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自由英作文の対策の仕方 

 

栃木県県立高校入試では、毎年大問４の３で「自由英作文」出題さ

れる傾向があります。テーマに沿って自分の意見を英語で書く問題

のことで、平成２８年度県立高校入試からは、書く文量が３文程度→

５文程度に増加しました。 

そのため、あらかじめ使いやすい例文を覚えておくことが重要です。

まずは、番組で紹介した「覚えておくべき６つの基本例文」をおさら

いしましょう。 

 

年度 出題テーマ（過去８年分） 英文の量 

Ｈ２９年度 ペットを飼うことについて賛成か反対か ５文程度 

Ｈ２８年度 テレビを観ることは中学生にとって良いか ５文程度 

Ｈ２７年度 夏休みに行くとしたら海か山のどちらか ３文程度 

Ｈ２６年度 テレビを観ること・本を読むことのどちらが好きか ３文程度 

Ｈ２５年度 あなたが高校生になったらやってみたいこと ３文程度 

Ｈ２４年度 あなたの好きな季節はいつか ３文程度 

Ｈ２３年度 外国から来た中学生にしてあげたいこと ３文程度 

Ｈ２２年度 あなたが今会ってみたい人 ３文程度 
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◆覚えておくべき６つの基本例文 

①I want to～：私は～をしたいです  

（例）I want to go to the sea. 

（訳）私は海に行きたいです。 

②I like～the best／better：私は～が一番／のほうが好きです 

（例）I like winter better. 

（訳）私は冬のほうが好きです。 

③My hobby is～ing ：私の趣味は～をすることです  

（例）My hobby is reading books. 

（訳）私の趣味は本を読むことです。 

④It is because～：～が理由です 

（例）It is because I like apple. 

（訳）私はりんごが好きだということが理由です。 

⑤It is important for me to～：私にとって～することは大切

です 

（例）It is important for me to study English.  

（訳）私にとって英語を勉強することは大切です。 

⑥… make(s) me～：…は私を～にさせます 

（例）It makes me happy. 

（訳）それは私を幸せにします。 
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番組では、これらの「覚えておくべき６つの基本例文」をもと

に、【平成２９年度 栃木県県立高校入試問題】の自由英作文問

題を解いていきました。こちらでは、【平成２８年度 栃木県県

立高校入試問題】の自由英作文問題を解いていきます！ 

 

「栃木県 県立高校入試問題」 

平成２８年度 大問４の３ 

英語の授業で、次のテーマについて自分の考えを英語で書いて

くるという課題が出た。賛成か反対かあなたの立場を決めて、

その理由を明確にし、つながりのある５文程度の英語で答えな

さい。ただし、書き出しは下記のア、イのどちらかを用いるこ

ととし、書き出しの文は１文と数える。 

テーマ Watching TV is good for junior high school students. 

書き出し（賛成の場合）ア I agree 

    （反対の場合）イ I don’t agree 

 

 

「テレビを観ることは中学生にとって良いか」というテーマで

す。次のページで解答例を紹介していきますので、皆さんも一

緒に考えてみましょう！ 
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<解答例> 

・私は賛成です。  

→ I agree. 

・私の趣味はテレビを観ることであるということが理由です。 

→It is because my hobby is watching TV.  

・私はニュース番組が一番好きです。 

→I like news programs the best.  

・私はテレビを通してたくさんのことを学びたいです。 

→I want to learn a lot of things on TV. 

・これらの理由から、中学生にとってテレビを観ることは良い

です。 

→For these reasons，it is good for junior high school 

students to watch TV. 

 

「覚えておくべき６つの基本例文」を活用した解答例ですが、

解答の仕方は他にもたくさんあります。どんどん練習し、「自分

にとって使いやすい基本例文」をつくってみてください。 

次のページでは、作った英文をアレンジするための表現集を、

番組で紹介しなかったものも含め、おさらいしていきます。 
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◆作った英文をアレンジするための 

表現集 

・副詞（句）を入れる 

（例）usually（たいてい），often（しばしば） ，every day

（毎日） ， with my friends（友人と一緒に） など 

+α その他の副詞および副詞句（抜粋）（HP 限定公開） 

always（いつも）， especially（特に），also（～もまた）， 

early（早く），before（以前に），well（上手に） 

for the first time（初めて），each other（お互いに）， 

at least（少なくとも），very much（とても），a little（少し） 

 

 ・熟語を使ってみる 

（例）have a nice time（楽しい時を過ごす）， 

be interested in ～（～に興味がある）など 

+α その他の熟語（抜粋）（HP 限定公開） 

be good at～（～が得意である）， 

look forward to～（～を楽しみに待つ）， 

be sure to～（必ず～する）， 

be impressed with（～に感動する）， 

 

easy 
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・接続詞を使い、文を長くしてみる 

（例）if（もし～なら） ，when（～のとき） ，so（それな

ので） ，and（そして） など 

+α その他の接続詞（抜粋）（HP 限定公開） 

before（～する前に），after（～した後で）， 

while（～の間），until（～するまで），since，（～して以来）， 

though/although（～だけれども），as（～のように） 

 

 

・関係代名詞や分詞などの後置修飾を入れる（HP 限定公開） 

（例）That is the library which I often go to.  

（訳）そこは私がよく行く図書館です。 

 

・so～that などを用いた構文を入れる（HP 限定公開） 

（例）I practiced kendo so hard that 

   I could win the game.  

（訳）私はとても熱心に剣道を練習したので、 

その試合に勝つことができました。 

「関係代名詞と分詞などの後置修飾」、「so～that などを用いた構

文」については少し難しいので、解説していきます。 

hard 
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◇関係代名詞・分詞の使い方について 

関係代名詞とは 

２つの文をつないで、前の名詞に説明を加えるときに使う who，

which，that などのことで、関係代名詞に続く文が修飾する名

詞を先行詞といいます。また、関係代名詞にも、人称代名詞の

「I（主格）‐my（所有格）‐me（目的格）」のような「格変

化」があります。「先行詞」と「格」によって、下記の表を参考

に使い分けていきましょう。 

【関係代名詞の格変化】 

先行詞／格 主格 所有格 目的格 

人 who，that whose who，whom，that 

もの・動物 which，that whose which，that 

（例１）先行詞が「人」で「目的格」の場合 

He is my friend whom（who・that）I play soccer with. 

彼は私が一緒にサッカーをする友人です。 

（例２）先行詞が「動物」で「主格」の場合 

Pochi is a dog which（that）makes us happy. 

ポチは私たちを幸せにする犬です。 
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分詞とは 

現在分詞（動詞の ing 形）は【be 動詞＋現在分詞】で「進行形」

として使うほかに、「～している」の意味で名詞を修飾する用法

があります。これを、現在分詞の形容詞用法といいます。同様

に、過去分詞を「～されている・～された」の意味で名詞を修

飾する用法もあります。そして、名詞を前から修飾する場合と

後ろから修飾する場合があります。 

○前から名詞を修飾する場合 

分詞だけで名詞を修飾するときは、【分詞＋名詞】の語順となり

ます。 

（例）The running boy is my brother. 

（訳）走っているその少年は、私の兄弟です。 

○後ろから名詞を修飾する場合 

分詞が他の語句をともなって名詞を修飾するときは、【名詞＋分

詞＋語句】の語順となります。 

（例）The boy running in the park is my brother. 

（訳）公園で走っているその少年は、私の兄弟です。 
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◇so～that などを用いた構文を入れる 

構文とは、「ある特定の語句を用いて表現する文」と考えていい

と思います。ここでは、入れると文が長くなり表現力も上がる

ようなものを紹介していきます。 

・so…that～「とても…なので～」 

（例）I practiced kendo so hard that I could win the game.  

（訳）私はとても熱心に剣道を練習したので、その試合に勝つ

ことができました。 

・I'm sure that～ 「私はきっと～と思います」 

（例） I'm sure that I can do it 

（訳）私にはきっとそれができると思います。 

・not only A but also B 「A だけでなく B もまた」 

（例） I like not only English but also Science. 

（訳）私は英語だけでなく理科も好きです。 

・as～as…can／as～as possible 「できるだけ～」 

（例） I run as fast as I can. 

（訳）私はできるだけ速く走ります。 

・the 比較級～， the 比較級… 「～すればするほど…」 

（例） The more I know him，the more I love him. 

（訳）知れば知るほど、ますます私は彼を好きになります。 
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…このように、「関係代名詞」や「分詞」、「so…that～構文」などを用

いることで、英作文の表現力を高めることができます。そして、高校

受験で培った知識は高校進学後も活用することができます。 

例えば、実用英語技能検定（以下、英検）についてはライティングテ

ストが導入されています。2016年度）第 1回検定から「2級」に、2017

年度の第 1回目から「準２級」および「3級」の試験内容にも追加され

ました（代わりに英文の並べ替え問題が削除）。 

＜「準2級」ライティングテストの問題例（見本）＞  

●あなたは、外国人の知り合いから以下のQUESTIONをされました。  

●QUESTIONについて、あなたの意見とその理由を2つ英文で書きなさい。  

●語数の目安は50～60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  

Do you think students should take part in club activities at school? 

こちらは「語数の目安」もあるため、紹介させていただいた「作った英

文をアレンジするための表現集」を活用することが問題対策につな

がります。先を見据えた学習を心掛けていきましょう。 


