彼女は私と口をきいてくれません。彼女は、

私が彼女のボーイフレンドを好きだと思って怒ってしまったのですが、それは違います。実際は、彼の方から付き

合って欲しいと言われたのですが、私は断りました。私はエリに説明しようと、何度も電話やメールをしましたが、

彼女は返事をしてくれませんでした。彼女は今でも私のことを怒っていると思います。エリと私は同じ高校に行き

ましたが、今は違う大学に通っているので、彼女に会うことはありません。いつか、私の話を説明する機会がある

といいな、と思います。 
Topic 5‐7	 「友達を作ること」  
私は大学に入ったばかりなので、まだ本当の友達はできていません。もちろんたくさんの人と出会いましたが、ま

だ彼らのことをあまりよく知りません。実は、私はとても内気なので、友達を作るのは難しいです。友達がいない

と寂しいと思う人もいますが、私は一人でも平気です。寂しい時は、インターネットでチャットをすることができ

ます。チャットは、日本中や海外の人とも話せるのでとても面白いです。普段は一人で居ても平気なのですが、そ

れでも時々寂しくなります。 



Topic 6‐1	 「アルバイト」  
私はコンビニエンスストアでアルバイトをしています。バイトを始めてから半年になります。職場の人たちはとて

も親しみやすく、店長もそれほど厳しくないので、とても楽しいです。大体、週に 2、3 回働いています。時給は
800 円で、月に 5 万円ほどの収入になります。いつもは夕方と週末にバイトをしていますが、学校が休みの間は午
前中も働きます。いろいろな人に出会えるので、コンビニで働くのは面白いです。私はアルバイトから多くの事を

学びました。 
Topic 6‐2	 「ファミリーレストランのバイト」  
私は、ファミリーレストランでウェイトレスのアルバイトをしています。ウェイトレスとして雇われていますが、

時々、キッチン清掃やレジ打ちなどの他の仕事もしなければなりません。キッチンの掃除は本当に嫌いです！高校

生の時に、そのレストランでバイトを始めたので、3年間続いています。バイト仲間はほとんど同い年なので、時々、
バイトの後に一緒に遊びに行ったりします。レストランの店長は良い人なのですが、よく怒って私たちを怒鳴りま

す。給料はあまり良くないので、そのうち別のバイトを探すかもしれません。 
Topic 6‐3	 「教えること」  
私は家庭教師のアルバイトをしています。中学生に数学と英語を教えています。私の仕事は、彼らの受験勉強の手

助けです。現在、4 人の生徒を受け持っています。月曜日の夕方と、土曜日の午前中、日曜日の午後にバイトをし
ています。時給は 1200円なので、他のアルバイトと比べるとかなりいいと思います。来年、自動車免許を取得して、
車を買いたいので、貯金しています。教えるのは面白い仕事なのですが、勉強が好きではない生徒もいるので、時々

難しいこともあります。今は教えることを楽しんでいますが、将来、教師にはなりたくないです。 
Topic 6‐4	 「バイト探し」  
僕は、前はガソリンスタンドで働いていましたが、先月辞めてしまったので、今は新しいバイトを探しています。

前の仕事は楽しかったのですが、冬はとても寒かったです。次は外で働かなければならないバイトはしたくないで

す。友達がバイトをしている居酒屋に紹介してくれると言っていましたが、僕は夜に働きたくありません。塾でバ

イトをしている友達もいますが、僕は教えるのが好きではありません。自分に合ったバイトを見つけるのは簡単で

はありませんが、来年留学したいので、お金を稼がないとなりません。 
Topic 6‐5	 「アルバイト」  
私は、学校の勉強に忙しいので、アルバイトをしたことがなく、今も探していません。ほとんどの友達はバイトを

しているので、私よりもお金を持っていますが、彼らは宿題をやる時間がありません。両親が毎月お小遣いをくれ

るので、洋服などを買うお金は足りています。母は、私に勉強に集中して欲しいと思っているので、私がバイトを

しないことを喜んでいます。でも父は、大学を卒業する前に、アルバイトの経験をした方がいいと言っているので、

2、3ヶ月内に探してみるかもしれません。 
Topic 6‐6	 「結婚式場のバイト」  
私は、結婚式場でアルバイトをしています。毎週末は 1 日中バイトなので、とても大変ですが、仕事が楽しいので
気にしていません。1ヶ月に約 10万円の収入がありますが、バイト代のほとんどは洋服と CDに使っています。い
ろいろな事をするので、この仕事は面白いです。仕事仲間は私よりも年上ですが、みんなとても優しいです。彼ら

からたくさんの事を学びました。残念ながら、上司はあまりいい人ではなく、いつも私のことを怒鳴ります。この

仕事は好きなのですが、上司が原因で辞めることを考えています。 
Topic 6‐7	 「素晴らしい仕事」  
私のバイト先は居酒屋、日本式のバーです。去年、友達の紹介でバイトを始めました。いろいろな種類の飲食物を

販売しています。私の仕事は、料理をしたり、飲み物を作ったり、給仕をすることです。このバイトは 1 年間続い
ていて、とても気に入っています。お客様はとても面白く、時々外国人も来るので、英語を話さないとなりません。

今は、改装工事の為に閉店しているので、今月はバイトがありません。2週間後に店が再開する予定です。 
バイトに戻るのが楽しみです。 
 



Topic 7‐1	 「ラクロス部」  
私は大学のラクロス部に入っているので、ほとんどの時間を練習に費やしています。毎日、放課後にミーティング

や練習があるので、夜 8 時まで家に帰れないこともよくあります。私は、この大学に入ってから、初めてラクロス
をやりました。ラクロス部に入ったのは、友人に誘われたからです。彼女は、入部して 2 ヶ月で辞めてしまいまし
たが、私はまだ続けています。ラクロスを通して新しい友人がたくさんできました。この夏は、1 週間の合宿があ
るので、とても楽しみにしています。 
Topic 7‐2	 「音楽」  
私の趣味は、音楽を聴くことです。音楽を聴くとリラックスできるので、ストレス解消になります。去年の誕生日

に、父が iPodを買ってくれたのですが、今では 1500以上の曲が入っています。いろいろなジャンルの音楽を聴き
ますが、一番好きなのは J‐ポップです。以前は B’z が好きだったのですが、今は Exileに夢中です。Exileの曲を
毎日聴いています。去年、大阪に Exile のコンサートを見に行きました。冬休み中に、彼らの東京コンサートに行
くつもりです。 
Topic 7‐3	 「私の自由時間」  
最近は、クラブ活動とアルバイトでとても忙しいので、あまり自分の時間が持てません。平日は、毎晩 10時までバ
イトをしているので、いつも週末にしか自由時間がありません。時間がある時は、友達と一緒に過ごします。時々、

洋服を買いに行きますが、私たちはあまりお金がないので、いつもはカラオケに行くか、ビリヤードをします。こ

の夏休みは、東京ディズニーランドへの旅行を計画しています。一度も行ったことがないので、とてもワクワクし

ています。 
Topic 7‐4	 「好きなスポーツ」  
僕は、サッカーが大好きなので、時間がある時は、友達とサッカーをしたり、テレビでサッカーの試合を見たりし

ます。僕はストライカーなので、健康維持のために、トレーニングをたくさんしなければなりません。僕は、小学

生の時に、地元のチームでサッカーを始めました。それ以来、かなり上達しました。僕の一番好きな選手は中村俊

輔です。中村選手は、スコットランドのセルティックに所属しています。彼はとても独創的で、熟練しているので、

彼のプレースタイルが大好きです。将来は、彼のような素晴らしいサッカープレイヤーになりたいです。今週末、

僕のチームはトーナメント試合に出場します。いいプレーができて、チームが勝つといいな、と思います。 
Topic 7‐5	 「私の趣味」  
私の趣味は、ネットサーフィンをすることです。お気に入りのサイトは You Tubeです。You Tubeは、世界中の、
何千もの様々なビデオを見ることができるので、素晴らしいサイトだと思います。私は、F1に興味があるので、よ
くレースのビデオを見ます。You Tubeは、音楽ビデオを見つけるのにも良いサイトです。私が他によく利用するサ
イトは、Mixというソーシャルネットワーキングのサイトです。Mixiでは、知人とお喋りをしたり、新しい友達を
作ることができます。私は、自分のプロフィールを更新したり、友達のプロフィールを読みながら長時間過ごしま

す。ネットサーフィンをしている時は、よく時間を忘れてしまうので、時々、母に叱られます。 
Topic 7‐6	 「買い物」  
私は、時間がある時は、母や友達と買い物に行きます。ほとんど毎回洋服を買ってくれるので、特に母と買い物に

行くのが好きです。友達も私もあまりお金がないので、いつもはただウィンドウショッピングをします。洋服や靴、

アクセサリーなどを見るのが好きです。買い物に行くのに一番好きな場所は、長島のジャズドリームなのですが、

家から遠いのであまり頻繁には行けません。買い物に行くと、悩み事を忘れられるので、気晴らしになります。 
Topic 7‐7	 「私のボーイフレンド」  
私は、自分の自由時間は全てボーイフレンドと一緒に過ごします。彼が本当に大好きです！彼の名前はケンタロウ

で、付き合って半年になります。彼とはバイト先で知り合いました。彼は頭が良く、面白くて、私を笑わせてくれ

ます。私よりも 1 つ年上で、車を持っているので、いろいろな所へ連れて行ってくれます。先週は、友達も一緒に
海に行きました。私たちは、バレーボールとバーベキューをしました。私の誕生日には、彼はゴールドのイヤリン

グをくれました。とても嬉しかったです！この夏休みは、一緒に沖縄に行く予定です。彼といるととても幸せです。 



Topic 8‐1	 「幸せな子ども時代」  
僕は、とても幸せな子ども時代を送ることができたので、恵まれていると思います。僕は小さな村で育ったので、

村中の誰もが知り合いでした。僕も友人もみんな同じ学校に通い、放課後や週末に毎日一緒に遊びました。よくや

った遊びは「鬼ごっこ」と「かくれんぼ」です。ある時、川の近くで遊んでいて、友達が川に落ちてしまいました。

その友達はあまり泳げなかったので、僕たちは彼を助けようと川に飛び込みました。怖かったですが、後でみんな

と笑い合いました。僕は 16歳の時に引っ越してしまいましたが、今でもその頃の友達と連絡を取り合っています。 
Topic 8‐2	 「両親」  
私が小さい頃は、多くの時間を両親と過ごしました。父はとても忙しかったのですが、できるだけ多くの時間を私

と母と一緒に過ごすようにしてくれました。昔は遊園地に行ったり、ピクニックをしたり、レストランで外食をし

たりしました。父と母はキャンプがとても好きなので、ほとんど週末は山に行きました。父は釣りを教えてくれて、

母は植物や花について教えてくれました。一度、北海道へ旅行に行きました。私たちはそこに一週間滞在しました。

楽しかったけど、少し寒かったです。私は素晴らしい子ども時代を過ごしました。 
Topic 8‐3	 「厳しい両親」  
私が子どもの頃は、両親がとても厳しかったです。16歳になるまでテレビゲームはやらせてもらえなかったし、大
学に入るまで携帯は持っていませんでした。友達の両親はそれほど厳しくなかったので、みんな高校で携帯を持っ

ていました。彼らがとても羨ましかったです。ほとんどの友達は、放課後に外で遊んでいましたが、母はいつも私

に家で勉強をさせました。高校生の頃、友達はバイトをしていたのでお金を持っていましたが、私はバイトをさせ

てもらえませんでした。私に子どもができたら、両親のように厳しくしないつもりです。 
Topic 8‐4	 「成長」  
子どもの頃は、今の僕とは全然違いました。子どもの頃はとても大人しく、内気で、あまり友達もいませんでした。

いつも家に居て、テレビを見たり、母の手伝いをしていました。僕の性格は、中学校で野球部に入ってから変わり

ました。野球部は放課後に毎日練習がありました。とても大変でしたが、新しい友達がたくさんできました。実は、

僕は野球がとても上手くなり、そのことが僕を強くし、もっと自分に自身が持てるようになりました。野球が僕の

人生を変え、今の自分を作ってくれたのだと思います。 
Topic 8‐5	 「引越し」  
子どもの頃、父の仕事の都合で何度も引越しをしました。私は九州で生まれましたが、5 歳の時に東京に引っ越し
ました。8歳の時にまた引越しをして、私が 11歳になるまで秋田に住んでいました。その後、名古屋に来る前に仙
台と京都で暮らしました。子どもの頃に何度も引越しをすることは、その度に転校しなければならなかったので大

変でしたが、私にとってもは良い経験になりました。この経験は、私に友達の作り方、人とうまくやっていくこと

を教えてくれました。 
Topic 8‐6	 「不運な子ども時代」  
私は身体が弱かったので、あまり幸せな子ども時代ではありませんでした。たった 3 歳で 2 度も手術をしなければ
なりませんでした。原因はよく分かりませんが、母は、私が死にかけたと言っていました。その数年後、私はまた

病気になり、3 ヶ月入院しました。高熱が出て何も食べられませんでした。10 歳の時、階段から落ちて足の骨を折
りました。その後は、2ヶ月間歩くことも、学校に行くこともできませんでした。今はとても健康になりましたが、
私が子どもの頃は、両親はとても心配したと思います。 
Topic 8‐7	 「アメリカに住むこと」  
私の家族は、私が赤ちゃんの頃、アメリカに引っ越したので、子ども時代はニューヨークで過ごしました。弟と妹

は、2 人ともアメリカで生まれました。私はアメリカの小学校に通いましたが、日本語を学ぶために、週末には日
本人学校にも行きました。私が 14歳の時、日本に戻って来たので、日本の中学校に行かなければなりませんでした。
アメリカの学校とは全然違うのでとても大変でした。時々、もしアメリカに住んでいなければ、と思うこともあり

ましたが、今は、違う国に住むということは、私にとって貴重な経験だったと思います。 
 



Topic 9‐1	 「修学旅行」   
中学生の時、私は京都に修学旅行に行きました。修学旅行には約 150人の生徒と、11人の先生がいました。京都ま
ではバスで行き、京都駅の近くのホテルに泊まりました。1 日目は、午前中にいくつかのお寺を見学し、午後は美
術館に行きました。2 日目は山登りをして、世界遺産を見学しました。その夜は、みんなで話をしたり、お菓子を
食べながら一晩中起きていました。先生方は私たちのことをとても怒っていました。次の日の朝はとても眠かった

のですが、楽しい修学旅行でした。 
Topic 9‐2	 「家族旅行」  
子どもの頃、家族でニュージーランドへ旅行に行きました。東京からシンガポール、シンガポールからクライスト

チャーチまで飛行機で行きました。初めの 2 日間は、市の中心地にあるホテルに滞在し、いろいろな場所を観光し
ました。3 日目にバスでクイーンズタウンまで行きました。景色が素晴らしかったです！そこで 1 泊して、ミルフ
ォード･サウンドのツアーに参加しました。ツアーガイドはニュージーランドの方でしたが、彼は日本語がとても上

手でした。私たちはそのツアーでたくさんの素敵な人と出会いました。いつかまた友達と一緒にニュージーランド

に行きたいです。 
Topic 9‐3	 「ロマンチックな週末」  
去年の夏、ボーイフレンドと一緒に東京ディズニーランドに行きました。金曜日の夜に出発して、バスで東京に行

きました。ディズニーリゾートの大きなホテルに宿泊しました。私たちの部屋は 18階で、景色がとても綺麗でした。
翌日、全部のアトラクションに乗って、ミッキーマウスと一緒に写真を撮りました。夜にはディズニーキャラクタ

ーが総出演のエレクトロニカルパレードを見ました。その後、フレンチレストランで夕食を食べました。とてもロ

マンチックでした！私の誕生日だったので、旅行代金は彼が支払ってくれました。また来年も行けたらいいな、と

思います。 
Topic 9‐4	 「北海道」  
今年の夏は、大学の友達と一緒に北海道へ旅行に行きます。レンタカーを借りて、札幌から帯広まで車で行く予定

です。その後、摩周湖までドライブして、そこに 2 日間滞在します。ホテルより安いので、ユースホステルに泊ま
る予定です。その周辺には温泉がたくさんあるので、のんびりくつろぐつもりです。その後、網走まで車で移動し

て、次の日に札幌に戻ってくる予定です。長旅ですが、いろいろ楽しんでこようと思います。 
Topic 9‐5	 「恐怖の瞬間」  
小学生の時、御嶽山にキャンプに行きました。出発の日、母に「行ってきます」と言って、友達と一緒にバスに乗

りました。目的地まで 3 時間かかりました。私たちは山頂近く小さなロッジに泊まりました。その夜、変な音が聞
こえてきました。とても暗かったので何も見えませんでした。お化けかと思い、みんな本当に怖がっていました。

その時、友達の 1 人がベッドを出て、電気を点けました。明かりが点くと、ただの小さなネズミが床の上を走って
いるのが見えました。みんなすごくホッとしました！ 
Topic 9‐6	 「世界旅行」  
私は外国に行ったことがないのですが、世界中を旅するのが夢です。その為に、今、英語を勉強しています。一番

行ってみたい国はイギリスです。私は歴史にとても興味があり、いろいろな古い建物を見てみたいからです。特に

ロンドン塔とビック･ベンが見たいです。イギリスの後は、ヨーロッパ巡りの旅をしたいです。パリのルーブル美術

館、ベニスの運河、ローマのコロシアムなど、他にもいろいろな有名な場所に行ってみたいです。イタリアでピザ

を食べ、フランスでワインを飲みたいです。費用がかかる旅行なので、今から貯金を始める必要があります。 
Topic 9‐7	 「父を訪ねる」  
私の父はアメリカで働いているので、去年、母と一緒に父の所へ遊びに行きました。私は飛行に乗ったことがなか

ったので、とても怖かったのですが、客室乗務員の方がとても親切で、気持ちを楽にしてくれました。11時間のフ
ライトでした。長時間でしたが、映画を見たり、ゲームをしたりして楽しく過ごしました。母はとても疲れていた

ので、飛行機の中ではほとんど眠っていました。父が空港まで迎えに来てくれて、私たちを家に連れて行ってくれ

ました。日本の自宅よりもずっと大きくて驚きました。父に再会できてとても嬉しかったです。 



Topic 10‐1	 「将来の仕事」  
大学を卒業したら、客室乗務員になりたいと思っています。とても面白い仕事だと思うからです。客室乗務員は、

いつも素敵で英語も堪能です。客室乗務員になったら、世界中を旅して、色々な国の人たちと出会うことができま

す。とても人気のある職業なので、客室乗務員になるのは難しいと思いますが、今、英語上達のために一生懸命勉

強しています。	 夢を叶えるために、どんな努力もするつもりです。 
Topic 10‐2	 「将来について考える」  
将来、何をしたいのかはまだ分かりませんが、今、それについて考えています。子どもの頃は、医者になりたかっ

たのですが、成績があまり良くないので諦めました。去年はツアーガイドになることを考えていましたが、今は興

味が無くなってしまいました。先生方は、将来について考える必要があると言うのですが、何をやりたいのか分か

らないので、時々心配になります。大学を卒業するまでに決められるといいな、と思います。 
Topic 10‐3	 「結婚」  
将来は、結婚相手の男性を見つけて、子どもをたくさん作るつもりです。私は大家族で育ち、両親もとても幸せそ

うなので、私も両親のようになりたいです。結婚する時は、ハワイで挙式をしたいと思っています。真っ白なドレ

スを着て、友達と家族を結婚式に招待したいです。結婚したら、ヨーロッパに新婚旅行に行きたいです。私は働き

たくないので、お金持ちの旦那様を見つけないと！最低 3 人は子どもが欲しいのですが、男の子でも女の子でもど
ちらでも構いません。 
Topic 10‐4	 「留学」  
私の夢は留学することなのですが、とても費用がかかるので難しいです。今、一生懸命働いて貯金をしていますが、

卒業までに留学資金が貯まるかどうかは分かりません。できれば、アメリカに行って、カリフォルニアで勉強した

いです。コンピューターに興味があるので、アメリカの大学で情報技術について学びたいと思っています。私にと

ってもう 1 つの問題は、英語があまりできないことです。アメリカに留学するとなると、英語を上達させなければ
なりません。これらの問題点を克服できるといいな、と思います。 
Topic 10‐5	 「コンサートピアニストになる」  
私は、できれば、母のようなコンサートピアニストになりたいと思っています。私は 3 歳からずっとピアノを習っ
ていて、毎日 3、4時間練習しています。美しい音楽を演奏することが大好きなので、ピアノを弾くことを楽しんで
います。好きな作曲家はベートーベンとショパンです。今までにたくさんのコンテストに出場したことがあり、何

度か入賞しています。来月、東京で行われる大きなコンテストに出場する予定です。優勝すると CD を作ることが
できるので、今、猛練習をしています。幸運を祈っていて下さい！ 
Topic 10‐6	 「仕事を見つけること」  
将来は、英語を活かした仕事に就きたいと思っています。できれば、海外に支店がある日本の大企業で働きたいで

す。その為には、TOEICテストで高得点を取らなければならないので、今、一生懸命英語を勉強しています。私の
父はトヨタに勤めていて、結婚前はマレーシアとタイで働いていました。私は車がとても好きなので、私もトヨタ

で働きたいと思っていますが、トヨタに就職するのはとても難しいです。自動車会社に就職できなかったら、ホテ

ルで働くか、ツアーガイドになろうかな、と思います。 
Topic 10‐7	 「叶わない夢」  
僕の夢は、プロ野球選手になることです。僕が思い出せる限り、ずっとこれが僕の夢でしたが、今はあまり現実的

ではないと思っています。僕は大学の野球部に所属していますが、一生懸命練習しても、他の多くの部員の方が僕

よりも上手です。もし、プロ野球選手になれたとしたら、読売ジャイアンツに入り、その後、メジャーリーグに行

きたいです。僕はピッチャーなので、好きな選手は松井秀喜です。たとえ叶わない夢だとしても、夢を持つことは

大切だと思います。 
 
 
 


