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英検® 準 1 級 二次試験（面接） 模試 

【第 4 回】 

解 答 例 

  

 

 

 

◼ 英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。 

◼ このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受

けたものではありません。 
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Grade: pre1st 

 

You have one minute to prepare. 

 

This is a story about a family who has never made a cashless payment. 

You have two minutes to narrate the story. 

Your story should begin with the following sentence: 

One day, a family was at a supermarket. 
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《ナレーションの例》 

 

One day, a family was at a supermarket. 

 

① While they were shopping, they found a poster that said, "Make a cashless payment and 

earn shopping points". They seemed surprised to find the information. 

② The next day, they were at home. The man said to his wife "let's set up a digital wallet on our 

smartphone.". The woman was looking forward to saving a lot of shopping points by using a 

digital wallet for their payments. 

③ A month later, they were at the supermarket. The woman told her husband that payment was 

much easier now and they could get many points. Her husband seemed very satisfied to 

hear that. 

④ A few days later, the family was at another shop. They were about to pay at the cashier. 

When the woman took her smartphone out of her bag, the cashier told her that they could 

not accept cashless payments. The woman had a helpless look on her face and said that 

she didn’t have any cash. 

 

（和訳） 

ある日、ある家族がスーパーマーケットにいました。 

 

① 買い物をしている時に「キャッシュレスで支払いをすれば、ショッピング・ポイントがもら

えます」と書かれたポスターを見つけました。彼らは、その情報を知って驚いているようで

した。 

② その次の日、彼らは家にいました。男性は妻に「デジタル・ウォレットをスマホにセットア

ップしよう」と言いました。女性は、デジタル・ウォレットで支払うことでたくさんのショ

ッピング・ポイントを貯めることができるのを楽しみにしていました。 

③ １か月後、彼らはスーパーマーケットにいました。女性は夫に、今では支払いがとても簡単

になってポイントもたくさん貰えるようになったと言いました。夫はそれを聞いてとても満

足しているようでした。 

④ 数日後、その家族は別の店にいました。彼らはレジで支払いをするところでした。女性がバ

ッグからスマートフォンを取り出した時に、レジ係の人が彼女に「うちの店ではキャッシュ

レスで支払いができないんですよ」と言いました。女性は困った顔をして、「現金を全く持

ってきていないんです」と言いました。 
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■□■  ポイント  ■□■ 

 

1. １コマにつき英文２つほど話しましょう。（短い文なら３つ） 

2. 全て過去形にしましょう。 

3. 主人公を決め、各コマのセリフなどの文字を中心に描写していきましょう。「時間・場所」

+「誰が」+「何をした」+（セリフ・記事など）の繰り返しで合格点は取れるでしょう。 

 

1 コマ目 

＊ 「キャッシュレス払い」= a cashless payment 

 

2 コマ目 

＊ 「（アプリケーションなど）を設定する」= set up 

＊ 「電子マネー、デジタル財布」= a digital wallet 

 

4 コマ目 

＊ 「まさに～するところです」= be about to (do) ~ 

＊ 「（お店の）レジ」= a cashier 
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Question No.1 

Please look at the fourth picture. If you were the man, what would you be thinking? 

（４コマ目を見てください。もしあなたがその男性なら、どう思いますか？） 

 

《解答例》 

I would be very disappointed about the situation. I’d be thinking that by using a digital wallet, we 

could get many shopping points and finish payments quickly, but many stores have not yet 

accepted cashless payments, especially in smaller local shops. I would carry some cash with me 

until cashless payment systems become more common. 

 

（私はその状況にとてもがっかりするでしょう。電子マネーを使って多くのショッピング・ポイ

ントをもらったり、手早く支払いを済ますことができますが、多くの店が、特に地方の小さな店

ではまだキャッシュレス決済を導入していないと考えるでしょう。キャッシュレス決済のシステ

ムがより一般的になるまでは、いくらか現金を持ち歩くでしょう。） 

 

■□■  ポイント  ■□■ 

3 文くらいでの回答を目標にしましょう。以下のような構成ならシンプルです。 

 

⚫ 1 文目（感情）： 簡単な感情表現で 1 文稼ごう。 

例）I would be very happy/ disappointed about the situation. 

⚫ 2 文目（意見）： 意見を述べましょう。I’d be thinking ~ で始めると便利です。  

例）I’d be thinking that by using a digital wallet, we could get many shopping points and 

finish payments quickly, but many stores have not yet accepted cashless payments, 

especially in smaller local shops. 

⚫ 3 文目（まとめ）： 2 文目の意見について、理由やまとめなどを述べましょう。 

例）I would carry some cash with me until cashless payment systems become more 

common. 

 

▽覚えておきたい重要表現 

「現金を持ち歩く」= carry some cash with +人 

「キャッシュレス決済システム」= cashless payment systems 

「一般的な」= common 
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=========  Now, Mr./ Mrs. xxxx, please turn over the card and put it down.  ========= 

（xxxx様、ここからは問題カードを伏せて下さい。） 

 

Question No.2 

Do you think that more and more women are continuing to work after having children? 

（子供が生まれた後に働き続ける女性の数は増え続けると思いますか。） 

 

《解答例》 

＜解答例 1＞ 

Yes, I think so. The cost of raising children is very high, and one parent cannot make enough 

money to support three or more family members. Therefore, not only men but also women need 

to work in order to pay for childcare, education, healthcare, and houses. 

 

（はい、そう思います。子育てにかかる費用はとても高く、1 人の親では 3 人以上の家族を養う

のに十分なお金を稼ぐことができません。そのため、男性だけでなく女性も、保育、教育、医

療、住居の費用を支払うために働く必要があります。） 

 

 

＜解答例２＞ 

No, I don’t think so. Families in which only one parent works do not have to pay much money for 

childcare, taxes, or insurance. Therefore, I think many women stop working after having children. 

 

（いいえ、そうは思いません。片親だけが働いている家庭は、保育や税金や保険料のために多く

のお金を支払う必要がありません。そのため、多くの女性が子供を産んだ後、働くことを辞める

と思います。） 
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■□■ ポイント  ■□■ 

3 文くらいでの回答を目標にしましょう。解答例の構成は次のとおりです。 

 

＜解答例 1＞ 

⚫ 1 文目（結論）： Yes, I think so. / No, I don’t think so. で始めよう。 

⚫ 2 文目（理由）： S + V  

⚫ 3 文目（まとめ）： Therefore, S+V（そのため～） 

 

＜解答例 2＞ 

⚫ 1 文目（結論）： Yes, I think so. / No, I don’t think so. で始めよう。 

⚫ 2 文目（理由）： S + V  

⚫ 3 文目（まとめ）： Therefore, S+V（そのため～） 

 

 

* 回答に使える英文パターンをいくつか暗記しておくと便利です。 

* 質問文で使われた単語や文を引用すると、沈黙になりにくいです。 

 

▽覚えておきたい重要表現 

「費用」= cost 

「子育て」= raising children 

「保育」= childcare 

「教育」= education 

「医療」= healthcare 

「税金」= tax 

「保険」= insurance 
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Question No.3 

Do you think it is difficult for small companies to survive in Japan? 

（日本で中小企業が生き残ることは難しいと思いますか？） 

 

《解答例》 

＜解答例 1＞ 

Yes, I think so. Large companies can offer products at lower prices because they can afford to 

buy a large quantity of materials and make their products with less cost. Since small companies 

cannot do this, they are unable to survive in Japan. 

 

（はい、そう思います。大企業は低価格で製品を提供できます。なぜなら、大量の原料を買い、

より安い費用で自社製品を生産できるからです。中小企業はこのようなことはできないので、日

本で生き残ることはできません。） 

 

 

＜解答例 2＞ 

No, I don’t think so. Small companies can adapt to changes quickly and introduce new 

technologies easily. Since large companies need a lot of time to start using new technologies, 

small companies can survive in Japan. 

 

（いいえ、そう思いません。中小企業は変化にすぐ適応し、新しい技術を容易に導入することが

できます。大企業は新しい技術を使い始めるのにとても時間がかかるので、中小企業は日本で生

き残ることができます。） 
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■□■  ポイント  ■□■ 

3 文くらいでの回答を目標にしましょう。解答例の構成は次のとおりです。 

 

＜解答例 1＞ 

⚫ 1 文目（結論）： Yes, I think so. / No, I don’t think so. から始めよう。 

⚫ 2 文目（理由）： S + V 

⚫ 3 文目（まとめ）： Since S+V ~, S+V…（～ので、…） 

 

＜解答例 2＞ 

⚫ 1 文目（結論）： Yes, I think so. / No, I don’t think so. から始めよう。 

⚫ 2 文目（理由）： S + V 

⚫ 3 文目（まとめ）： Since S+V ~, S+V…（～ので、…） 

 

▽覚えておきたい重要表現 

「中小企業」= small companies 

「大企業」= large companies 

「生き残る」= survive 

「低価格」= lower prices 

「製品」= products 

「原料」= materials 

「～に適応する」= adapt ~ 

「変化」= change 

「導入する」= introduce 

「技術」= technology 
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Question No.4 

Do you think that people will stop using cash and only use digital wallets or credit cards in 

the future? 

（将来、人々は現金を使うことを止め、電子マネーやクレジットカードだけを使うようになると

思いますか？） 

 

《解答例》 

＜解答例 1＞ 

Yes, I think so. Using digital wallets or credit cards is quick and easy when we make payments. 

Also, even if our money is stolen from those accounts, we can get a refund from the smartphone 

company or the credit card company. Therefore, people will stop using cash in the future. 

 

（はい、そう思います。電子マネーやクレジットカードを使用すると、支払いをするときに手早

く簡単です。また、もしそれらの口座からお金が盗まれたとしても、携帯電話会社やクレジット

カード会社から払い戻しを受けることが可能です。そのため、人々は将来現金を使わなくなるで

しょう。） 

 

 

＜解答例 2＞ 

No, I don’t think so. Digital devices and programs cannot be trusted because they often break 

down and stop working unexpectedly. Therefore, people will continue to use cash instead of 

digital wallets or credit cards. 

 

（いいえ、そう思いません。デジタル機器やプログラムは信用できません。なぜならしばしば故

障しますし突然機能しなくなることもあるからです。そのため、人々は電子マネーやクレジット

カードではなく現金を使い続けるでしょう。） 
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■□■  ポイント  ■□■ 

3 文くらいでの回答を目標にしましょう。解答例の構成は次のとおりです。 

 

＜解答例 1＞ 

⚫ 1 文目（結論）： Yes, I think so. / No, I don’t think so. から始めよう。 

⚫ 2 文目（理由①）： S + V 

⚫ 3 文目（理由②）： S + V 

⚫ 4 文目（まとめ）： Therefore, S+V （そのため～） 

 

＜解答例 2＞ 

⚫ 1 文目（結論）： Yes, I think so. / No, I don’t think so. から始めよう。 

⚫ 2 文目（理由）： S+V ~, because S+V …（…だから～） 

⚫ 3 文目（まとめ）： Therefore, S+V（そのため～） 

 

▽覚えておきたい重要表現 

「払い戻しを受ける」= get a refund 

「クレジットカード会社」= a credit card company 

「～を信用する」= trust~ 

「故障する」= break down 

「突然」= unexpectedly 
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練習問題 

 

 

模擬試験の後にレッスン時間が余った場合は、次の写真描写問題にチャレンジしましょう。 

 

Practice 

Please look at the pictures and tell your tutor as much as you can about them. 

 

No.1 

Image courtesy of AKARAKINGDOMS / 

FreeDigitalPhotos.net 

 

 

 

 

No.2 

Image courtesy of bplanet / FreeDigitalPhotos.net 

 

 

 

 

 

 

 


