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※これは添削問題です。解答は，解答用紙にご記入下さい。

2
次の問題に答えなさい。

（50 点）

以下のテーマについて，あなたの意見を賛成，反対のどちらかの立場に置き，その
理由を少なくとも２つ含めて，100 語程度の英語で述べよ。文末に使用した語数を書
くこと。
Every university student should have a part-time job.
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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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以下のテーマについて，あなたの意見を賛成，反対のどちらかの立場に置き，その
理由を少なくとも２つ含めて，100 語程度の英語で述べよ。文末に使用した語数を書
くこと。
Every university student should have a part-time job.
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解答例
例１

I agree that every university student should have a part-time job.

First, working part-time is a good opportunity to learn manners for work ;
for example, learning how to treat customers or how to talk to your boss.
That will be useful when you start your career after graduation. Second,
after you have been through different types of part-time jobs, you will have
a better understanding of your aptitude. Working as a tutor, you may
realize you like teaching people. Or doing programming practice may
inspire you to become a programmer. These are things you wonʼt know
unless you have a part-time job.（102 words）
例２

I disagree that university students should have part-time jobs. First

of all, they should concentrate on studying. Some students are too eager
to earn money, and fail their examinations. That ʼs not what you go to
university for. University offers technical and practical knowledge that they
donʼt teach you at high school, so you should spend your time studying
and researching. Moreover, some part-time jobs are really stressful and
require a lot of hard work. This can result in students being too exhausted.
After graduation, many students will start working full-time. Therefore, itʼs
not necessary to work hard while they are students.（101 words）
日本語訳
例１

私はすべての大学生がアルバイトをすることに賛成である。第一に，ア

ルバイトをすることは仕事上のマナーを学ぶのによい機会となるからだ。例えば，
お客様にどのように対応すればよいのかや，上長にどのように話すべきなのかを
学ぶ。これは，卒業後に就職した時に役立つだろう。第二に，いろいろなアルバ
イトを経験した後だと，自身の適性をより理解できるようになるだろう。家庭教
師として働いたら，自分自身が誰かにものを教えることが好きだと気づくかもし
れない。または，プログラミングの練習をすることでプログラマーになろうと思
うかもしれない。こういったことは，アルバイトをしてみないとわからないこと
だ。
例２

私は大学生がアルバイトをすることには反対である。第一に，学生は勉

強に集中するべきだからだ。お金を稼ぐことに熱心になるあまり，試験に落ちて
しまう学生もいる。そんなことのために大学に入ったのではないはずだ。大学で
は，高校では得られないような専門的で実用的な知識を教授してくれる。だから，
勉強や研究に時間を使うべきだ。さらに，アルバイトの中には本当にストレスが
たまるものや，重労働を強いるものもある。このことで学生が疲れきってしまう
結果になる。卒業後に多くの学生がフルタイム〔常勤〕で働き始めることだろう。
だから，学生の間に必死で働く必要はない。
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解説
◆組み立てのポイント
本問は与えられたテーマ（＝意見）に対して賛成か反対か，いずれかの立場に立っ
て自分の意見を述べる問題。初めに賛成・反対のどちらであるかの意思表明をするの
が鉄則。今回の「解答例」の構造は次の通りである。
例１ （賛成）

Introduction（意見）

大学生がアルバイトをすることに賛成である。

→ Body（理由１）

仕事上のマナーを学ぶことができる。

→ Body（理由２）

自分の適性を理解できるかもしれない。

例 2 （反対）

Introduction（意見）
→ Body（理由１）

大学生がアルバイトをすることに反対である。
勉強や研究に集中すべきだ。

→ Body（理由２）
	アルバイトの中にはストレスになるものや，重労働を強い
るものもある。
Conclusion（結論）

学生の間は必死で働く必要はない。

それぞれで使える定型表現を確認しよう。
① Introduction（序論：意見の表明）
英文が与えられていて，それに対する賛否が問われているので，利用する表現は I
agree that … ; I don’t agree that … とすると間違いがないだろう。与えられた文を
that の直後に節として続けよう。与えられた文の内容を it, that, the opinion など代
名詞や定冠詞で受けて具体的な内容に言及しないような書き方は避けたい。解答例を
単独で読んだ時に何に対する意見なのかがはっきりわかるようにすること。
なお，このような賛成・反対を述べる出題では「長期休みの期間だけアルバイトを
してもよいと思う」というような「条件付きで賛成」という解答は不可。「賛成また
は反対のどちらかに立つ」ことが求められているので賛否の立場が曖昧にならないよ
う，注意すること。
② Body（本論：理由・検証）
理由の部分の書き方だが，まず１文目に主張したい理由をはっきりと端的に述べよ
う。これをキーセンテンスと呼ぶこともある。
「例１」では，１つ目の理由の First, working part-time is a good opportunity to
learn manners for work や，２つ目の理由の Second, after you have been through
different types of part-time jobs, you will have a better understanding of your
aptitude. がキーセンテンスと言える。
キーセンテンスに続けて，詳細を述べていこう。これをサポートセンテンスと呼ぶ
ことがある。内容は，先述の理由の具体例や補足説明などさまざまだが，直前の理由
をより説得力のあるものにするための情報なので，共感を得られにくい内容やわかり
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づらい婉曲的な説明は避けた方がよい。
③ Conclusion（意見の繰り返し）
今回の「解答例１」では，理由とそれを補強するサポートセンテンスの充実により指
定語数に達したため，新情報ではない「結論」は省略した。
それぞれの意見には次のような理由が考えられる。
■賛成
・仕事上でのマナーを学ぶことができる。
・自分の適性を発見できる。
・自分のやりがいを見つけられるかもしれない。
・今後ずっと友人として付き合える仲間と出会えるかもしれない。
・普段の学校生活では知り合えない幅広い年齢層の人たちと出会える。
・自分の力でお金を稼ぐことができる。
・家族など，学費や生活費を出してくれている人を助けることができる。
■反対
・勉強や研究に集中すべきだ。
・学生がアルバイトをするのは心身ともにきつい。
・職場の人間関係に悩むことがある。
・アルバイトをしなければ自分の好きなことや趣味のための時間が作れる。
◆語句・表現
○「アルバイトをする」have a part-time job；work part-time
○「マナー〔作法〕を学ぶ」learn manners
○「お金の価値を学ぶ」learn the value of money
○「～。例えば…」～ ; for example, …. 具体例が文を成していない語句レベルの場合，
コンマとピリオドの中間に当たる句読点でのセミコロン（;）でつなぐとよい。
○「適 性；
（学問・芸術習得の）才能」aptitude。
「どの種類の仕事があなたに最も
合っているか」と読み換えて what kind of work suits you best としてもよい。
○「人を奮起させて…させる」inspire 人 to 動詞の原形
○「学業に専念する」concentrate on studying；concentrate on one’s study
○「勉強が第一である」studies come first
○「大学で」at university；at college
○「専門的な」technical
○「実用的な」practical
○「～ を（ 最 大 限 に ） 利 用 す る 」make（the best）use of ～；take（full）
advantage of ～
○「…して時間を使う」spend one’s time …ing
○「…して時間を浪費する」waste one’s time …ing
○「～とうまくやっていく」get along（well）with ～
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○「時間をやりくりする」manage one’s time
○ manage ～「～（＝時間・お金など）をうまく使う」
Ex. Jack was completely unable to manage his money.
（ジャックは自分のお金をやりくりすることがまったくできなかった。）
○「学 業とアルバイトを両立させる」manage one’s studies and a part-time job；
study while working part-time
○「親から自立する」be〔become〕independent of one’s parents
※ depend on（～に依存する）と違い，前置詞が of になることに注意。
○「小遣い」pocket money；spending money；an allowance
○「人間関係に悩む」worry about one’s human relations
○「人間関係がうまくいかない」human relations aren’t going well。「～との間に問
題を抱える」と解釈して have problems with ～ と簡潔に示してもよい。

反対理由として挙げた２つは，大
学生という特性を念頭に置いてう
まく書けています。表現のミスも
少なく，高度な英文を書く力がつ
いていますね！ 賛成の立場だっ
たらどんな理由が適当かも考えな
がら復習しましょう。
三島
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＜課題達成＞Ａ
必要な情報をすべて盛り込み，第三者が読んで納得がいくよう，賛否の理由をうまく説明できている。まずは大学
入学の目的（勉強すること）を挙げ，さらに，時間がある大学生だからこそできる体験として旅行など心を育む
ような体験をすべきだと述べた上で，また別の観点として，働くのはお金をより稼げる社会人になってからでよ
い，とアルバイトに反対する理由を具体的に挙げている点がよい。
＜論理構成＞Ｂ
・第三者が解答だけを読んだ時に内容をすべて理解できるように，②の the opinion の「その」が指す内容を明らか
にしよう。
・④１つ目の理由で「勉強すべきだ」と述べた後に，勉強以外のことを薦めているので，
「勉強していない時は（When
they are not studying, they）」を間に入れると自然な論理展開になる。
・会話文などくだけた文体の文章以外では，フォーマルなスタイルであることが求められるので，⑧のように文頭
で so を用いるのは避ける方がよい。
＜文法＞Ｂ
③ enter university で「大学に入学する」。一般論の話をしているので，複数形にしない。
⑤「
（現在，）彼らの心を育んでいるもの」ではなく，「これから（それらを行うことによって）彼らの心を育むで
あろうもの」と考える。
⑥「社会に出たら」の話なので，これからのこと。
⑦ than が後ろにあり，比較を行っているので，原級の much ではなく比較級の more にする。much more ～ で「は
るかに多くの～」と強調できる。
＜語彙＞Ｂ
自分の知っている語句を使って，上手く表現できている。間違えた表現はしっかり復習しよう。
①「～（の意見）に同意する」は agree with ～。
⑨「～を手に入れる」の意味の get は他動詞なので直接目的語をとれる。get in ～は「～への入場許可を得ること
ができる」。
⑩建物の中にいるということではなく，「在学中」という意味の時は at ＋無冠詞単数。
cf. do well at school（いい成績をとる）

