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つぎのトピックから一つえらんで、600〜800 字の文を日本語で書きなさい。

かんけい

人間関係
けっこん

1		近年、結婚についての考え方や結婚のかたちは、大きくかわってきています。

結婚について、あなたの考えを書いてください。

せいかつ

都会といなかの生活
しゅだん

2		コミュニケーションシステムや交通の手段が発達しても、多くの若者が大都会へ出る大きい

		 理由は何だと思いますか。それを止める方法はあると思いますか。

じ ゆ う

自由時間

3		あなたは、自由な時間にどんなことをしていますか。自由時間を楽しむことは、大切だ

		 と思いますか。それはどうしてですか。

せんそう

へ い わ

戦争と平和
		

へいえきせいど

ぐん

4		今でも、いくつかの国には兵役制度（軍に入って国を守るためにトレーニングをする）が
		

せ い ど

		 ありますが、この制度はよいと思いますか。あなたの意見を書いてください。

こう がい

公害

けいたい

5		携帯電話やアイポッドやMP3などで、いつでもどこでも、音楽をかんたんに楽しめるの
もんだい

はすばらしいことですが、その一方で、音の公害も問題になっています。
		 このことを、あなたはどう思いますか。
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