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 72 回生 こんにちは！ 昨日に引き続き，英作文のお話です。 

自由英作文のテーマは大きく 2 つのカテゴリーに分けることができることが多いです。 

 

1. 社会的なテーマについて意見を書く 

2. 日常生活などの身近なテーマについて自分の考えを書く 

 

自分が受験する大学ではどちらが出題されているかによって練習をしておくとよいですね。 

年度によって異なる場合はどちらでも対応できるように対策しておきましょう。 

 

近年出題されたテーマのいくつかを，紹介します。  

自由英作文がある人は書いてみましょう。 時間があまりとれない人は，昨日紹介したプロセスの， 

① Brainstorming : アイディアを考える → ② Outlining : アウトラインの作成 

までしておくと，同じようなテーマが出たときによりスムーズに書くことができると思いますよ。 

 

A.  

Think about your school life.  What is one thing you want to change about the school education system? Describe the 

problem in detail and offer a possible solution.  Write your answer in English in 120- 150 words. 

  ( 2019 名古屋市立大 前) 

 

B.  

According to Japanese law, you cannot get a license until you are 18 years old.  In some countries, however, it is 

possible to get a driver’s license when you are 16 years old.  Do you think it would be good idea or a bad idea for Japan 

to change the current law in order to allow 16-year-olds to drive?  Write your answer in 80 to 120 words in English.  

Be sure to give three reasons to support your answer.                                      （2019 金沢大 前） 

 

 

C. 

As a reward for entering university, Hanako’s parents want to give her a present.  They have two ideas and want 

Hanako to choose which one she wants to receive.  The first is that Hanako’s parents will pay for her to attend an 

English school in the United States for one month during the summer vacation of her first year of university.  The 

second is that they will pay for her to go to driving school during her first year of university.  Which present do you 

think Hanako should choose? Why?  In approximately 100 words, state your opinion and give at least one reason for 

it.  Write your answer in English.                                              （2015 下関市立大 中） 

 

（和訳） 

大学入試のお祝いとして，花子の両親は娘に何かプレゼントをしたいと思っています。花子の両親には 2 つのアイディア

があり，花子にそのうち 1 つを選んでほしいと考えています。1 つ目は，大学 1 年生の夏休みにアメリカの英語学校に 1

か月通うための費用を出してあげること。2 つ目は，大学 1 年生の時に自動車学校に通うための費用を出してあげること。

花子はどちらを選ぶべきだと思いますか。100 語程度で，少なくとも理由をひとつ挙げ，自分の意見を述べなさい。解答

は英語で書くこと。 



D.  

あなたは断り上手ですか，それとも断り下手ですか。それはどのような経験からいえますか。100 語程度の英語で答

えなさい。                                    （2019 大阪教育大 前） 

 

E. 

Do you agree or disagree with the idea that you can change by helping others?  Support your answer by giving at least 

one example from your own experience.                        （2019 聖心女子大） 

 

 

ではまた明日！ ごきげんよう。  


