Dr. Write の

英検 3 級
ライティングテストに
挑戦 !
「型」にそって順番に書き込むだけ！
実はカンタン、英作文。
1ページずつ、順番にワークシートに書き込んで、
その文をつなげるだけで、
「英検 3 級 ライティングテスト」で求められる
英文が書けるようになります。
ここで紹介する「型」を一度覚えてしまえば、
言葉を入れ替えるだけで、
いろんな英文を作ることができるようになるのです。
さあ、めざそう！「英検 3 級 ライティングテスト」満点！
Dr. Write
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練習問題

Dr. Write
名 前：Al Write (Alは Alfredの略）
誕生日：4 月23日（シェイクスピアの誕生日）
身 長：自由自在
体 重：自由自在
出 身：アメリカ合衆国
学 歴：シカゴ大学（BA）
、
ケンブリッジ大学（MA）
、
スタンフォード大学（Ph.D)
※大学時代に1年間、
日本へ留学経験あり

好きなこと：英語のポエムを書くこと
性 格：ちょっと面倒くさい

10 分

STEP 1

2分

どんな問題？
英検 3 級ライティングテストでは、次のような問題が出ます。
何を答えなければいけないのかを、サンプル問題から考えてみましょう。

がいこくじん

ともだち

い

か

●あなたは、外国人の友達から以下の QUESTIONをされました。
かんが

り ゆ う

えいぶん

か

● 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。
ご す う

め や す

ご

ご

●語数の目安は 25 語〜35 語です。
かいとう

か い と う よ う し

めん

かいとうらん

か

かいとうらん

そと

か

●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
さいてん

れたものは採点されません。
かいとう

たいおう

はんだん

ば あ い

てん

さいてん

0 点と採点されることがあります。
●解答が QUESTIONに対応していないと判断された場合は、
よ

こた

QUESTIONをよく読んでから答えてください。
QUESTION

What is your favorite season?

ここでは、QUESTIONである“What is your favorite season?”について

・ あなたの考え（私の好きな季節は～です）
・ 理由を２つ
・ 25～35 語で書く
ということが指示されています。
答えるべき問題と、
どのように答えるかということを、問題指示文から読み取るようにしましょう。
では、このサンプル問題をもとに、解答方法を考えていきましょう。
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STEP 2

2分

答え方の「型」を覚える
英文を書くには、
「型」があります。一度、次の「型」を覚えてしまえば、
いろいろなQUESTIONに
応用することができます。

あなたの考え
My favorite season is（ 季節の名前 ）.
私のお気に入りの季節は … です。

I have two reasons.
私には 2 つの理由があります。

理由①
First,（

理由①

理由②
）.

最初に、
（理由①）だからです。

Second,（

理由②

）.

2 番目の理由として（理由②）だからです。

最初に「あなたの考え」を書きます。
QUESTIONに対する答えを明確に書きましょう。
次に、“I have two reasons.”と理由が 2 つあることを示します。
そして、1つ目の理由を“First, ...”と述べ、続いて、2 つ目の理由を“Second, ...”と
順序立てて述べるだけでいいのです。
「型」の紹介が終わったところで、
「あなたの考え」や「理由」の発想方法を見ていきましょう。
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STEP 3

1分

「あなたの考え」を表す
QUESTION : What is your favorite season?
上のように“What is your favorite ...?”と聞かれているのですから、
あなたの考えも“My favorite season is ...”と答えるのが一番カンタンです。

Let's Write!

では、実際に「あなたの考え」を書いてみましょう。

季節を表す語：spring / summer / fall［autumn］/ winter
上の中から、好きな季節を選んで、下線部に書き入れましょう。

My favorite season is

.
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STEP 4

理由を書き出す
なぜ、
あなたはその季節がお気に入りなのでしょうか。まずは、好きな季節の良いところを、思い
つく限り日本語で考えて、P. 05の図の空欄に書き出してみましょう。
そして、
その中から、英語で表現したい、
あるいは表現できそうな理由を2つ選びましょう。

（例）お気に入りの季節が夏だったら…

友達と海水浴に行ける

暑い天気が大好きだ

夏
私の学校の夏休みは長い

04

アイスやスイカが
特においしい

5分

Let's Write!

P. 04 の（例）を参考にして、自分が好きな季節を真ん中に、その理由
を4つ書き出してみましょう。ここでは、日本語で書いて構いません。
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STEP 5

理由を2 つ選ぶ
書き出した理由の中から、英語で表現したい、あるいは表現できそうな理由を2つ選んで、英語
で書いてみましょう。

（例）夏が好きな場合
理由①
日本語

私の学校の休みは長い。

英語

My school has a long vacation.

理由②

06

日本語

友達と海水浴に行ける。

英語

My friends and I can go swimming in the sea.

5分

Let's Write!

P. 06 を参考にして、書き出した理由の中から、英語で表現できそうな
理由を2 つ選んで、英文を作ってみましょう。

理由①
日本語

英語

理由②
日本語

英語

〈表現例〉
全季節

春
spring

夏
summer

秋
autumn
［fall］

冬
winter

私の誕生日が…月。/ My birthday is in ...
（暑い / 暖かい / すずしい / 寒い）天気が大好き。 / I love (hot / warm / cool / cold) weather.
春の花は美しい。 / Spring flowers are beautiful.
花見が好き。 / I like to see cherry blossoms.
夏に海で泳ぐと気持ちがいい。 / It is so nice to swim in the sea in summer.
夏はスイカとアイスがおいしい。 / Watermelons and ice cream are very tasty in summer.
紅葉を見ることが大好き。 / I love to see the beautiful [the red and yellow] leaves in autumn.
たくさんの芸術祭が開催される。 / Many art festivals are held in autumn.
スキーを楽しめる。 / I enjoy skiing.
雪だるまを作るのが好き。 / I like to make a snowman.
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STEP 6

つなげて書く
（例）お気に入りの季節が夏だったら…
あなたの考え
My favorite season is summer.
私のお気に入りの季節は夏です。

I have two reasons.
私には 2 つの理由があります。

理由①

理由②

First, my school has a long

Second, my friends and I

vacation.

can go swimming in the sea.

文と文を順番につなぎあわせて、パラグラフ（段落）をつくると次のようになります。

My favorite season is summer. I have two reasons. First, my
school has a long vacation. Second, my friends and I can go
swimming in the sea.
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5分

Let's Write!

「自分の考え」と「2 つの理由」が書けたら、
「型」に当てはめてみましょう。

あなたの考え
My favorite season is

.

I have two reasons.
私には 2 つの理由があります。

理由①

理由②

First,

Second,

.

Let's Write!

.

「型」に当てはめたら、文を順番につないで書いてみましょう。

書き終わったら、P.10 のチェック項目について、自分の書いた英文を見直してみましょう。
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STEP 7

5分

チェックする
自分の書いた英文について、次の項目（①内容 ②構成 ③語彙 ④文法）でチェックしましょう。

①内容：課題で求められている内容（考えとそれに沿った理由）が含まれているかどうか。
□ QUESTIONで問われている内容に答えていますか？ 関係のない内容を書いていませんか?
□ 自分の考えを支持する理由を具体的に２つ書けていますか？

②構成：英文の構成や流れがわかりやすく論理的であるか。
□ 伝えたい情報の流れや展開を示す表現（接続詞や順序数詞）を効果的に使っていますか？
□ QUESTION やトピックとは関係のない英文が含まれていませんか？
□ 内容が一貫していますか？ 論理的に矛盾した部分はありませんか？

③語彙：課題にふさわしい語彙を正しく使えているか。
□ 同じ語彙や表現の繰り返しになっていませんか？
□ 英語になっていない表現（和製英語等）を使用したときに説明がありますか？

④文法：文構造のバリエーションやそれらが正しく使われているか。
□ 語順のルールを守っていますか？
□ 同じような形の文の繰り返しになっていませんか（多様な文のパターンを使えていますか）？

すべての季節についての解答例
春が好きな場合

My favorite season is spring. I have two reasons. First, I enjoy looking at the pretty spring
flowers in my mother’s garden. Second, I like to go for walks because it is not too hot. (35 語 )

夏が好きな場合

My favorite season is summer. I have two reasons. First, my school has a long vacation.

秋が好きな場合

My favorite season is fall〔autumn〕
. I have two reasons. First, I enjoy looking at the beautiful

Second, my friends and I can go swimming in the sea.（27 語）

fall colors in the mountains. Second, the weather is great to go camping and fishing. (31語 )
冬が好きな場合

My favorite season is winter. I have two reasons. First, Christmas is my favorite holiday, so I love
shopping for presents. Second, my family and I always go on a skiing trip every winter. (34 語 )
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めざ せ高得点！

「がんばれ、あと一息！」クイズ

次のような解答は、高得点を望むことができません。
どこが「あと一息！」なのかを考えて、解答欄に書きましょう。
P.10 のチェック項目を参考に、どうしたら良くなるのかを考えて、日本語で空欄に書きましょう。
〈解答例①〉

I like winter the best. One of my friends likes winter, too. I can understand
it. He likes skiing. He goes skiing in Nagano with his family every winter. I
like spring, too. Sometimes, I think summer is nice. I like watermelons.

〈解答例②〉

My favorite season is spring. It is because I like it.

〈解答例③〉

My favorite season is summer. There are two reasons. First, summer has
many sunny days, so we can play outside. Second, it is so nice to swim
in the pool in summer. But I don’t like the hot weather, so I like winter
better than summer. In conclusion, I like summer the best.
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「がんばれ、あと一息！」クイズ

解答・解説

〈解答例①〉

自分の考えを支持する理由がない。関係のない英文がまぎれている。
・
「冬が好き」という自分の考えに対する「理由」が述べられていない。
・友達の好きな季節と理由が述べられている。内容と密接な関係がない。
・冒頭で「冬が好き」と述べながら、最後に「春」や「夏」も好きというように一貫性がない。

〈解答例②〉

理由が理由になっていない。
・
「春が好き」な理由を「春が好きだから」と述べ、理由になっていない。
・
「春の暖かい天気が好き（I like the warm weather in spring.）」や「お花見ができるから
（We can enjoy cherry blossoms in spring.）
」
のように、
理由をふくらませることが大切。
・語数が目安の25〜35 語に比べ、少なすぎる（11語）。

〈解答例③〉

述べられている考えと論理的に矛盾した英文が含まれている。
・
「夏が好き」であることと、その2 つの理由として「夏は晴れの日が多く、外で遊べるから」
「プールで泳ぐのがとても気持ちいいから」を述べているのはよい。
・2 つの理由を述べた後に、
「暑い季節が嫌い」
「夏より冬が好き」といった「夏が好き」と
矛盾する内容が続き、一貫性がない。
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練習問題
答え方の「型」を使って、
次のページからの練習問題にもチャレンジしてみましょう！
〈解答例〉も参考にして、
あなたの考えを英語で書いてください。
最後のページには理由を書き出す欄もありますので、
自由に発想をふくらませましょう。

①

B e e f?
o r f i s h?

②

③

Fi rst, fis h ha s
low calories!

④

I like fis h!
I have two reasons!

Second, they can
swim very well !!
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練習問題①

QUESTION：

What do you like to do on sunny days?

あなたの考え

I like to

on sunny days.

「あなたの考え」のヒント:

I have two reasons.
私には 2 つの理由があります。

ピクニックに行く / go on picnics
お昼ごはんまで寝る / sleep until lunch time
近所を散歩する / go for a walk near my house
山登りをする / climb a mountain
釣りをする / go fishing

理由①

理由②

First,

Second,

.

.

つなげて書こう

「理由」のヒント:
花が美しく見える / flowers look beautiful 運動すると気持ちがいいから / it feels good to do exercise 頂上からの景色が美しいから / the
view from the mountain top is beautiful
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解答例

QUESTION：

What do you like to do on sunny days?

あなたの考え
I like to

go on picnics

on sunny days.

私は晴れた日にピクニックに行くのが好きです。

I have two reasons.
私には 2 つの理由があります。

理由①

理由②

First, I enjoy making

Second, it is very nice to eat

sandwiches and other things

outside on sunny days

for picnics

.

最初に、私はピクニックのためにサンドウィッチや
ほかのものを作るのが楽しいからです。

.
2 番目の理由として、晴れた日に屋外で食事をする
ことは素敵だからです。

つなげて書こう

I like to go on picnics on sunny days. I have two reasons.
First, I enjoy making sandwiches and other things for picnics.
Second, it is very nice to eat outside on sunny days.
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練習問題②

QUESTION：

What club are you in?

あなたの考え

I’m in the

club.

「あなたの考え」のヒント:

I have two reasons.
私には 2 つの理由があります。

写真部 / photography club
演劇部 / drama club
パソコン部 / computer club
陸上部 / track and field club
吹奏楽部 / brass band

理由①

理由②

First,

Second,

.

.

つなげて書こう

「理由」のヒント:
友達と練習するのが好き / I love practicing with my friends

家族や友達の写真をとるのが好き / I like taking photos of my family and

friends 将来俳優になりたいから / I want to be an actor (actress) in the future
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解答例

QUESTION：

What club are you in?

あなたの考え
I’m in the

tennis

club.

私はテニス部に入っています。

I have two reasons.
私には 2 つの理由があります。

理由①

理由②

First, some of my good

Second, I want to teach

friends are in the tennis

children how to play tennis

club

.

someday

.

最初に、私の親友の数名がテニス部に入っている

2 番目の理由として、将来、子どもたちにテニスを

からです。

教えたいからです。

つなげて書こう

I’m in the tennis club. I have two reasons. First, some of my
good friends are in the tennis club. Second, I want to teach
children how to play tennis someday.
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練習問題①

練習問題②

“What do you like to do on sunny days?”に対するあなたの考えについて、
なぜそう思うのか、理由を書き出しましょう。

“What club are you in?”に対するあなたの考えについて、
なぜそう思うのか、
理由を書き出しましょう。

