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ライティングテストについて 

 
特別英語のライティングテストはレベルによって以下
の通り内容が異なります。 
 
 レベル 形式 時間 

中級 手紙 30分 

上級 エッセイ 40分 



合格するためのアドバイス 
①きちんと問題を読むこと 

中級レベルの問題は以下の文から始まります。この後に続く問
いに全て答えるようにしましょう。 
 
You have 30 minutes to read the question, plan and write 
your answer. You should write at least 150 words. You do 
NOT need to write any address. Begin your letter as 
follows:  
   
Dear________________________  



合格するためのアドバイス 
②書く前に概要を考えること 

すぐに書き始めるのではなく、
何をどの順番に書くか素早く
計画を立ててみましょう。例え
ば右図のようにアウトラインを
書くことによって考えを整理す
ることができます。（メモ用紙
は当日配布されます。） 



合格するためのアドバイス 
③たくさん書くこと 

なるべくたくさん書くようにしましょう。内容をできるだけ掘り下げ
るようにしてみてください。 
                （悪い例）          （良い例） 



合格するためのアドバイス 
④段落で書くこと 

新しい文を書く度に改行するのではなく、前の文に続けて書くこ
と。段落を変えるときのみ改行しましょう。段落の始まりはイン
デントする（空白を入れる）ことを忘れないように。 
        （悪い例）            （良い例） 
 



合格するためのアドバイス 
⑤繰り返し同じ単語を使わないこと 

同じ単語を繰り返し使うのではなく、同義語やイディオ
ムなどを使って多様な表現を使いましょう。 
（悪い例） 
The person I respect the most is my father. I respect him 
because he works hard every day for the family and always 
takes good care of us. Someday I hope I can be like my 
father and my children will respect me in the same way.  
（良い例） 
The person I respect the most is my father. I admire him 
because he works hard every day for the family and always 
takes good care of us. Someday I hope I can be like my 
father and my children will look up to me in the same way.  



合格するためのアドバイス 
⑥形式に沿って書くこと（手紙） 

日本語の手紙の「頭語」と「結語」のように英語の手
紙の形式にも適切な手紙の「始め方」と「終わり方」
があります。 
Dear Mike, 
     
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.....................................................................................  
                                                                   Sincerely, 
                                                                   Taro 

 

（その他の例） 
Hello Paul, 
Hi Paul, 

（その他の例） 
Sincerely yours, 
Yours sincerely, 
Best wishes, 
Kind regards, 
Best regards, 
Take care, 



合格するためのアドバイス 
⑥形式に沿って書くこと（エッセイ） 

エ ッ セ イ は 図 の よ う に
Introduction、Body、Conclusion
の3つのパートから構成され
ています。Introductionは一般

的な内容から自分の言いた
い具体的な内容に移行し、
Conclusionではその逆となり
ます。また各段落は1つのト

ピックについて書かれ、理由
や例を述べなければいけま
せん。 

Introduction 

Conclusion 

Body: 
Paragraph 1 
Paragraph 2 
Paragraph 3 



合格するためのアドバイス 
⑦文の始まりに等位接続詞を使わないこと 

等位接続詞とはFor、 And、 No、 But、 Or、 Yet、 Soです。頭
文字を取って、FANBOYSと覚えましょう。ちなみに文の中で使
うことは問題ありません。 
（例） 
The student overslept by an hour. But he made it to class  
on time. ➡ × 
The student overslept by an hour, but he made it to class 
on time. ➡ ◎ 



合格するためのアドバイス 
⑧「つなぎ言葉」を使うこと 

文と文の関係性を分かりやすくするために「つなぎ言葉」を使い
ましょう。以下は代表的なものです。 
 
 
意味 and but so 
文頭で使える
つなぎ言葉 

• In addition, 
• Additionally, 
• Moreover, 
• Furthermore 

• However, 
• Nevertheless 

• Therefore, 
• Thus, 
• As a result, 
• Consequently, 
• As a 

consequence, 
 



合格するためのアドバイス 
⑨間違いがないかチェックすること 

書き終わった後に必ず間違いがないか確認しましょう。 
例えば以下のような間違いに注意しましょう。 
1. 綴り (goverment ➡ government) 
2. 三人称単数のs (He play ➡ He plays) 
3. 時制 (She studies tomorrow. ➡ She will study tomorrow.) 
4. 単語の形（I was exciting. ➡ I was excited.） 
5. 前置詞（They discussed about the problem.） 
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