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Brainstorm

NameMy neighborhood
あなたの近所についてスピーチをしましょう。Speech

Lv4 S3

Where do you live?
What is your neighborhood like?
Do you like living there?

2
1

3

～     の枠内に質問の答えのキーワードを書き込みましょう。1 3

Example You

1

・a nice neighborhood / 
    countryside

3

・However / some people still drop 
    trash on the streets.

・cooperate / keep our 
    neighborhood clean.

2

・quiet / peaceful

・big park nearby / people have 
    picnics

・lots of trees on the streets

・local government works hard / 
    keep the streets clean

1

・

3

・

・

2

・

・

・

・
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「対比する」ときは、以下の表現を使います。

● on the other hand （一方） 
On weekends, my parents walk along the nearby beach. I, on the other hand, go to a snack bar. 

（週末には、両親は近所のビーチを散歩します。一方、私は軽食堂に行きます。）

● however （しかし）
I like living here because it has a few parks. However, the closest subway station is quite far. 

（数カ所公園があるので私はここに住むことが好きです。しかし、一番近い地下鉄の駅はかなり遠いです。）

● although （～だけれども）/ nonetheless （それにもかかわらず、それでもやはり）
Although there aren’t any shopping malls, it’s easy to buy food from local markets. Nonetheless, I want to live 

and work in a big city in the future. 
（ショッピングモールはないけれども、近所の市場で簡単に食べ物を買うことができます。それでもやはり、将来は大都市に住んで
働きたいです。）

ポ　イ　ン　ト

quiet
peaceful
noisy
nearby
local government works hard
keep the streets clean
cooperate
I was born and raised in ….
Around my neighborhood, there are …. 
surrounded by … 

静かな
平和な、平穏な
騒がしい
近くの
地方自治体が努力している
道路を美しく保つ
協力する
私は～で生まれて育ちました。
私の近所には～があります。
～に囲まれている

Helpful words

MEMO
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Your speech

Your speech

Hello.

Thank you.

2

1

3

Example
Hello.
     I live in a nice neighborhood in the countryside.
     I like living here because it’s quiet and peaceful.
     There’s a big park nearby where people have picnics.
     You can also see a lot of trees on the streets.
     The local government works hard to keep the streets clean.
     However, some people still drop trash on the streets.
     I hope everyone will cooperate and keep our neighborhood clean.
Thank you.

2
1

3

ポイントの内容を使ってスピーチを書きましょう。

Brainstorm の　　 ～     を使ってスピーチを作りましょう。1 3
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