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英作文

出題例
あなたの学校に来た留学生に，
「私たちの学校のよいところ」を紹介するスピーチをすることになった。スピー
チの原稿を，以下の
〈条件〉
にしたがって書け。
〈条件〉
・あなたの学校のよいところを一つ挙げ，理由を含めて書くこと。
・最初の文は，I’m going to tell you a good thing about our school. とする。
・最後の文は，Thank you. とする。
・最初と最後の文は語数に含めずに，30語以上の英語を用いること。
答

I’m going to tell you a good thing about our school.

Thank you.

ポイント
文章を書くときのパターンを覚えておこう。
①

いちばん伝えたいことをまず最初に述べる。

②

①で述べたことについての理由，説明，補足などをまとまりよく書く。

③

最後に，①の内容を表現を変えるなどしながらもう一度述べてまとめる。（指示された語数によっては③

は省略してもよい。
）
まず日本語で考えてから英文にしていこう。わからない表現があったら，ほかの言い方で考えてみるとよい。
質問の形式は，年度によって少しずつ異なっている。指示された条件をよく読んで答えよう。
例 ₁ …次の質問に対するあなたの答を，理由を含めて，30語以上の英語で書け。

Which do you like better, the sea or the mountain?
例 ₂ …英語の授業で，
「感謝の気持ちを伝えたい人」についての英文を書くことになった。あなたならどの
ような英文を書くか。以下の
〈条件〉にしたがって書け。
〈条件〉
・最初の文は，I want to say “thank you” to
には，適切な語（句）を記入すること。
・最初の文も語数に含め，35語以上の英語を用いること。
・理由を含めて書くこと。
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. を用いること。その際，解答欄の

英問英答－練習問題

1

次の問いかけに対し，あなたはどのように答えるか。₇ 語以上の英語を用いて書け。

⑴ What do you often do after school?

⑵ What did you do last Sunday?

⑶ What is your plan for this Saturday?

⑷ What subject do you like the best?

⑸ What is your favorite sport?

⑹ What do you like to do in your free time?

⑺ What present do you want on your next birthday?
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練

1

習

問

題

【目標時間】
各大設問 9 分

次のアとイの質問のどちらか一つを選び，その質問に対する答を，理由を含めて英語で書け。文の数は
いくつでもよい。ただし，25語以上の英語を用いること。なお，選んだ質問の記号は答の欄の

の中に

記入すること。
ア

Which do you like better, mountains or the sea?

イ Where do you want to go during the next spring vacation?
1

答

2

記号

ゆかた

日本には「浴衣」という衣服
（clothes）がある。その浴衣について，初めて日本に来た外国の人に紹介
する文をつくり，英語で書け。ただし，25語以上の英語を用いること。なお，
「浴衣」は，a “yukata”とし，
₂ 語と数えること。

2

答

3

次の問いかけに対し，あなたはどのように答えるか。30語以上の英語で書け。

What do you think about studying English?
3

答
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あなたの学校に来た留学生に，
「私たちの市でおすすめの場所」を紹介するスピーチをすることになった。
スピーチの原稿を，以下の
〈条件〉にしたがって書け。

〈条件〉
・あなたの市でおすすめの場所を一つ挙げ，理由を含めて書くこと。
・最初の文は，I’m going to tell you about a place to visit in our city. とする。
・最後の文は，Thank you. とする。
・最初と最後の文は語数に含めずに，30語以上の英語を用いること。
8

I’m going to tell you about a place to visit in our city.

答

Thank you.

9

あなたは英語の授業で，
「あなたが休日にすること」についてスピーチをすることになった。スピーチ
の原稿を，以下の
〈条件〉
にしたがって書け。

〈条件〉
・あなたが休日にすることを一つ挙げ，理由を含めて書くこと。
・最初の文は，I’m going to tell you about a thing I do on holidays. とする。
・最後の文は，Thank you. とする。
・最初と最後の文は語数に含めずに，30語以上の英語を用いること。
9

答

I’m going to tell you about a thing I do on holidays.

Thank you.
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