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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。

1 若者

   若者は家族との時間より、自分と同じ年代の友達との時間を大切にすると言われますが
    ほんとう

	 	 本当だと思いますか。あなたはどうですか。それはどうしてですか。

2 メディア

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    じょうほう

   公式のニュースを待たなくても、ソーシャル・メディアによっていろいろな情報がすぐに手

	 	 に入ります。このことについて、いい点と悪い点をふくめてあなたの意見を書いてください。

3 教育

  教育にお金がかかることをどう思いますか。大学に行きたいのにお金がなくて
                                                                                                      もんだい				

	 行けない人もいます。この問題について、あなたが思うことを書いてください。

  ぎじゅつかくしん  

4 技術革新

                                    ぎじゅつ

   クローン技術によって、花や野菜だけではなく、食用の動物も作られています。
                                                                                      さんせい																				はんたい

	 このことに、あなたは賛成ですか、反対ですか。

 かんきょう

5 環境

                                    ほ ご                        せきにん　　　	 	 	 	 	 	 	 	せ い ふ                                                                  せきにん

   環境を保護するための責任は、国や政府だけでなく、私達一人一人にも責任があります。
           こ じ ん

	 個人では、どんなことができると思いますか。
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                  らん																			もんだい

この欄に選んだ問題の番号を書きなさい。： ............................................ [3]
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