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自由英作文の攻略編

5章 議論（テーマ）型

例題 1

　本章で取り上げる「議論（テーマ）型」とは，与えられたテーマについて自分の意見を英語で述べるとい
うものである。入試でもこのタイプの自由英作文は多く出題されており，与えられるテーマは時事的，社会
的な問題から日常的な話題まで幅広い。
　それでは，過去の入試問題を取り上げながら，アプローチの仕方を探っていこう。

　次の文章は，新聞の投書欄に載ったある高校生の意見である。それについてあなたの意見を80語程度
の英語で書け（語数も記入すること，コンマ・ピリオドなどは語数に含めない）。
　私の高校では化粧やピアスなどの装身具，パーマや染髪（以下「茶髪ルック」）を校則で禁止している。
だが「茶髪ルック」は本当に禁止すべきことだろうか。たしかに，高校生の本分は勉学に励むことであ
る。しかし，勉学は「茶髪ルック」ぐらいで妨げられるものでなく，本人のヤル気次第である。
　私の学校には制服がなく，生徒は家庭の経済事情が許す範囲でおしゃれを楽しんでいる。「茶髪ルッ
ク」はお金がかかるといわれるが，私服の場合とどれほどの差があるだろうか。
　「茶髪ルック」を禁止する明確な根拠は，何もないように思える。大人は，染髪するような高校生は
不勉強の落第者だという固定観念によって，「茶髪ルック」を生理的・感覚的に受け入れようとしない。
しかし高校生は，あらゆる誘惑の中で，自分がいま第一になすべきことを充分に見極められる年齢であ
る。校則を一度見直したらどうだろう。
注）茶髪ルック：the dyed hair look 1998年度　広島大（前）
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解説

　内容的には身近な話題である。読むべき課題文〔資料〕が示されているので，ただ自分の意見を書き連ね
るのでなく，資料の内容を踏まえて書くことが求められている。次の手順で取り組んでいこう。

1）まず資料をしっかり読み，内容を把握する。ポイントとなる部分にアンダーラインを引くなどして読ん
でいこう。この問題では，茶髪に対する高校生の意見がいくつか述べられており，そこはしっかり押さえ
ておくべきである。
2）自分としてはその問題にどういう意見を持っているのかを具体的に挙げる。ここで資料に書かれている
ことに同意する場合と同意しない場合の大きく2つの立場に分かれていく。
　同意する場合：1）で押さえたポイントをもとに独自の意見も述べる。
　　＜課題文から＞　　　　茶髪だからといって勉学が妨げられるということはない
　　　　　　　　　　　　　茶髪の高校生は不勉強の落第者だというのは固定観念にすぎない
　　＜自分の意見として＞　この高校では制服がないのに，茶髪は禁止とするのは矛盾である
　　　　　　　　　　　　　髪の色やスタイルは個人の自己表現の一部であり，規制するのはおかしい
　同意しない場合： すべてが自分のオリジナルの意見となる。例えば「学校や会社ではまだ一般に茶髪は認

められていない」，「集団生活にはある程度の規律が必要だ」などが考えられよう。
3）語数が不足している場合には具体例などで内容をふくらませる。

　さて，以上の準備が整ったら，実際に英語にしていく。今回のように自分の意見を述べる議論型では次の
ような構成が多く見られる。
　　結論（主張，主題）⇨ 理由，詳細，具体例
　このように，英語では「大事なこと」をまず言ってから「細かいこと」を付け加えていくという方法が好
まれる。英字新聞の記事はほとんどがこの構成になっている。（もちろん「理由，詳細，具体例 ⇨ 結論」
という流れの方が効果的な場合もある。）
　そこで，まず書くべきは結論であろう。問題は「あなたの意見は何か」だから自分の意見を述べる際の英
語表現を知っておく必要がある。

　In my opinion … What I want to say is …
I have the opinion that … I am of the opinion that …
It is my opinion that … I think …

　次に結論を補強するための理由，詳細，具体例を述べるわけだが，いくつかの内容を取り上げた場合はそ
れを接続する語（句）も必要である。

This is because …（この理由は…）　The reason is that …（その理由は…）
First … Second(ly) …　　　Third(ly) …　　Moreover …
In addition … Finally … など
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解答例

　以上から，この問題であれば次のような構成が考えられる。これはあくまでも解答例の1つにすぎないの
で，自分なりの理由や詳細，具体例で英文を組み立てていってほしい。
　　結論　　In my opinion（この学校は茶髪を禁じるべきではない）．

＋
理由1　This is because（茶髪だからといって勉学が妨げられるということはない）．
＋
理由2　Moreover（制服がないのに茶髪を禁止とするのは矛盾である）．

　　In my opinion, this school’s regulations should be revised.  First, there is no evidence that 
students who make up, wear earrings, or dye their hair are not good students.  They can study 
hard no matter what they look like if they have a will to.  Moreover, banning the dyed hair look, 
yet admitting plain clothes, contradicts the school’s regulations.  It is natural that they should also 
have freedom to express themselves with the dyed hair look, if they can dress freely at school.

（83語）

英語を学ぶ意義や目的に関する自分の考えを，50 語前後の英語で書きなさい。
 1999年度　鹿児島大（前）

例題 2
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解説

　これは問題文が非常に簡潔であり，与えられた課題文もないので，議論（テーマ）型の中では「自由」
度が比較的高いタイプである。だからといって，あまりに思いついたまま書き連ねると答案としてはまと
まりに欠け，わかりにくいものになりがちである。次のようにアプローチしてみよう。

1 ）テーマについて何が書けるのか（中心となる内容）をいくつか出してみる。英文としての書きやすさも
大事な視点だが，複数取り上げる場合にはその内容が矛盾するものではないかという吟味も必要である。

　例　・国際化の進む社会では外国の文化や物の見方を知るのは大事で，英語はそのために不可欠だ
・外国からの情報をダイレクトに吸収するために必要である
・世界中に友達が増やせる

2）語数が50語と比較的短いので2つぐらいの内容に絞る。（前に示した接続語（句）を活用しよう。）
3）語数が不足している場合には内容に関する具体的経験や今後の展望といったものでふくらませる。

・ALT（外国語指導助手）との授業から日本とは違う外国の習慣を知り，世界の広さを知った
・ インターネットで外国のホームページにアクセスした際に，その情報がすべて英語で書かれてお
り，英語をもっと勉強しなくてはと思った
・海外旅行をした際に学校で覚えた表現を実際に使ってコミュニケーションできてうれしかった

　議論型の問題では，テーマとなっている問題について何の知識もないとか，そんなことは考えたこともな
いという状況は避けたいものである。英作文の能力を磨くと同時に，日頃から時事的，社会的な問題や身近
な問題に興味，関心を抱き，自分の意見を持っておくことが肝要である。

　　As the world gets smaller, English has become a much more important means of international 
communication.  We can get lots of knowledge, ideas, or information directly from other countries if 
we can use English.  I think learning English will greatly help us to have a broad outlook.（47語）
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