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英検 ® 準 1 級
ライティング

Grade Pre-1

英作文が
こう変わる！

英検準 1 級では，2016 年度第 1 回検定から英作文が変わります。
サンプル問題で傾向を把握したら，予想問題を実際に解いてみましょう。
※サンプル問題とその模範解答は，公益財団法人 日本英語検定協会の発表によるものです。

サンプル問題
 Write an essay on the given TOPIC.
 Use TWO of the POINTS below to support your answer.
 Structure: Introduction, main body, and conclusion
Suggested length: 120-150 words
TOPIC
Agree or disagree:
Small, independent shops and businesses can survive in modern society
POINTS
・Cost
・Customer service
・The economy
・Traditional skills
1

◉模範解答
I agree with the idea that small, independent shops and businesses will
be able to survive in modern society, and I have two reasons to support
my opinion.
To begin with, the service at small, independent shops is usually far
better than the service at larger businesses and chain stores.
Independent shops are usually more closely connected to their
communities, and their staff members often know their customers
personally and have a good idea of what they are looking for.
Secondly, many independent shops are responsible for producing
traditionally made goods. The skills to make these products have been
passed down over generations, and consumers today still appreciate the
quality and craftsmanship of the goods that these businesses sell.
It is for these reasons that I believe people will continue to use small,
independent businesses.（135語）
◉全訳

TOPIC

POINTS

賛成か反対か：

小規模で自営の商店や企業は，現代社会で生き残ることができる

・経費

・顧客サービス
・経済

・伝統的技術
模範解答

私は，小規模で自営の商店や企業は現代社会で生き残ることができるだろうとい

う考えに賛成です。そして，私の意見を支える 2 つの理由があります。

まず第 1 に，小規模の自営店でのサービスは，たいてい大企業やチェーン店など

でのサービスよりもはるかに優れています。自営店はたいてい地域社会とより密接
に結びついていて，店員たちもしばしば個人的に顧客を知っていることもあり，彼
らが探し求めている物についてよく分かっています。

第 2 に，多くの自営店は伝統的に作られる商品の製造に対して責任を持っていま

す。こうした製品を作る技術は世代を超えて受け継がれてきており，今日の顧客は
今なおこうした店が売っている商品の品質や職人技を評価しています。

これらの理由から，人々は小規模の自営店を利用し続けるだろうと思います。

2

解説

序論（introduction）の第 1 段落で，与えられたトピックに対して賛成の立場を

明確にした上で，理由が 2 つあると述べている。続く本論（main body）の第 2 〜

3 段落では，ポイントに含まれている「顧客サービス」と「伝統的技術」の観点か
ら そ の 利 点 を 説 明 し， ト ピ ッ ク へ の 賛 成 論 を 展 開 し て い る。 そ し て 結 論

（conclusion）の最終段落では，改めてトピックに対する賛成の立場を明らかにし
て文章を結んでいる。
変更ポイント

1 エッセイ形式になる！

従来の E メール形式からエッセイ形式になることで，解答の体裁が大きく変わり，

1）序論，2）本論，3）結論の 3 つの段落構成を取らなければならない。以前の形

式ではテーマがばらばらの質問にそれぞれ回答をすればよかったが，新しい形式で
は文章の組み立てが大変重要になるので，書き出す前に骨組みをよく考える必要が
ある。

変更ポイント

2 POINTS が指定される！

本論での論証の際には，与えられたポイントの中から必ず 2 つを使う必要があり，

受験者が任意に選べる。評価の際には，読み手を納得させる分かりやすい論理性が
重視されるので，与えられたポイントを先に検討して自身が書きやすい（論証しや
すい）立場を選択するのが賢明である。
変更ポイント

3 語数が増える！

全体の語数は 120 語から 150 語に収めなければならない。従来の E メール形式

の 100 語前後と比べると語数が増えた感があるが，3 つの段落の組み立てや論理構
成のためのつなぎ言葉を用いる必要もあるので，各段落において要点を絞ってコン
パクトに英文をまとめよう。

英作文の解答に求められる観点
●内容

TOPIC と POINTS の内容が含まれているか

●語彙

内容に適した語彙を正しく使えているか

●構成
●文法

英文の構成と流れが分かりやすく，筋道立っているか
幅広い文構造を正しく使えているか

3

予想問題

1

 Write an essay on the given TOPIC.
 Use TWO of the POINTS below to support your answer.
 Structure: Introduction, main body, and conclusion
Suggested length: 120-150 words
TOPIC
Agree or disagree:
Teenagers should avoid using Social Networking Services
POINTS
・Safety
・Information literacy
・Education
・Personal relationships

4
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◉模範解答
I agree with the idea that teenagers should avoid using Social
Networking Services. I have two reasons to support my opinion.
Firstly, teenagers treat each other very badly sometimes. They also do
this online, and Social Networking Services can be terrible places for people
who are bullied. Also, it is hard for parents and teachers to find out if this
kind of bullying is happening, so they are often unable to help the bullied
teenagers.
Secondly, criminals can easily target teenagers on these services, and
commit cybercrimes, such as information theft and Internet fraud.
Teenagers do not have enough skill and experience to avoid these criminals,
so they are at high risk of becoming victims.
Because of these reasons, I believe that teenagers should wait until
they become adults to use Social Networking Services.（134語）
◉全訳

TOPIC

賛成か反対か：

10 代の若者はソーシャルネットワーキングサービスの利用を避ける
べきである

POINTS

・安全性

・情報リテラシー（情報を入手・理解・活用する能力）
・教育

・人間関係
模範解答

私は，10 代の若者はソーシャルネットワーキングサービスの利用を避けるべき

だという考えに賛成です。私の意見を支える理由が 2 つあります。

まず，10 代の若者は，相手をひどい目に遭わせることがあります。彼らはイン

ターネット上でもこれをして，ソーシャルネットワーキングサービスがいじめられ
ている人たちにとって恐ろしいものになる可能性があります。また，親や先生がこ
の種のいじめが行われているかどうかを見極めるのは難しいので，いじめに遭って
いる 10 代の若者を救えないことがよくあります。

第 2 に，犯罪者はこれらのサービスにおいて 10 代の若者を容易に標的にするこ

とができ，情報窃盗やインターネット詐欺といったネット犯罪を犯す可能性があり
ます。10 代の若者はこれらの犯罪者を避ける十分な技術や経験がないので，被害
者になる恐れが高いです。

これらの理由から，10 代の若者は大人になるまでソーシャルネットワーキング

サービスを利用するのを待つべきだと思います。

6

解説

まずは，TOPIC を適切に理解することが重要である。ソーシャルネットワーキ

ングサービス（SNS）とは，例えば Facebook のように，メッセージや写真などを
通してユーザー同士の交流を促進するインターネット上のサービスのこと。

解答は，序論（introduction），本論（main body）
，結論（conclusion）の構成

で，本論では序論で述べた自分の主張の理由・根拠を 2 つ述べる必要がある。それ
ぞれの理由で段落をわけ，文章全体を 4 段落構成で書くとよい。

「10 代の若者はソーシャルネットワーキングサービスの利用を避けるべきであ

る」という TOPIC に対し，模範解答は賛成の立場で書かれている。序論では

〈I agree with the idea that ＋ TOPIC の文〉「〜という考えに賛成です」という表
現を使っているが，the idea を the statement とすることも可能。その後，模範

解答では I have two reasons to support my opinion.「私の意見を支える 2 つ

の理由があります」と述べ，次の段落へつなげている。語数を減らしたいときは，
I have two reasons for this.「これには理由が 2 つある」も有効だ。

次に，第 2，3 段落では，序論で述べた自分の主張を支える理由・根拠を 2 つ述

べるが，模範解答では，Firstly「まず，第 1 に」，Secondly「第 2 に」という表現を

使い，POINTS の Personal relationships「人間関係」と Safety「安全性」の 2 つ
の観点で意見を述べている。なお，POINTS のうち 2 つを用いることが解答の条件

だが，そのままの語句を使う必要はない。ただし，どの POINTS に関する意見か

を明確にすること。模範解答の 1 つ目の理由は「人間関係」の観点で，いじめを取
り上げている。「いじめる」という動詞は bully だが，このような典型的な社会問題

に関する語彙はできるだけ増やしておきたい。2 つ目の理由は「安全性」の観点で，
ネット犯罪を取り上げている。Internet fraud「インターネット詐欺」は，この表
現が思いつかない場合は，be deceived [fooled] by 〜「〜にだまされる」を用い
るなどして，知っている語彙で表現するテクニックも身につけておこう。

なお，反対の立場では，10 代の若者にとってのソーシャルネットワーキングサ

ービスの利点を述べるとよい。たとえば，POINTS の Personal relationships の観

点から，Social Networking Services allow people to have a wider circle of
friends.「ソーシャルネットワーキングサービスによって友達の輪が広がる」とい

った意見も考えられるし，POINTS の Education を利用して，Social Networking
Services help young people find jobs or get study advice.「ソーシャルネッ
トワーキングサービスは，若者が仕事を見つけたり勉強のアドバイスをもらうのに
役立つ」などの意見も考えられる。

最終段落では，結論として序論で述べた自分の意見を繰り返す。模範解答では，

Because of these reasons, I believe that 〜「これらの理由から，〜と思う」

という表現を用いている。表現のバリエーションを示すために，結論ではできるだ
け TOPIC や序論の表現を言い換えることがポイントである。

7

予想問題

２

 Write an essay on the given TOPIC.
 Use TWO of the POINTS below to support your answer.
 Structure: Introduction, main body, and conclusion
Suggested length: 120-150 words
TOPIC
Agree or disagree:
People should not know too many details about the private lives of public
figures like celebrities or athletes
POINTS
・Human rights
・Public relations
・Wealth and fame
・Value of information
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◉模範解答
I agree with the idea that people should not know too many details
about the private lives of public figures, and I have two reasons to
support my opinion.
For one thing, famous people have the right to protect their privacy,
just like anyone else. Even famous people often feel very uncomfortable
when people know too much about them. Also, gossip sometimes causes
excessive media attention on them, which may violate their human rights.
Another reason is that gossip contains pointless information and there
are more important things for people to know, like politics, economics or
other social issues. Certainly, gossip satisfies people temporarily, but at
the end, it often creates negative feelings, such as jealousy and anger.
For these reasons, I believe that people should avoid knowing about the
private lives of public figures too much.（137語）
◉全訳

TOPIC

賛成か反対か：

人々はタレントやスポーツ選手のような有名人の私生活についてあま
りに詳しく知るべきではない

POINTS

・人権

・広報活動，PR
・富と名声
・情報価値

模範解答

私は，人々は有名人の私生活についてあまりに詳しく知るべきではないという考

えに賛成です。そして，私の意見を支える理由が 2 つあります。

1 つには，他の人と同様に，有名人にはプライバシーを守る権利があります。有

名人であっても，人が自分についてあまりにたくさんのことを知っていると，しば
しば非常に不快に感じます。また，うわさ話は時に彼らにメディアの過度な注目を
もたらし，そのことが彼らの人権を侵害する可能性があります。

もう 1 つの理由は，うわさ話には無意味な情報が含まれており，政治や経済，他

の社会問題など，人々が知るべきもっと重要なことがあります。確かに，うわさ話
は人々を一時的に満足させますが，最終的には，嫉妬や怒りといった負の感情をも
たらすことがよくあります。

これらの理由から，人々は有名人の私生活について知りすぎることは避けるべき

だ，と私は思います。

10

解説

まずは，TOPIC の内容を適切に理解する。private lives は「私生活」
，public

figures は「よく知られた人，有名人，著名人」という意味。万一 public figures
の意味が取れなくても，celebrities or athletes が分かれば意見を述べることはで
きるだろう。なお，celebrities（celebrity の複数形）は日本語の「セレブ」と少

しニュアンスが異なり，主に芸能界など，マスコミを通じて名前が知られた「有名
人，著名人」のこと。このように，日本語（カタカナ英語）と英語で意味にズレが
ある語は，日頃から英英辞典で確認しておこう。適切な語彙・表現，コロケーショ
ンを使うには，英英辞典の語義や例文が役に立つ。

「人々はタレントやスポーツ選手のような有名人の私生活についてあまりに詳し

く知るべきではない」という TOPIC に対し，模範解答では序論で賛成の立場を明

らかにして，第 2，3 段落でその理由を 2 つ，For one thing「1 つには」
，Another

reason is that 〜「もう 1 つの理由は〜である」を用いて述べている。2 つの根拠

を列挙する表現としては他に，First, 〜, Second [Also], ...「第 1 に〜，第 2 に［ま
た］…」，For one reason, 〜, For another reason, ...「理由の 1 つとして〜，ほ

かの理由として…」，The first reason is that 〜, The second reason is that ...

「1 つ目の理由は〜だ，2 つ目の理由は…だ」などがある。前もってどんな表現を使
うかを決めておいたうえで，文章全体の語数調整の際にこれらのバリエーションを
活用するとよい。

模範解答では，POINTS の Human rights「人権」と Value of information「情

報価値」の 2 つの観点で意見を述べている。protect privacy「プライバシーを保

護する」や violate human rights「人権を侵害する」などの表現は書けるように

しておこう。また，第 3 段落第 2 文の gossip satisfies people temporarily に着

目したい。日本語では無生物主語をあまり使わないため，people are satisfied

temporarily with gossip のように人を主語とした英文を作りがちだが，この模範
解答のように gossip を主語として satisfy を他動詞で使うとより英語らしくなる。

なお，反対の立場では，POINTS の Wealth and fame「富と名声」を利用して，

Famous celebrities or great athletes should understand that the loss of

privacy is their destiny, but in exchange for this, they can achieve wealth and

fame.「有名タレントや優れたスポーツ選手は，プライバシーがなくなるのは宿命

であると理解すべきだが，これと引き換えに彼らは富と名声を得ることができる」
，
POINTS の Public relations「広報活動」を利用して，The private lives of public

figures are often used for the publicity, so there is no need to be concerned

about the invasion of privacy.「有名人の私生活は広報に用いられることが多い
ので，プライバシーの侵害の懸念は不要である」などの意見も可能であろう。

模範解答の結論では，For these reasons, I believe that 〜「これらの理由か

ら，〜と思う」という表現を用いつつ，TOPIC の文言を言い換えている。

11

予想問題

３

 Write an essay on the given TOPIC.
 Use TWO of the POINTS below to support your answer.
 Structure: Introduction, main body, and conclusion
Suggested length: 120-150 words
TOPIC
Agree or disagree:
Public places should have more security cameras
POINTS
・Effectiveness
・Cost
・Privacy
・Multiple uses
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◉模範解答
I disagree with the idea of putting more security cameras in public places,
because of two reasons regarding the effectiveness and cost.
First, it may be true that security cameras contribute to stopping crime
before it happens to some extent, but when it comes to arresting criminals,
security cameras are less helpful. The images which security cameras
record are often not clear, so it sometimes causes mistaken arrests and,
in addition, the recorded images are not often allowed as evidence during
a trial.
Additionally, it is expensive to install security cameras, and costly to
maintain them. The number of criminals stopped is not high enough to
justify the high cost of the technology. The money for cameras would be
better spent hiring and training special detectives to find and arrest
criminals.
It is for these reasons that I disagree with the notion of installing more
security cameras in public places.（150語）
◉全訳

TOPIC

賛成か反対か：

POINTS

・有効性，効果

公共の場に防犯カメラを増やすべきである

・費用

・プライバシー
・多様な使い方
模範解答

私は，公共の場にもっと多くの防犯カメラを設置する考えに反対です。それは，

有効性と費用の点において 2 つの理由があるからです。

第 1 に，防犯カメラがある程度事前に犯罪を食い止めるのに役立つというのは事

実かもしれませんが，犯人を逮捕することに関して言えば，防犯カメラはそれほど
役に立ちません。防犯カメラが記録する映像はしばしばはっきりしないので，結果
的に誤認逮捕になることがあり，さらには，記録された映像が法廷で証拠として認
められないことも多いです。

加えて，防犯カメラは設置するのに費用がかかり，維持費もかさみます。食い止

められる犯罪の数はテクノロジーにかかる高い費用に見合うほど多くありません。
カメラにかかるお金は，犯罪者を見つけて逮捕する特殊な刑事を雇ったり養成した
りするのに使うほうが有意義です。

これらの理由から，公共の場にもっと多くの防犯カメラを設置する考えに反対です。

14

解説

「公共の場に防犯カメラを増やすべきか」という TOPIC に対し，模範解答は反対

の立場で書かれている。冒頭の I disagree with the idea of 〜ing は「〜するとい

う考えに反対です」という意味で，続くputting more security cameras in public
places は TOPIC の文言の言い換えである。このように，余裕があれば，序論の主
張の部分でも多少の言い換えを試みてもよい。ただし，TOPIC の内容とずれがな

いようにすること。次に，模範解答では because of two reasons regarding the
effectiveness and cost「有効性と費用の点における 2 つの理由により」と続けて

いる。このように，第 2，3 段落で取り上げる POINTS の語句をここで持ち出して
もよいだろう。

第 2，3 段落では，First「第 1 に」，Additionally「加えて」を用いて反対する理

由 を 2 つ 述 べ て い る。 第 2 段 落 で 書 か れ て い る 1 つ 目 の 理 由 は，POINTS の
Effectiveness「有効性，効果」の観点で，防犯カメラが役に立たない理由を説明し

ている。it may be true that 〜, but ...「〜は事実かも知れないが，…だ」
，when
it comes to 〜「〜に関して言えば」という表現を用いている。模範解答のこの 1 文

は非常に長いが，もう少し手短に書くとすれば，First, it may be true that security
cameras contribute to stopping crime before it happens. However, they are
less helpful in arresting criminals.「第 1 に，防犯カメラは事前に犯罪を食い止め
るのに役立つというのは事実かもしれない。しかし，犯人を逮捕することにおいて
はそれほど役に立たない」のように表すことができる。

Additionally で始まる理由の 2 つ目は POINTS の Cost「費用」の観点で，防犯カ

メラの設置にかかる費用や維持費に言及し，「犯罪者を見つけて逮捕する特殊な刑
事を雇ったり養成したりするのに使うほうが有意義だ」という意見を述べている。

一方，賛成の立場では，防犯カメラの必然性や利点を述べるとよい。たとえば，

POINTS の Effectiveness の観点から，Security cameras can prevent crimes

just by being there.「防犯カメラはそこにあるだけで犯罪を防ぐことができる」

といった意見も考えられるし，POINTS の Multiple uses の観点から，Security

cameras help to find out what happened not only in crimes but also in
accidents.「防犯カメラは犯罪だけでなく事故においても何が起こったかを突き止

めるのに役立つ」といった意見も考えられる。not A but B「A でなく B」や not
only A but also B「A だけでなく B も」などの説得力を持たせる表現はぜひ使え

るようにしておきたい。

最後に，模範解答の結論では，It is for these reasons that I disagree with 〜

「これらの理由から，〜に反対です」という表現を使って締めくくっている。結論
の表現としては他に，For these reasons「これらの理由から」
，In conclusion「結
論として」などが使える。表現のバリエーションを増やしておくと，解答の文章全
体の語数調整でも役に立つ。

15

