
添削問題
自分の経歴を書くことができる

次の問題に答えなさい。� （50 点）
　あなたは現在大学生で，とあるアルバイトに応募しようと思っています。アルバイ
ト先に働きたいという意思を表明した上で，なぜその仕事をしたいと考えたのか，あ
なたのこれまでの経験をふまえてアルバイト先に提出する志望理由書を英語で書きま
しょう。ただし，経験については�現在完了もしくは現在完了進行形を用いて書くこと。
� （語数のめやす：70～80 語）

1

※これは添削問題です。解答は，解答用紙にご記入下さい。
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▪ メモ ▪
解答用紙に解答を書き始める前に，内容を自由に書き出してみましょう。
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添削問題　解答解説
自分の経歴を書くことができる

次の問題に答えなさい。� （50 点）
　あなたは現在大学生で，とあるアルバイトに応募しようと思っています。アルバイ
ト先に働きたいという意思を表明した上で，なぜその仕事をしたいと考えたのか，あ
なたのこれまでの経験をふまえてアルバイト先に提出する志望理由書を英語で書きま
しょう。ただし，経験については�現在完了もしくは現在完了進行形を用いて書くこと。
� （語数のめやす：70～80 語）
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解答例

　　　I would like to get a part-time job at your bookstore.  I really like 

reading books and have read more than one thousand books.  I especially 

love novels and find it exciting to imagine the feelings of the characters.  

Unfortunately, many children today donʼt have the habit of reading, so I 

want to hold an event for children so that they will get interested in reading 

books.  For this reason, I hope to work at your bookstore. (77 words)

　　　I would like to work part-time as a cook at this restaurant.  My father 

loves cooking and I have been cooking with him since I was little.  I also 

belonged to the cooking club in high school and the other club members 

loved my original dishes.  I want to run my own restaurant in the future.  

However, Iʼve never made desserts.  Thatʼs why I hope to work here and 

learn how to make popular sweets as well. (77 words)

　　　私は貴書店でアルバイトがしたいです。私は大の本好きで，これまで
1,000 冊以上の本を読んできました。私は特に小説が好きで，登場人物の気持ち
を想像するのはとてもわくわくします。残念なことに，今日，読書の習慣がない
子供が多いので，子供たちが本に興味を持つようにイベントを開きたいです。だ
から，貴書店で働きたいです。�
　　　私はこのレストランで調理師としてアルバイトがしたいです。私の父は料
理が大好きで，小さい頃から父と一緒に料理を作っています。また，高校では料
理クラブに所属して，他の部員は私の作るオリジナル料理が大好きでした。将来
は自分のお店を経営したいと思っています。しかし，私はデザートを作ったこと
がありません。だから，私はここで働いて，同時に，人気のあるスイーツの作り
方を学びたいです。

解説
◆組み立てのポイント
◯今回はアルバイトの志望理由書を書くという設定。最初の文で，まず，そのアルバ
イト先で働きたいという意思を表明しよう。次に，自身の経験をもとに志望理由を
述べ，最後にそれをふまえて希望のアルバイト先でやりたいことを具体的に書けば，
説得力ある志望理由書になるだろう。実際に書き始める前に，文章の流れを日本語
で整理し，紹介する経験談と志望理由のつながりが自然かどうか，全体の論理展開
に飛躍がないかどうかなどを確認してから書き出すとよい。経験を述べるだけで語
数のめやすに達してしまい，志望理由が不十分なものになってしまうことのないよ
うに注意しよう。「志望する職場・職種」，「志望理由の端的な表明」，「志望に至っ

例１

例２

日本語訳
例１

例２
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た自分の経歴・経験」，そして「具体的に自分がしたいこと」について述べていれ
ば，具体的な職種は何でも構わない。

○以下，内容として考えられる具体例を見ていこう。「解答例 1」は，「書店員」を希
望する内容とした。まず「貴書店でアルバイトがしたい」と相手のところで働きた
いという意思を表明した上で，読書好きであると述べ，これまでに自分が読んだ冊
数を伝えることで，自身の読書経験の豊富さをアピールしている。このように，本
を何冊読んだことがあるかを示すには ‘ 経験 ’ の意味の現在完了を使うことができ
る。続けて，読書好きの具体的な一面として，好きな小説のジャンルとその理由を
述べている。ただ，「自分が読書好きだから」という理由だけでは採用する書店側
にメリットが伝わりづらいので，読書の習慣がない今日の多くの子供たちに対して，
「子供たちが本に興味を持つようにイベントを開きたい」という，購買数を増やす
ための意欲的な提案を，希望のアルバイト先でやりたいこととして述べている。最
後に，志望理由をふまえて「だから，貴書店で働きたい」と希望の仕事を再度述べ
ている。「貴

き

」は相手に関する語に付いて尊敬の念を表す接頭辞。英語では単に�
your�とすれば十分だが，日本語では「貴書店：貴店」のように表すとよい。
○「解答例 2」は，「調理師」を希望する内容とした。まず「このレストランで調理
師としてアルバイトがしたい」と表明した上で，これまでの料理の経験を述べてい
る。ここでは，きっかけとなる経験が現在に至るまで ‘ 継続 ’ しているという意味
で現在完了進行形が使われている。その上で，「将来自分のお店を経営したいが，
デザートを作ったことがない」と，夢に対して自分が課題に思っていることが述べ
られている。志望理由として，希望のアルバイト先でやりたいことを，「ここで働
いて，同時に，人気のあるスイーツの作り方を学びたい」と明確に述べている。デ
ザートを作ったことがないというデメリットを伝えつつも，それ以外の料理経験の
豊富さにより，自分が即戦力になるというメリットも伝わるため，なぜレストラン
で働きたいのかがしっかりアピールできている。
○問題文の指示にある「経験については現在完了もしくは現在完了進行形を用いて書
くこと」という点についても必ず従うこと。「…したことがある」というその時々
の ‘経験 ’ を表す時には現在完了を，「ずっと…し続けている」という ‘動作の継続 ’
で自身の経験を表す時には現在完了進行形を用いることになる。

◆語句・表現
○志望理由書で「…したい」と希望や意図を述べる場合には，〈I�would� like�to�＋動
詞の原形〉を使おう。なお，〈I�want�to�＋動詞の原形〉も意味は同じだが，志望先
の相手に対して丁寧さを欠いた印象を与える可能性もあるので，丁寧に自分の希望
を伝える〈I�would�like�to�＋動詞の原形〉が好ましい。
○「～でアルバイトの職を得る」と表現する場合，正確には�get�a�part-time�job�at�
～�のようになるが，work�part-time�at�～�としてもよい。もしくは，アルバイトへ
の応募であることは了解されているはずなので，簡単に「～で働く」と考えて，
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work�for〔at；in〕～�としても差し支えない。なお，今回「解答例 1」で取り上げ
た書店をあらわす bookstore だが，2 語で book�store と表現することもできる。ま
た，希望する職場を述べる際には，志望理由書を提出する相手を意識して�your�
bookstore�や�this�restaurant とするか，Zkai�Restaurant などアルバイト先の名前
を正式名称で書いて限定するとよりよい。

○ ‘ 経験 ’ を表す際の現在完了もしくは現在完了進行形の表現の仕方を，「解答例 2」
を例として確認しておこう。

　　cf.�I�have been cooking�with�him�since�I�was�little.
� � （小さい頃から彼と一緒に料理を作っています。）
　これは，「料理を作る」という動作を習慣的に続けてきた ‘ 継続 ’ の意味である。現

在完了進行形といえば�I�have�been�running�for�an�hour.（私は 1 時間走り続けて
います。）のような動作が途切れることなく継続することを表す英文がよく取り上
げられる。しかし，何時間も連続して休みなく行われている動作ではない，「解答
例 2」のような ‘ 習慣的な動作 ’ を表す動詞を使用する場合でも，現在完了進行形
を用いることで，長期間継続してきていることが表現できる。

○「…するのが好きだ」like�や�prefer�…ing�で表すとよい。
○志望している理由や内容を強調したい場合には，「特に」を表す�especially；in�

particular�といった表現を使うと効果的に相手に伝えることができる。
○「…することをわくわくさせるものだと思う」を表す�find� it�exciting�to�…。少し

高度だが，前向きに何かを受け入れていることを伝えられる表現なので，ぜひ覚え
ておきたい。これは形式目的語を使った構文で，形式目的語の�it�が�to�以下の真目
的語を受けている形である。「…すること」の内容が長い時に，文構造をわかりや
すくするために，形式的に�it�を置いて，SVOC の文で最後に真目的語を示してい
る。exciting�を�interesting�にすることで，「…することを面白いと思う」という，
より汎用性の高い，さまざまな志望理由書にも活用できる内容を表すことができる。
think�や�feel�を使って表そうとするとややこしく不自然な英文になりがちで，この
ように�find�を使って表せるとスマートに仕上がる。

○「イベントを開催する」hold〔organize〕an�event
○「…する目的で」so�that�SV；in�order�to�＋動詞の原形；for�the�purpose�of�…ing
○「～に…してもらいたい」want〔would�like〕～�to�…
○「だから」という意味で，therefore，that’s�why�…，for�these�reasons�を使って

最終文を書けば，まとめとして英文全体を引き締めることができる。for�these�
reasons�は，前に複数の理由を示している場合にそれを受けて複数形にしているの
で，理由が１つだけになっていないか確認してから使うこと。

○解答例で紹介した表現以外に，アルバイト先に自分の能力や意気込みをアピールす
る時には，「…する能力を活用する」make�the�most�of〔make�good�use�of〕one’s�
ability�to�…や「…しようと最善を尽くす」do�one’s�best�to�…，「…しようととて
も一生懸命に働く」work�very�hard�to�…といった表現を使うとよい。ぜひこの機
会に押さえておこう。
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＜課題達成＞B
働く意欲をうまくアピールできているが，波線部で自分のスキルを具体的にどう使って「何をしたいか」まで
言及できると，相手をより納得させることができる。（例：積極的な会話で，お客様を楽しませて常連さん
を増やすことができる）

＜論理構成＞B
②・③ネガティブなエピソードに捉えられてしまうので，At firstとbutを使い「最初は疲れたけどこうやって
努力した」とつなげれば，ネガティブなことを克服したという成果をうまく説明できる。
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＜文法＞B
①work with ～は「～（＝人）と一緒に働きたい」の意。「職場」は in ～で表す。
④「これから…できたらいい」という未来の希望を伝える内容にすべき。
⑥採用してもらえたらという未来の話なのでwillが必要。

＜語彙＞B
⑤「技術」や「わざ」という意味では可算名詞で通例複数形で用いる。

いとこのカフェでのアルバイト経験
をもとに，そこで培った力をアピー
ルする志望理由書が書けていま
したね。今後，志望理由書を書く
機会が増えていくと思いますの
で，答案を復習してより良い書き
方を習得しましょう。 三島
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