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LESSON 1
point

質問和文

質問英文

回答和文

回答英文

50 WH

あなたは本当に嫌いな事は何です What is something you really
か？また、好きな事は。
hate? How about something
you really love?

チャレンジする気持ちを失う事です。 I hate to lose the eagerness to
私は多くの人と出会い学ぶ姿勢がと overcome challenges. I think
ても大切だと思います。対話が好き it's very important to meet
です。
many people and to try to
learn from them. I love
communication with people.

51 WH

私たちは何故、環境の保護をしなけ Why do we have to take care 環境を壊す事は容易ですが、元に It's easy to destroy the
ればならないのでしょうか。
戻す事が非常に難しいです。環境の environment, but so hard to
of our environment?
大切さは意識していきたいと思いま restore it. I want to keep in
す。
mind the importance of the
environment.

52 WH

達成したい事で未だ達成できていな What are some goals you want 海外の方に日本の手芸や料理を教 My goal is to teach foreigners
いことは何ですか
える事が目標です。そのためにも英 Japanese handcrafts and how
to accomplish, but haven’t
語を習得したいと考えています。
accomplished yet?
to make Japanese food. That's
the reason why I want to
master my English skills.

53 WH

フィリピンの人にフィリピンについて What would you like to ask a
何が聞きたいですか。
Filipino about the Philippines?

54 WH

日本の良いところと悪いところは何 What are the good things and 良いことは伝統を大切にします。悪 Good thing is that we admire
ですか。
い事はチャレンジする事が苦手です。our traditions. Bad thing is that
bad things about Japan?
島国だからだと思います。
we're not good with
challenges. I think it's because
we are an island country.

55 WH

日本は他のアジアの国とどう違いま How different is Japan from
すか。
other Asian countries?

将来の夢を聞いてみたいです。いつ I want to ask them about their
もフィリピンの若い人の情熱は素晴 dreams. I always think the
らしいと感じています。
passion of young Filipinos are
amazing.

日本は農業や漁業が盛んですので、Agriculture and fishing
自然を大切にして温和で忍耐強いこ industries are successful in
とです。
Japan, so we take good care
of nature, and we are gentle
and patient.
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LESSON 2
point

質問和文

質問英文

回答和文

回答英文

56 依頼

一番忘れられない休暇について話し Will you please tell me about
てもらえますか。
your most memorable
vacation?

57 依頼

今日私に何をしてほしいですか。

58 希望

もし英語を流暢に話せたら、あなた If you could speak English
は何がしたいですか。
fluently, what do you want to
do?

59 願望

あなたが高校生の頃、何になりた
かったですか。

What did you want to be when 当時は、キャビンアテンダントになっ
て世界中に行きたいと思っていまし
you were a high school
た。今また、海外を旅する事が英語
student?
を学ぶ目的になっています。

60 可能

もしホテルに行ったら、あなたはス
タッフに何をお願いしますか。

If you’re in a hotel, what would 私は柔らかい枕では寝れないので、 I can't sleep with soft pillows, so
硬い枕をお願いします。もし希望が I would ask for a hard pillow. If
you request to the staff?
叶えられなかったら買いに行きます。there weren't any, I'd go buy
one.

61 可能

あなたが以前はできなかったもので、What are you able to do now スマートフォンの操作です。私は機 Handling smartphones. I'm not
今は上手にできることは何ですか。 that you couldn’t do before? 械の操作が苦手です。いまではス good at handling machines.
マートフォンでオンラインレッスンを But now, I can use my
受講できます。
smartphone and take online
lessons.

What do you want me to do
for you today?

友人とのインド旅行でパスポートを I lost my passport during my trip
無くしました。現地語が少ししか話せ to India with my friend. I only
なかったので、解決するまで３日間 spoke the native language a
かかりました。
little, so it took me 3 days to
solve the problem.
先生の英会話の勉強方法を知りた I want you to tell me how to
いです。フィリピンの人は親から学 study English. Do the Filipinos
ぶのですか。
learn from their parents?
東京で開催されるオリンピックのボ I want to do volunteer work at
ランティアがしたいです。英語のレベ the Olympics which will be
ルが高くないと採用されないと聞い held in Tokyo. I heard that your
ています。
English level has to be high to
be hired.
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At that time, I wanted to be a
flight attendant and travel all
over the world. And now,
traveling abroad is the main
reason I'm learning English.
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LESSON 3
point

質問和文

質問英文

62 Should 健康でいるためにすべきではないこ What are the things that you
とは何ですか。
should not do to be healthy?

63 Should 地震の時、何をすべきですか

回答和文

回答英文

食べ物、アルコール、たばこ・・沢山
ありますが、私は怒る事はしない方
がよいと思います。ストレスが最もさ
けるべきことです。

There are many things such as
food, alcohol, smoking, but I
think you shouldn't get angry.
Feeling stressed is the thing you
have to avoid most.

What should you do during an 外出している家族の事も心配ですが、I'd be worried about my family
まず、一人ひとりが自分の安全を一 outside, but first of all, we have
earthquake?
番に考えることです。それから助け to think about our own safety.
合いが始まります。
Then, we could start thinking
about helping each other.

64 経験

あなたはどの国に行ったことがあり What countries have you been アメリカやイタリアに言った事があり I've been to America and Italy.
ますか。
ます。団体の旅行でしたので、次回 It was a group tour, so next
to?
は一人旅をしてみたいです。
time, I'd like to travel alone.

65 不定詞

あなたの将来のプランは何ですか。 What are your plans for the
future?

66 動名詞

あなたの趣味は何ですか。

What is your hobby?

私の趣味は音楽を聴くことです。私 My hobby is listening to music. I
は管弦楽が好きで、特にトロンボー like orchestral music, especially
ンの音色が好きです。
the sound of the trombone.

67 付加疑
問

東京に住んでいるんですね。

You live in Tokyo, don’t you?

いいえ、実は私は東京から電車で2 No, actually, I live in Chiba with
時間ほどの千葉県に家族と住んで my family, which takes about 2
います。あなたは？
hours by train from Tokyo. What
about you?

そうですね、世界中を旅したいです Well, I want to travel around
ね。寒いのが苦手なので夏は日本、 the world. I don't like cold
冬はフィリピンに住むことが私の夢 weather, so I'd like to live in
です。
Japan for the summer, and in
the Philippines for winter.
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LESSON 4
point

質問和文

質問英文

回答和文

回答英文

68 付加疑
問

お寿司、好きですよね。

You like sushi, don’t you?

はい、大好きです。自宅でも作る事 Yes, I do very much. I
があります。海苔で巻くお寿司です。 sometimes make sushi at
home, the one that you roll
with seaweed.

69 否定疑
問

お名前は？あなたの名前は好きで Don't you like your name?
はないですか。

まぁ・・子供の頃は好きではありませ Well…I used to hate it when I
んでしたが、今は気に入っています、 was a child, but I like it now.
あなたは？
How about you?

70 未来

パーティーは好きですか。明日パー Are you going to attend a
ティー、行くつもりですか。
party?

パーティは大好きです。しかし明日、 I love parties, but I'm busy
仕事が忙しいので、行かないと思い tomorrow, so I don't think I will
ます。
go to a party.

71 進行形

あなたは今どんな本を読んでいます What book are you reading
か。
right now?

今、村上春樹の本を読んでいます。 I'm reading a book by Haruki
いつかはノーベル文学賞を取ると思 Murakami. I think he will get the
います。
Nobel Prize in Literature
someday.

72 進行形

あなたの友人は今何をしていると思 What do you think your best
いますか
friend is doing right now?

私の友人も英会話が趣味で、今、オ My friend's hobby is English
ンライン英会話を受講していると思 conversation, too, so I think
います。
he/she is taking online lessons.

73 継続

あなたは長い期間見続けているテレ Are there any TV series that you 毎週日曜日に、何年間も続いている I have been watching a
ビシリーズはありますか。
have continued to watch for a 人気のお笑い番組とアニメシリーズ popular comedy program and
を見ています。
very long time?
an animation series program
every Sunday, which have
been airing for so many years.

74 継続

今の場所に住んで何年になります
か。

How long have you lived in the 10年間です。転居が多かったのです For 10 years. I moved a lot, but
が、2006年から横浜に住んでいま I've lived in Yokohama since
place you are right now?
す。
2006.
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LESSON 5
point

質問和文

質問英文

回答和文

回答英文

75 経験

有名な人に会ったことがありますか。Have you ever met anyone
famous?

はい、何回も会ったことがあります。 Yes, I have met famous people
京都は1000年以上、日本の首都で many times. Kyoto had been
した。古い街並みが多く、映画やドラ the capital of Japan for more
マの撮影が多いです。
than 1000 years. There are
many old townscapes, and
many movies and dramas are
shot here.

76 結果

ご家族とは一緒に住んでいるのです Do you live with your family?
か。

今は一緒に住んでいます。子供が Now, I live with my family. My
大学生で東京にいっていましたが、 daughter/son was in Tokyo as
最近帰ってきました。
a university student, but has
recently returned from Tokyo.

77 過去

昔嫌いで今好きな食べ物は何です What is the food that you used 納豆ですね。香りも嫌いでしたし、 Natto. I hated the smell, and it
か。
腐っている味しかしませんでした。今 tasted only like rotten food. But
to hate but now you like?
か朝食に納豆が無いと困ります。 now, I can't do without natto
for breakfast.

78 過去進
行

あなたは昨夜何をしていましたか。 What were you doing last
night?

昨夜は友人と食事をしていました。 Last night, I was having dinner
彼と私は学生時代のテニスクラブの with my friend. He and I are
仲間です。30年前ですが。
mates from a tennis club back
in the school days, which is 30
years ago.

79 未来

今度の週末は何をする予定ですか。 What will you do this
weekend?

オンライン英会話を5時間くらい受講 I will take online lessons for
する予定です。海外に語学留学しな about 5 hours. Even if you
くても英語を集中して学ぶ事はでき don't study abroad, you can
ますね。
focus on learning English.

80 未来(意 あなたは道に迷ったとき、見知らぬ What will you say to a stranger 海外でですか？まだ上手に話せま When I'm abroad, I can't
思）
人に何と言うでしょうか。
せんので、"迷子になりました。タク speak English well, so I'll say,
when you lose your way?
シーを呼んでくださいませんか"と言 "I'm lost. Please call a taxi."
います。
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LESSON 6
point
81 過去完
了

質問和文
昨晩寝る前に何をしましたか。

82 過去完
了

あなたはスポーツ観戦や観劇やコン Do you ever go watch sports,
サートを観に行く事がありますか。 musicals, or concerts?

はい、野球観戦が好きです．昨日、 Yes, I like watching baseball
スタジアムについたときは既に試合 games. Yesterday when I
は始まっていました。
arrived at the stadium, the
match had already started.

83 未来完
了

あなたは 60 歳になるまでに夢を達 Will you have achieved your
成しているでしょうか。
dreams by the time you turn
60?

私がアテンドして子供たちを海外旅
行に連れていく事が目標です。先生
が根気よく教えてくれれば、それは
達成できているでしょう。

84 現在完
了進行

あなたは趣味としてずっと何をして What have you been doing as 1か月ほど前から、自分の
いますか。
a hobby？
Facebookを作り始めています。ま
だ、画像などを上手く投稿できませ
ん。

85 現在完
了進行

あなたの住んでいる環境は静かで Is the place you're living quiet? 都会ですが静かでした。しかし、今 I live in the city, but it was
すか。
は騒音で困っています、隣のビルの quiet. The building work next
工事が１年中続いています。
door has been going on all
year long these days, so I'm
having a hard time with
sounds.

86 未来完
了進行

あなたがお金持ちになったら、何を What will you have been
買っているでしょうか。
buying when you become a
millionaire?

想像する事は愉しいですね。南の島 It's fun to imagine. I will
に別荘を買っているでしょう。島を買 probably have bought a
えるかもしれませんね。
cottage in the southern island,
or even the whole island.

87 仮定

過去を何か変えれるとしたら、何を If you could change
変えますか。
something about your past,
what would you change?

学生時代の生活スタイルです。私は I'd change my lifestyle during
規律正しく暮らしていましたが、もっ my school days. I led a wellと自由に様々な事にチャレンジすべ regulated life, but I should
きでした。
have challenged for all kinds
of things more freely.

質問英文
What had you done before
you went to bed last night?

回答和文
読み続けていた小説を読み終えま
した。読み終えるのに１か月間もか
かりました。何時も、直ぐ眠たくなり
ますから。
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回答英文
I had finished a novel I was
reading. It had taken me a
month to finish it because I
always get sleepy as soon as I
start reading.

My goal is to take my children
on a trip abroad as a guide. If
you continue teaching me
with patience, I think I will have
achieved this goal by then.
From about a month ago, I've
been making my own page
on Facebook. I can't post
pictures well, though.
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LESSON 7
point

質問和文

質問英文

回答和文

回答英文

前回のTOEICの結果はどうでしたか。How was your TOEIC score?
88 仮定
（過去）

リスニングが低い点数でした。もっと I got a low score in listening. If I
勉強していたら、もっと高い点数をと had studied harder, I would
れただろうに。
have gotten a higher TOEIC
score.

89 受動態

あなたの国は何を輸入していますか What is imported to your
country?

日本は島国ですので資源が乏しく多 Since Japan is an island
くのものを輸入しています。大豆や country poor in resources, we
小麦などの食料品です。
import many things. Food
supplies such as beans and
wheat are imported.

90 受動態

あなたの好きな果物は何処産です Where is your favorite fruit
か。
grown?

私はバナナが好きです。日本で食
べるバナナの多くはフィリピンが産
地だと思います。

91 関係代
名詞

どんな人と旅行に行きたいですか。 What kind of people do you
want to travel with?

ただ観光スポットを見るだけでなく、 I want to travel with a person
その国の人とのコミュニケーションを who not only looks at the
愉しむ好奇心がある人がいいです tourists spots, but someone
ね。
who has the curiosity to enjoy
having communication with
the native people.

92 関係代
名詞

あなたが問題に直面した時、誰を頼 Whom do you depend on
りますか。
when you have a problem?

私が頼りにしているのは友人です。 I depend on my friend, and of
それとやはり両親ですね。最後は両 course my parents. In the end,
親に電話します。
I call my parents.

93 関係代
名詞

誰の助言をいつも聞きますか。

94 関係代
名詞

あなたは必要な物を買いますか?あ Do you always buy what you
るいは、必要ないものを時には買い need? Or do you sometimes
ますか？
buy what you don’t need?

I like bananas. I think most of
the bananas that you can eat
in Japan are grown in the
Philippines.

Whose advice do you always 話題によって異なります。その話題 It depends on the subject. I
について最も詳しい人の意見を素直 honestly listen to the person
listen to? Why?
に聞きます。英会話ならあなたです。who knows most about it. If it's
about English conversation, I'd
listen to your advice.
私は生活に必要な物しか買いませ I only buy things that are
ん。シンプルな生活スタイルを好ん necessary for daily life. I like to
でいます。
keep my lifestyle simple.
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LESSON 8
point

質問和文

質問英文

回答和文

回答英文

95 関係代 近くに山や川はありますか。この山 Are there any mountains or
名詞
（川）を何と呼びますか。
rivers nearby? What is it
called?

鴨川と言う京都を流れる川がありま There is a river called
す。周囲には神社やお寺が沢山あ Kamogawa River, which flows
ります。
through Kyoto. There are
many shrines and temples
around the river.

96 関係代 読書とスポーツどちらが好きです
名詞
か？なぜ。

読書が好きで、１週間に１冊のペー I like reading, and I read one
スで読んでいます。先日、友人がく book in a week. The book,
れた本はとても面白かったです。 which my friend gave me, was
very interesting.

Which do you like more:
reading books or playing
sports? Why?

97 関係副 あと10年後に実現している事は何 What do you think will be
詞
だと思いますか。
realized 10 years later?

夢のある質問ですね。私は宇宙旅 That's a question full of
行が愉しめる時がくると思います。 dreams! I think that the time
will soon come when we can
enjoy space travel.

98 関係副 日本には四季があるんですよね。 Japan has 4 seasons. How
詞
今の気候はどうですか。
about the climate now?

暑い夏が終わり、これから秋になり
ます。めっきり涼しくなりました。日
本の秋は多くの外国人観光客も
やってきて、すばらしい季節です。

99 関係副 あなたの家の周りのことを教えてく Tell me about your
詞
ださい。
neighborhood.

静かな住宅地域です。駅から徒歩 It's a quiet residential area. It's
10分のところに住んでいます。可能 a 10-minute walk from the
であれば駅まで歩いて行きます。 station. Whenever it is possible,
I walk to the station.

100 関係副 あなたが子どもの頃にいつも母親 Tell me what your mother
詞
から言われたことは。
always told you when you
were a kid.

私があきらめないように「どんなに
一生懸命やっても、それは一日で
はできないよ。」と良く励ましてくれ
ました。
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Hot summer has ended, and
here comes autumn. It has
become much cooler.
Autumn in Japan, when lots of
foreign tourists come, is a very
good season.

She often encouraged me by
saying "However hard you try,
you can't finish it in a day" so
that I wouldn't give up.
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