i-Voices
What are 3 of your favorite things?
あなたの好きなことを３つ挙げてください。

1. To read a book while drinking coffee
2. To study Chinese
3. To visit temples in Kyoto

１．
コーヒーを飲みながら読書する。
２．中国語を勉強する。
３．京都でお寺巡り

H.O.

1. Cycling; I can feel the transition of the seasonal scenery. １．サイクリング 季節の景色の移り変わりを感じられる
２．おいしいものを食べること
2. Enjoying gourmet food
３．温泉
K.A.
3. Hot spring
1. My cat makes me happy because he is so cute.
2. My boyfriend makes me happy because he is so cute.
3. Shopping makes me happy because I can buy cute
clothes.
A.L.

１．私のネコはとても可愛いので、私を幸せにしてくれます
２．私の彼はとてもハンサムなので、私を幸せにしてくれます
３．買い物に行くと、
とても可愛い服を買えるので、私を幸せ
にしてくれます。

1. I like sports, especially aerobic dance.
2. I like traveling. Encountering beautiful nature and tasty
wine is wonderful.
3. I like to study English, however, it takes me forever to
improve. I want to become friends with English native
speakers.

1．
スポーツが好きです。特にエアロビックダンスが好きです。
２．旅行が好きです。美しい自然と美味しいワインに出会え
たら最高です。
３．英語の勉強が好きです。
しかし英会話がなかなか上達し
ません。
ネイティブスピーカーと友達になりたい。
T.T.

1. Eating
１．食べること
2. When I’m feeling up for it, I enjoy cooking various ２．身体が元気であれば色々なお料理を作りたいです。
dishes
３．旅行。
日本中のお祭りを訪ねて行きたいです。
F.K.
3. Traveling. I would like to visit every festival all over
Japan.
1. To read haiku composed by other people. I like to １．人の俳句を読んだり、自分でも作ってみること
２．美しい景色や自然に接すること
compose haiku myself, too.
３．おいしい食べ物や面白い人物に出会うこと
2. To see beautiful scenery and nature
						
3. To encounter tasty food and interesting people.

S.T

１．私はゴルフが好きです。
まあまあ上手にプレーできます。
1. I like playing golf. I’m good, I think. : )
２．
私はマラソンの練習をしています。
毎回練習が終わった
2. I train for marathons. After every training, I’m filled
ら強い達成感があります。
with a feeling of accomplishment.
３．私はお酒を飲むのも好きで、結構長時間飲みます。飲ん
3. I like drinking. I drink for a while and talk a lot.
だらよくしゃべります。			

1. My favorite thing is Earl Gray tea. Sitting in a rocking
chair, looking at the flowers of my garden, drinking tea
while listening to my favorite music, this is bliss.
2. Electronic dictionary is the best. It’s easy to find the
meaning of new words or vaguely remembered words. If
I’m searching for words, I can make connections to words
that I don’t remember or find related words. I really enjoy
this and time goes by quickly.
3. I am very happy when I chat with my friends, watch
movies, and am full of laughter.

13

B.T.

１．私のもっとも好きなものは、
アールグレイティーです。好き
な音楽をかけ、
ロッキングチェアーに座って庭の花を見なが
ら紅茶を飲む。
これこそ至福のひと時です。
２．電子辞書は最高。新しい言葉を見つけたり、わからない
言葉の意味を調べることも簡単だ。思いつくままに、言葉か
ら言葉を探して電子辞書サーフィンをすると時間を忘れて楽
しくなる。
３．友達とおしゃべりしたり、映画を見たりして、笑いが満ち溢
れていると、
とても幸せです。			
M.K.
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