英検 3 級「ライティングテスト」
例題

あなたは，外国人の友達から以下の QUESTION をされました。
QUESTION について，あなたの考えとその理由を 2 つ英文で書きなさい。
語数の目安は 25〜35 語です。
解答は，解答用紙の B 面にあるライティング解答欄に書きなさい。なお，
解答欄の外に書かれたものは採点されません。

解答が QUESTION に対応していないと判断された場合は，0 点と採点

されることがあります。QUESTION をよく読んでから答えてください。

Question
What is your favorite season?
（日本英語検定協会発表のサンプル問題から）

《満点解答例》
（日本英語検定協会発表の解答例）

My favorite season is summer. I like summer the best because my
school has a long vacation. Also, my friends and I can go swimming in
the sea.（28 語）
《訳》
［問題文］ あなたの一番好きな季節は何ですか。
［解答例］ 私の一番好きな季節は夏です。私が夏が一番好きな理由は，私の学校には長い休みがあ
るからです。また，私は友達と海に泳ぎに行くこともできるからです。

《解説》
はじめに，満点解答例を見てみよう。英文の構成は以下のようになっている。
① 自分の考え：My favorite season is summer.
② 第１の理由：I like summer the best because my school has a long vacation.
③ 第２の理由：Also, my friends and I can go swimming in the sea.
パッセージを書くときは，解答例にならって 3 つのパートでまとめるようにしよ
う。問題指示文によると，語数の目安が 25 〜 35 語となっているので，なるべく指定
語数内に収めるようにしよう。
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練習問題 1
あなたは，外国人の友達から以下の QUESTION をされました。

QUESTION について，あなたの考えとその理由を 2 つ英文で書きなさい。
語数の目安は 25〜35 語です。

《解説》
3 級ライティングでは，解答例にある通り，3 つの文を基本にしよう。
「第 1 文：自分の考え」
「第 2 文：自分の考えに対する理由 1」
「第 3 文：自分の考えに対する理由 2」という形になる。
考えに対する理由を 2 つ書くことがポイントになる。

解答は，解答用紙の B 面にあるライティング解答欄に書きなさい。なお，解答

【主語を決めて，最初の文を作る】

欄の外に書かれたものは採点されません。

《解答例 1》のように，質問の What is your favorite thing to do? を利用して，解答では

解答が QUESTION に対応していないと判断された場合は，0 点と採点される
ことがあります。QUESTION をよく読んでから答えてください。

My favorite thing to do is ... と始めると書きやすいだろう。この場合，is の後には to 不定
詞か動詞の〜ing 形を使う。
「バスケットボールをする」to play basketball または playing

basketball，
「泳ぐ」to swim［swimming］，
「サイクリングをする」to go cycling［going
cycling］，
「音楽を聞く」to listen to music［listening to music］など，自分の好きなこ

QUESTION

とを書く。
《解答例 2》のように，I like to cook the best. と単刀直入に書き始めてもよいだ

What is your favorite thing to do?

ろう。
【１つ目の理由を述べる】

《問題文訳》

あなたが一番したいことは何ですか。

《解答例 1 》

My favorite thing to do is to play basketball because it is exciting and
so much fun. Also, I enjoy practicing at school with my friends.（26 語）
［訳］
私が一番したいのはバスケットボールをすることです。なぜなら，バスケットボールはわく
わくするし，とてもおもしろいからです。それと，学校で友達と練習するのを楽しんでいる
からです。
形「わくわくする」，so much fun「とてもおもしろい」，enjoy practicing
［語句］exciting ▢

「練習することを楽しむ」

《解答例 2 》

I like to cook the best. I like cooking because it is interesting to make
something delicious by myself. Also, I like to make my family happy
with the food I cook.（32 語）
［訳］
私は料理をすることが一番好きです。私が料理をするのが好きなのは，自分で何かおいしい
ものを作るのがおもしろいからです。また，私は自分が料理したもので家族を幸せにするの
が好きだからです。
動 「〜を料理する」，something delicious「何かおいしいもの」，make＋
［語句］cook ▢

〈人〉＋happy「人を幸せにする」

ライティングテストでは，第 1 文にくる自分の考えを裏づけるために，その理由を 2 つ書く
ことが求められる。最初の理由は〜 because ... で表そう。
《解答例 1》では「バスケットボー
ルをすることがわくわくして楽しい」，
《解答例 2》では「自分で何かおいしいものを作るのが
おもしろい」ということが 1 つ目の理由である。このとき，My favorite thing to do is to

play basketball. Because it is exciting ... のように because で始めないほうがよいだろ
う。because は，英文ライティングでは文頭で使わないのが基本だからだ。
【2 つ目の理由を述べる】

2 つ目の理由は Also, ... で表すのが解答例の書き方なので，同じように始めるとよい。
《解答
例 1》は「学校で友達と練習をするのを楽しんでいる」，
《解答例 2》は「自分の料理で家族を
幸せにするのが好き」というのが 2 つ目の理由である。このとき And で始めないようにしよ
う。and も because と同じで，英文ライティングでは文頭に持ってこないのが基本である。
また，この also は主語の後ろに置いて，I also enjoy practicing ... や I also like to make

... と書いても間違いではない。
【文法に気をつけよう】
《解答例 1》では，to play the basketball のように basketball の前に the をつけてはなら
ない。これは baseball でも soccer でも同じだ。スポーツ名には冠詞をつけないという決
まりに注意しよう。
また enjoy の後は enjoy practicing とするのが正しく，enjoy to practice のように不
定詞を使うことはできない。practice は他動詞としても自動詞としても使うが，ここでは，

practicing it と it（＝ basketball）を書く必要はないので注意しよう。英語は短く表現でき
る場合は短くするのが基本である。
《解答例 2》のように，like の後に動詞表現が続く場合は，

like to cook でも like cooking でもよい。
「何かおいしいものを作る」は make something
delicious が正しい語順で，make delicious something の語順は誤りである。

2

3

練習問題 2
あなたは，外国人の友達から以下の QUESTION をされました。

QUESTION について，あなたの考えとその理由を 2 つ英文で書きなさい。
語数の目安は 25〜35 語です。
解答は，解答用紙の B 面にあるライティング解答欄に書きなさい。なお，解答
欄の外に書かれたものは採点されません。
解答が QUESTION に対応していないと判断された場合は，0 点と採点される
ことがあります。QUESTION をよく読んでから答えてください。

《解説》
Do you like to 〜 ? という質問に対しても，3 つの文を基本にしよう。
「第 1 文：自分の考
え，Yes / No による回答」
「第 2 文：自分の考えに対する理由 1」
「第 3 文：自分の考えに対
する理由 2」という形になる。
【主語を決めて，最初の文を作る】
まず，質問に対する回答を Yes /No で書く。Yes, I do. または No, I don’t. となる。
【１つ目の理由を述べる】
その後に理由を続ける。I like to study English because ... あるいは I don’t like to study

English because ... で表す。1 つ目の理由は，
《解答例 1》
「英語を通してほかの文化について

QUESTION
Do you like to study English?

知ることができる」，
《解答例 2》
「自分には英語を勉強するのが難しい」である。
【2 つ目の理由を述べる】
ここも 2 つ目の理由は，Also, ... と書いていくのがよいだろう。2 つ目の理由は，
《解答例 1》

《問題文訳》

「外国から来た人たちと英語で話をするのも楽しい」，
《解答例 2》
「クラブ活動が忙しいので，

《解答例 1 》

【文法に気をつけよう】

あなたは英語を勉強するのが好きですか。

Yes, I do. I like to study English because I can learn about other
cultures through English. Also, it is a pleasure to talk with people
from foreign countries in English.（31 語）
［訳］
はい，好きです。私が英語を勉強するのが好きな理由は，英語を通してほかの文化について
知ることができるからです。また，外国から来た人たちと英語で話をするのも楽しいからで
す。
名 「文化」，through ▢
前 「〜を通して」，pleasure ▢
名 「楽しさ，喜び」，
［語句］culture ▢

英語を勉強する十分な時間が取れない」である。

it is a pleasure to talk with people ... や it is difficult for me to learn English という
表現を取り上げてみよう。両方とも〈it ... ＋ to 不定詞〉という形になっている。2 番目の文
は〈it ...（for 人）＋ to 不定詞〉で〈for ＋人〉が間に入っている。これらは「（人にとって）〜
することは…だ」という意味になる。この場合，it が主語のように見えるが，it に「それは」
という意味はなく，to 不定詞以下が本当の主語を表している。つまり「人々と話すことは（to

talk with people）楽しい」と「英語を学ぶことは（to learn English）私にとって難しい」
となる。このような it の使い方を覚えると表現の幅も広がり，言いたいことが英語らしく書
けるようになるはずだ。

foreign country「外国」

《解答例 2 》

No, I don’t. I don’t like to study English because it is difficult for me
to learn English. Also, I am busy with club activities, so I don’t have
enough time to learn English.（34 語）
［訳］
いいえ，好きではありません。私が英語を勉強するのが好きではない理由は，私には英語を
勉強するのが難しいからです。それに，私はクラブ活動が忙しいので，英語を勉強する十分
な時間が取れないからです。
形 「難しい」，be busy with 〜「〜で忙しい」，activity ▢
名 「活動」，
［語句］difficult ▢
形 「十分な」
enough ▢
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練習問題 3
あなたは，外国人の友達から以下の QUESTION をされました。

QUESTION について，あなたの考えとその理由を 2 つ英文で書きなさい。
語数の目安は 25〜35 語です。
解答は，解答用紙の B 面にあるライティング解答欄に書きなさい。なお，解答
欄の外に書かれたものは採点されません。
解答が QUESTION に対応していないと判断された場合は，0 点と採点される
ことがあります。QUESTION をよく読んでから答えてください。

《解説》

この問題も，3 つの文を基本とする。
「第 1 文：自分の考え」
「第 2 文：自分の考えに対する理

由 1」
「第 3 文：自分の考えに対する理由 2」という形になる。
【主語を決めて，最初の文を作る】

What do you want to be ...? という質問に対しても，この表現を利用して〈I want to
be / become ＋自分がなりたい職業〉で書き始めよう。
【１つ目の理由を述べる】

I want to become 〜 because ... という形で述べるとよいだろう。
《解答例 1》
「2 人の妹が
いて，妹たちの面倒を見て，いっしょに遊ぶのが好き」，
《解答例 2》
「映画スターになりたい」

QUESTION
What do you want to be in the future?

がそれぞれの 1 つ目の理由である。
【2 つ目の理由を述べる】
ここも 2 つ目の理由は Also, ... で始めるとよい。理由は《解答例 1》
「小さい子と歌ったり踊っ

《問題文訳》

あなたは将来何になりたいですか。

《解答例 1 》

I want to become a kindergarten teacher because I have two little
sisters and I like to take care of them and play with them. Also, I like
to sing and dance with little children.（35 語）
［訳］
私は幼稚園の先生になりたいです。なぜなら私には 2 人の妹がいて，私は妹たちの面倒を見
て，いっしょに遊ぶのが好きだからです。また，私は小さい子と歌ったり踊ったりするのも
好きだからです。
［語句］kindergarten teacher「幼稚園の先生」，take care of 〜「〜の世話をする，〜の
面倒を見る」

《解答例 2 》

I want to be an actor in the future because I want to become a movie
star. Also, I belong to a drama club at school and I love acting.（30 語）

たりするのも好き」，
《解答例 2》
「学校の演劇部に入っていて，演じることが大好き」となっ
ている。
【文法に気をつけよう】
ライティングでは語いの選び方も大切なポイントになる。
《解答例 1》では，
「〜の面倒を見
る」を take care of 〜としているが，look after 〜を使ってもよい。ここで注意しなければ
ならないのは，絶対に間違えないという自信のある単語や熟語を使うことだ。うろ覚えの語
句を使って間違えてしまうと，減点されてしまうので気をつけよう。3 級のライティングテ
ストでは自分に関することが聞かれると想定して，自分の好きなもの，興味のあること，将
来なりたいもの，してみたいこと，行きたい場所，クラブ活動に関することなど，関連する
語句を覚えておくと役に立つだろう。
《解答例 2》の「演劇部に入っている」は I belong to a drama club のほか，I am in a

drama club や I am a member of a drama club と書くこともできる。また，スポーツの
チームに所属している場合は I am on a soccer team と書いてもよい。I enter a drama

club はここでは誤りになる。enter は「〜に入学する，入部する」ときに使う語で，すでに
入っている場合は使えないからだ。また，I am with a drama club も不自然な言い方だ。

I am with 〜は，特に会社に所属している（社員である）場合に使う表現である。

［訳］
私は将来，俳優になりたいです。なぜなら，私は映画スターになりたいからです。それと私
は学校の演劇部に入っていて，演じることが大好きだからです。
名 「役者」，belong to 〜「〜に所属する」，drama club「演劇部」
［語句］actor ▢
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