
表現とコミュニケーションの試験 

レベル A2 模試１ 

課題１ 

模擬シチュエーション 

さあカフェにいることを想像しましょう。そしてコーヒーを買い

ます。私はレジ係で、私達は話をしています。よろしいですか？

わかりましたか？ 

A- おはようございます。ご注文はなんでしょう？ 

B- おはようございます。アメリカンコーヒーをお願いします。 

A- 何かご一緒にいかがでしょう？ 

B- はい。何か甘いものはありますか？ 

A- ブラックベリーのチーズケーキとリンゴのタルト、プリンが

ございます。 

B- リンゴのタルトをください。 

A- かしこまりました。他にございますか？ 

B- いえ。それで結構です。 

A- ９０００ペソです。 

B- これで。 

A- お釣りです。ご注文ありがとうございました。  

B- ありがとうございます。それでは。 

 

 

 



課題２ 

模擬シチュエーション 

私たちは洋服屋さんにいることを想像してください。そして、あ

なたはワンピースを探しています。私は販売員で、私たちは話を

しています。よろしいでしょうか？わかりましたか？ 

A- いらっしゃいませ。何かお手伝いいたしましょうか？ 

B- ありがとうございます。ワンピースを探しています。 

A- どのようなタイプのワンピースをお探しですか？ 

B- パーティー用のワンピースを探しています。 

A- わかりました。こちらへどうぞ。こちらはパーティー用のワ

ンピースコーナーです。お客様用ですか？ 

B- はい。サイズは Sです。 

A- そちらのデザインはいかがでしょうか？ 

B- これが気に入りました。試着できますか？ 

A- もちろんです。右側に試着室がございます。 

B- ちょうどいいのですが、黒はありますか？ 

A- はい。少々お待ちください。見てまいります。 

B- ありがとうございます。 

A- そちらの方がお好きですか？ 

B- ええ。おいくらですか？ 

A- １０万ペソです。 

B- わかりました。クレジットカードで払えますか？ 

A- もちろんです。 

B- これで。 

A- ありがとうございます。お支払い回数は如何いたしましょ

う？ 



B- １回でお願いします。 

A- お買い上げありがとうございます。良い一日をお過ごしくだ

さい。 

B- ありがとうございます。それでは。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



課題３ 

模擬シチュエーション 

さあ私たちは郵便局にいることをイメージしてください。そして、

あなたは、小包を送りたいと思っています。私は、受付で、私た

ちは話をしています。よろしいでしょうか？わかりましたか？ 

 

A- こんにちは。この箱を送りたいのですが。 

B- かしこまりました。どちらの都市に送られますか？ 

A- カリです。届くまでどれくらいかかりますか？ 

B- 2日です。 

A- わかりました。 

B- 住所、受取人名、連絡先情報をうめてください。 

A- ここにあります。個人番号も必要ですか？ 

B- いえ、必要ありません。箱には何が入っていますか？ 

A- 洋服とおもちゃが入っています。 

B- ありがとうございます。送料は４５０００ペソです。 

A- これで。日曜日もやっていますか？ 

B- いいえ。月曜から土曜日です。 

A- わかりました。 

B- お釣りと、宅配ガイドです。インターネットでこの番号で追

跡できます。 

A- ありがとうございます。さようなら。 

B- こちらこそ。さようなら。 

 

 



課題４ 

模擬シチュエーション 

さて、今私たちはホテルの受付にいることを想像してください。

そしてあなたはちょうど着いたところです。私は受付で、私たち

は話をしています。よろしいでしょうか？わかりましたか？ 

  

受付：こんにちは。何かお手伝いいたしましょうか？ 

客：こんにちは。一部屋お願いしたいのですが。 

受付：かしこまりました。ご予約されていますか？ 

客：はい。先週お電話しました。 

受付：お名前よろしいでしょうか？ 

客：フェリペ・トーレスです。 

受付：少々お待ちください。はい。こちらにございました。シン

グルを一部屋ご予約されています。 

客：その通りです。 

受付：パスポートをお借りできますか。後ほどお部屋番号をお伝

えします。 

客：ここにあります。上層階でお願いできますか？ 

受付：パスポートです。８０５号室の鍵をお渡しいたします。 

客：ありがとうございます。ホテルはワイファイがありますか？ 



受付：もちろんです。各お部屋にパスワード番号がございます。 

只今、ベルボーイがお部屋にお連れいたします。 

客：ありがとうございます。街の地図をいただけますか？ 

受付：もちろんです。旧市街に行かれることをお勧めします。 

客：ありがとうございます。 

受付：お役に立てて嬉しいです。お客様の為におりますので。ご

滞在をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



課題５ 

模擬シチュエーション  

課題５に進みます。少しこのカードを見て指示を読んでください。

メモはとってはいけません。課題がわかりましたか？ 

カード A:試験官 

あなたは映画館に友達といます。あなた方はホラー映画を見るかコメ

ディ映画を見るかを決めなくてはなりません。友達はホラー映画が見

たいです。あなたは、コメディ映画が好きです。 

 

しなくてはいけないこと： 

1 友達にコメディ映画が好きなことを言わなくてはいけない。 

2 どうしてコメディ映画が好きかを説明しなければならない。 

 

コメディ映画             ホラー映画 

（ホラー映画より）楽しい    チケット売り場に人が沢山並んでいる 

お勧めがあった         仕事帰りに見るには良くない 

チケット売り場に人が          楽しくない 

あまり並んでいない          

 

3 同意にいたる 



 

   カード B 受験生 

あなたは映画館に友達といます。あなた方はホラー映画を見るか

コメディ映画を見るかを決めなくてはなりません。友達はコメデ

ィ映画が見たいです。あなたは、ホラー映画が好きです。 

 

しなくてはいけないこと： 

1 友達にホラー映画が好きなことを言わなくてはいけない。 

2 どうしてホラー映画が好きかを説明しなければならない。 

 

 ホラー映画            コメディ映画 

  3Dだから            ２Dだから 

封切されたばかりだから    封切されてしばらく経ったから 

特別優待カードを持っている   ホラー映画の類が好き 

3 同意にいたる 

 

 

 

 

 



 

A- それで、今日はなんの映画を見る？ 

B- 私はホラー映画がいいな。 

A- ホラー映画？本当にチケット売り場で券を買う人があん

なにいるよ。 

B- いいえ。私は特別優待カードがあるから。 

A- コメディ映画を見るのはどう？この映画お勧めなんだよ。 

B- もしかして怖いの？ 

A- いやそうじゃないよ。仕事の後は笑った方がいいと思っ

たから。 

B- だけど、ホラー映画は 3Dで、封切したばかりだよ。 

A- 見て、あんなに混んでいるよ。今日はコメディで来週は

ホラー映画というのはどう？ 

B- いいよ。でも来週は君が払ってよ。 

A- いいよ。何か食べ物を買いたい？ 

B- ええ。ポップコーン。 

A- 私はホットドック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



課題６ 

模擬シチュエーション 

課題６に進みます。少しこのカードを見て指示を読んでください。

メモはとってはいけません。課題がわかりましたか？ 

 

カード A：試験官 

あなたの友達は週末にどこに出かけるか電話をしてきていま

す。海に行くか山に行くか決めなくてはなりません。友達は

山に行きたいです。あなたは海に行きたいです。 

 

しなくてはいけないこと： 

1 友達に海に行きたいと言わなくてはならない。 

  2 どうして海に行きたいかを説明しなくてはいけない。 

 

   海               山                

楽しい           退屈 

とても良い天気である    沢山歩かなくてはいけない 

沢山歩かなくてよい     遠い              

  3 同意にいたる                                         

  



 

カード B：受験生 

あなたの友達は週末にどこに出かけるか電話をしてきています。

海に行くか山に行くか決めなくてはなりません。友達は海に行き

たいです。あなたは山に行きたいです。 

 

しなくてはいけないこと： 

1 友達に山に行きたいと言わなくてはならない。 

   2 どうして山に行きたいかを説明しなくてはいけない。 

 

   山               海 

 海より穏やか           とても騒がしい           

 空気が綺麗            とても混んでいる 

 ロープウェイがある        とても暑い 

3 同意にいたる                                      

 

 

 

 

 



A- やあ、元気？ 

B- ええ、あなたは？ 

A- 今週末何をしようかと思って電話したのですが。 

 

B- 私も海に行くことを考えていたのだけど、いいお天気だから。 

A- 海？だけどこの時期混んでいて良くないから山に行きません

か？ 

B- でも、少し退屈じゃないかな？海はいつでももっと楽しいで

すよ。 

A- 退屈ではないですよ。より穏やかだし新鮮な空気で体にいい

のは確かですよ。 

B- ここから近いのですか？ 

A- ええ。車で２０分ちょっとです。それにこの時期は景色が綺

麗です。 

B- 全て歩いて行くのですか？ 

A- その方がよければ。ロープウェイにも乗れます。 

B- それはいいですね。もう夏ですから良い考えですね。 

A- そうですね。では今度の土曜日８時に駅でお会いしましょう。 

B- ではまた。遅れないでくださいね。 

A- わかっています。それではまた。 

 

 

 

 

 



課題７ 

描写 

- 写真の説明：場所、人々、目的、行動 

- （写真の）人々の身体の特徴、洋服、行なっていることを 

２、３分話さなくてはなりません。 

 

 

 

 

 



描写への質問例 

この人は誰ですか？ 

どこにいますか？ 

この場所を説明できますか？ 

写真の人はどのような洋服着ていますか？ 

何について話していると思いますか？ 

 

描写 

この人たちはスーパーにいます。通常、食品、飲み物や掃除用具

などが置いてあります。 左手にはレジがあります。レジ係の人が

いて、右側には買い物客がいます。  

買い物客は白いシャツ、黒いズボンです。３８歳くらいの女性で

す。 左腕に時計をしています。レジ係も白いシャツを着ています。

少し若いです。 彼女たちは話をしています。 

レジが係はカードとカウンターに見えるスナックのお釣りを渡し

ています。レジ係は話している間笑顔なので親切そうに思えます。 

私は、人物の特徴がラテンアメリカのように見えるので、ラテン

アメリカのどこかの国のスーパーだと思います。 

 

 

 

 



課題８ 

描写 

- 写真の説明：場所、人々、目的、行動 

- （写真の）人々の身体の特徴、洋服、行なっていることを 

２、３分話さなくてはなりません。 

 

 

どこ？ 

人々は何をしていますか？ 

なぜあそこにいるのですか？ 

何があるか説明できますか？ 



描写 

ここは空港で、自分達の便をチェックしている人々がいます。 

登録する場所が沢山あり、混んでいません。 

9 人いるのがわかります。そのうち３人はチェックインカウンタ

ーの受付で、その他は乗客と客室乗務員です。 

チェックインカウンターには２人の女性がいます。便について受

付と話をしていて、荷物を渡しています。右側の女性は白いシャ

ツ、デニムのスカート、黒い靴下で帽子をかぶっています。左側

の女性はグレーの上着、黒いズボン、白い靴です。受付は赤いワ

ンピースを着ています。  

子供を抱っこしている青いシャツの男性もいます。一方彼の息子

は黄色の服です。正面から客室乗務員と乗客が親子を見ながらこ

ちらに向かっています。 

ここはアジアの空港だと思います。着ている洋服が暖かい気候の

ものなので、温暖な気候の国だと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 課題９ 

モノローグ： 

準備室であなたは２種類の異なったテーマのカードから一つ選ば

なくてはなりません。（今回は伝達手段か交通手段です） 

一度カードを選んだら、あなたは面接官の前で３、４分間提案し

話す点について５点選ばなくてはなりません。 

注意：本番の試験では、テーマや観点はここに出題されているも

のとは異なります。 

       伝達手段 

 

公共交通手段 

       ラジオ 

 

テレビ 

 

地下鉄 

 

タクシー 

       インターネット 

 

新聞 

 

バス 

 

電車 

       

 

雑誌 

   

路面電車 

 

        

指示： 

もし公共の交通手段のカードとバスについて選んだら、準備室で

このようなカードを受け取ります。 

 

 

 



公共の交通手段 バス 

これらの質問はあなたの発表の準備の手助けとなります。 

 

あなたの街にはバスがありますか？運行状況はどうですか？ 

頻繁にバスを使いますか？ 

街では多くの人がバスを利用しますか？ 

あなたの街ではバス料金はいくらですか？ 

バスで行くメリットは何ですか？ 

どういったことが不都合ですか？ 

 

モノローグ： 

私の街にはたくさんのバスがあります。 私は会社へ行くのに毎日

２０番のバスに乗ります、とても快適で、大体いつも３０分程座

ることができます。料金は２２０円です。          

バスで行くと道路や車、街の人々を見ることができます。しかし、

午後６時になるといつも渋滞があり少々遅れます。その時間バス

は混んでいて座ることはできません。そのため電車を使う方が良

いです。しかし、バスの方が好きです。なぜなら窓からの景色が

好きだからです。 


