
条件英作文 

 

 

埼玉県公立高校入試で必ず出題される過去 3 年間の正答率わずか 5.0％の条件英作文。満点を狙うには、

今までのようにただ 5 文書くだけではなく、まとまりのある文章で完成させることが大切です。学校選

択問題ではていねいに文章を作り上げないと指定語数が要注意！成功のカギは… 

「型」を覚える＝いわゆる「定型を覚える」 

いろいろな場面で使える≪覚える文≫を暗唱し何度も練習しましょう！！！ 

学校選択問題を受験する生徒は≪情報を付け加える≫を練習し、まとまりのある 40～50 語程度の英文

を書く練習をしよう！ 

 

 

 

過去の出題を見てみましょう。 

 

学力検査問題 

 

埼玉県公立高校入試 平成 29 年度：大問 ５ 

次の〔質問〕に対して、〔条件〕に従い、まとまった内容の文章を 5 文以上の英文で書きなさい。  

〔質問〕 

  Which do you like to do in your free time, stay at home or go out? 

〔条件〕 

  ① 1 文目は I like to に続けて、〔質問〕に対する答えを書きなさい。 

  ② 2 文目以降は、その理由が伝わるように、4 文以上で書きなさい。 

 

 

 

≪覚える文≫と「型」を使った模範解答 

 〔意見〕に対する 1文目 

  I like July the best. 

    〔条件〕に従って、自分の答えを書きましょう 

 

 〔2～5文目〕 

  I have two reasons. 

  First, it is interesting for me to swim in the sea. 

  Second, when I was ten years old, I went to Okinawa in July. 

  I had a good time there. 

 

  緑字の部分は「型」ですのでそのまま書きましょう。 

  みなさんは赤字の部分のみを考えるわけですが…≪覚える文≫で練習しておけば、簡単に、満点を 

  取れるまとまりのある英文を書くことができるようになります！！ 

 

 

 

 

 



学校選択問題 

 

埼玉県公立高校入試 学校選択問題 平成 29 年度：大問 ４ 

次の英文を読んで、あなたの考えを、〔条件〕に従って 40 語以上 50 語程度の英語で書きなさい。 

  Some people say that students in Japan should study abroad when they are young. 

   What do you think about this idea? 

〔条件〕 

  賛成か反対か自分の立場を明らかにして、その理由が伝わるように書きなさい。 

 

 

 

≪覚える文≫と≪情報を付け加える≫を「型」で作った模範解答 

 〔条件〕に対する 1文目 

  I agree. 

    〔条件〕に従って、自分の答えを書きましょう 

 残りの 38語以上 48語程度 

  I have two reasons. 

  First, it is important and useful for Japanese students to study in different countries when  

  they have time.  Second, I went to America last year and had a good time.  I believe studying 

  abroad will make our lives richer.   

  緑字の部分は「型」ですのでそのまま書きましょう。 

  みなさんは赤字＋青字の部分のみを考えるわけですが…まずは≪覚える文≫を練習し、慣れてきた

  ら≪情報を付け加える≫でし、満点を取れるまとまりのある英文を書く練習をしておきましう！！ 

 

 

 

 

 

 

次の〔意見〕または〔質問〕に対して、〔条件〕に従い、自分の考えなどを含め、まとまった内容の文

章を 5 文以上の英文で書きなさい。 

★学校選択問題を受験する場合は 

〔条件〕を 5 文ではなく、40 語以上 50 語程度に変え練習しましょう。 

 

～問題～ 

【 1 】 〔意見〕 We should study English. 

   〔条件〕 ①1 文目は think という語を使い、〔意見〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

【 2 】 〔質問〕 What are you going to do in high school? 

   〔条件〕 ①1 文目は want という語を使い、〔質問〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

【 3 】 〔質問〕 What are you going to do in the future? 

   〔条件〕 ①1 文目は want という語を使い、〔質問〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 



 

【 4 】 〔質問〕 What are you going to do when you grow up? 

   〔条件〕 ①1 文目は want という語を使い、〔質問〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

【 5 】 〔質問〕 What country would you like to visit? 

   〔条件〕 ①1 文目は want という語を使い、〔質問〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

【 6 】 〔質問〕 What subject do you want to study? 

   〔条件〕 ①1 文目は want という語を使い、〔質問〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

【 7 】 〔質問〕 What are you going to do on your next holiday? 

   〔条件〕 ①1 文目は want という語を使い、〔質問〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

 

 

 【 1 】～【 7 】「将来・予定」「やりたいこと・好きなこと」に関する意見・質問の模範解答   

 

 【 1 】〔意見〕に対する 1 文目 

  I think we should study English. 

 

 【 2 】～【 7 】〔質問〕に対する 1 文目 

  I want to visit America when I’m a high school student. 

 

 〔2～5 文目〕 

  I have two reasons. 

  First, I am going to study English harder in foreign countries. 

  It is important to study English when we are young. 

  Second, to talk with many people in English makes the world wider.   

（〔2～5 文目〕で 37 語 ※青字を含む） 

 

 ★   下線部をほかの言葉に変えると、何通りもの英文が書けるようになるよ！ 

 ★学校選択問題を受験する場合は   下線部も他の言葉で考えてみよう！ 

 

 

 

 

 

～問題～ 

【 8 】 〔意見〕 We should go abroad. 

   〔条件〕 ①1 文目は think という語を使い、〔意見〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 



【 9 】 〔意見〕 We should do volunteer work. 

   〔条件〕 ①1 文目は think という語を使い、〔意見〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

【10】 〔質問〕 Have you ever been to foreign countries? 

   〔条件〕 ①1 文目は think という語を使い、〔質問〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

【11】 〔意見〕 I think we should live in the big city. 

   〔条件〕 ①1 文目は think という語を使い、〔意見〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

 

 

  【 8 】～【11】「体験」に関する意見・質問の模範解答   

 

 〔1 文目〕 

  I think we should go abroad. 

 

 〔2～5 文目〕 

  I have two reasons. 

  First, I enjoyed visiting America two years ago. ／ cleaning the park last summer／ 

        going shopping in the big city last week. 

  Because it was my first time, it was a lot of fun to do it. 

  Second, I want to do it again in the future. ／ live there in the future. 

 

 ★   下線部をほかの言葉に変えると、何通りもの英文が書けるようになるよ！ 

 ★学校選択問題を受験する場合は   下線部も他の言葉で考えてみよう！ 

 

 

 

 

 

～問題～ 

【12】 〔意見〕 I think you should go to Mt.Fuji. 

   〔条件〕 ①1 文目は tell という語を使い、〔意見〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

【13】 〔質問〕 What is your city ( town / school ) famous for? 

   〔条件〕 ①1 文目は tell という語を使い、〔質問〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

【14】 〔意見〕 Please introduce your city ( town / school ). 

   〔条件〕 ①1 文目は tell という語を使い、〔意見〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 



 

 

【12】～【14】「〔場所〕の紹介」に関する意見・質問の模範解答 

 

 〔1 文目〕 

  I’ll tell you about Mt.Fuji. 

 

 〔2～5 文目〕 

  My favorite mountain is Mt. Fuji because it is the highest in Japan. 

  There are many grapes. ／ [is] nature ／ [are] many beautiful places ／ [is] a big ground 

  You can enjoy eating them there in fall. ／ seeing in winter／ playing sports in all seasons 

  It will make you happy . 

 

 ★   下線部をほかの言葉に変えると、何通りもの英文が書けるようになるよ！ 

 ★学校選択問題を受験する場合は   下線部も他の言葉で考えてみよう！ 

 

 

 

 

 

～問題～ 

【15】 〔質問〕 Shall we go camping next Sunday? 

   〔条件〕 ①1 文目は let’s という語を使い、〔質問〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

【16】 〔質問〕 How about visiting the city library? 

   〔条件〕 ①1 文目は let’s という語を使い、〔質問〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

【17】 〔質問〕 Why don’ t we do volunteer work? 

   〔条件〕 ①1 文目は let’s という語を使い、〔質問〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

 

 

 【15】～【17】「誘いに答える」に関する質問の模範解答   

 

 〔1 文目〕 

  Yes, let’s. 

 

 〔2～5 文目〕 

  I’m interested in camping during summer vacation very much. ／ 

         the city library because there are a lot of books ／ 

         volunteer work because it is important to help each other 

  My hobby is to do a lot of things. 

  I will try to cook some fish in the river. ／read books in the library ／ clean the park on   



  Sundays 

  I’m looking forward to doing that with you. 

 

 ★   下線部をほかの言葉に変えると、何通りもの英文が書けるようになるよ！ 

 ★学校選択問題を受験する場合は   下線部も他の言葉で考えてみよう！ 

 

～問題～ 

【18】 〔意見〕 Children should study English. 

   〔条件〕 ①1 文目は agree という語を使い、〔意見〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

【19】 〔意見〕 We should eat breakfast every morning. 

   〔条件〕 ①1 文目は tell という語を使い、〔質問〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

【20】 〔意見〕 Young people should try new things. 

   〔条件〕 ①1 文目は tell という語を使い、〔質問〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

【21】 〔意見〕 We should have cell phones. 

   〔条件〕 ①1 文目は tell という語を使い、〔質問〕に対する自分の考えを書きなさい。 

        ②2 文目以降は、なぜそのように考えるのかが伝わるように 4 文以上で書きなさい。 

 

 

 

 【18】～【21】「相手の主張に自分の意見を答える」に関する意見の模範解答   

 

 〔1 文目〕 

  I agree with that. 

 

 〔2～5 文目〕 

  I have two reasons. 

  First, it is important for them to study English when they are young. ／ 

              eat breakfast when they get up ／ 

              try new things when they are young ／ 

              have cell phones when they are young 

  Second, I hope they study English in foreign countries. ／ 

        we will eat breakfast every morning ／ 

        young people will try new things when they are children ／ 

        we will have cell phones because they are useful 

  It makes me happy. 

 

 ★   下線部をほかの言葉に変えると、何通りもの英文が書けるようになるよ！ 

 ★学校選択問題を受験する場合は   下線部も他の言葉で考えてみよう！ 

 


