
3 級英作文書き方 

1. 問題文を読む。内容を理解する。3分で答えと理由を２つ日本語で考える。（注意）

英単語が書ける理由にする。 

2. 文章は Iから始める。 

3. 下の赤字を参考にして書き方の形を覚える。 

4. 単語練習をして単語の間違いをなくす。 

5. 文字数を数える 25-35文字 

6. ミスがないか確認する。 

7. 添削が返ってきたら、再度ノートに自分で書き直して提出する。 

 

 

 

日常生活をテーマにした英作文問題 

問題 

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。（※問題文は全問同じなので以降省略します） 

QUESTION 

What do you like to do in your free time? 

解答例 

  

I like to watch movies in my free time. 

First, funny movies make me laugh. 

Second, I enjoy talking about movies with my friends. 

解答の解説 

  

1 文目で質問への答えをはっきりと簡潔に述べます。質問文を参考にして英作文するとよ

いでしょう。 

次に、2つの理由を述べることを予告する文を書きます。この文を書くことで、文章全体

の流れが良くなります。 

理由は、 First, Second, のように、序数を用いて並べるとわかりやすく説明できます。

正しい文法を使って、わかりやすい文章に仕上げることが大切です。 

将来の予定に関する英作文問題 

QUESTION 

What do you plan to do this winter? 

解答例 



I plan to go to my grandmother’s house in Hokkaido this winter, so we can have 

a new year’s party together. 

I also look forward to playing with snow there. 

 

多くの中から 1つ選択する英作文問題 

QUESTION 

What sports do you like?  

解答例 

I like baseball. 

One reason is that everyone in baseball team has their own part. 

Another is that baseball is surprising. No one can guess what happens till the 

game ends. 

解答例の和訳 

私は野球が好きです。 

理由の 1つ目は、野球チームでは全員が自分の役割を持っているからです。 

もう 1つに、野球は驚かせてくれるからです。試合が終わるまで何が起こるか予想できま

せん。 

解答の解説 

冒頭は、聞かれた内容を答えます。もし、「一番好きなスポーツは？」と聞かれたら、I 

like baseball the best. のように答えます。 

「理由は 2つあります」の代わりに、One reason（理由の 1つ目は～）と書くこともでき

ます。この場合は、2つ目の理由を書く時に、 Another is（もう 1つは～）を使います。 

 

好きな方を選ぶ形式の英作文練習問題 1 

QUESTION 

Which do you like better, singing or dancing? 

QUESTIONの和訳は、「歌うことと踊ること、どちらが好きですか？」です。どちらも好き

ではないという場合でも、どちらかを選ばなくてはなりません。その場合は、答えやすい

方を選びましょう。 

解答例 

I like dancing better, because it is fun to move my body as I want to along with 

music. 

Also, dancing is a good exercise, so it is good for my health. 

解答例の和訳 

私は踊るほうが好きです。なぜなら、音楽に合わせて好きなように体を動かすのが楽しい

からです。 



また、踊りは良い運動でもあるので、健康にも良いです。 

  

解答の解説 

「どちらの方が好きか？」という問題に対しては、I like ○○ better.  で答えるのが

基本の形です。理由は、具体例を挙げると書きやすくなります。 

 

「歌うこと」を選んだ場合の解答例 

I like singing better, and I have two reasons. 

First, it feels good to sing out loud. 

Second, singing together in music class is a good way to make friends. 

 

好きな方を選ぶ形式の英作文練習問題 2 

QUESTION 

Which do you like better, studying alone or studying with friends? 

解答例 

I like studying with friends better. 

First, it is more fun to be with friends. 

Second, we can help each other. For example, I can teach my friends English, and 

they can teach me math. 

解答の解説 

まず、どちらが好きかを簡潔に述べます。具体例を述べる時は、 For example などの接

続副詞を使うと文章の流れが良くなります。 

  

「1人で勉強する」を選んだ場合の解答例 

I like studying alone better. I have two reasons. 

First, I can focus on my study better when I am alone. 

Second, I can read out loud when I am alone. 

 


