
【問題例】（英検準 2 級レベル） 

もしあなたが新しい祝日をつくるとしたら、どのような日か？（60 語前後） 

 

【生徒の解答例】 

I want to make a bicycle day. I recently go to school by bicycle and found that bicycles are very 

good for my health. I will continue to ride a bicycle as often as possible. In addition to, people ride 

a bicycle is very good for the environment. So I recommend to make a bicycle day. （56 語） 

 

 

【添削例】 

[文法・語法] 

I want to make a bicycle day. I recently go to school by bicycle and found that bicycles are very  

                     (1) 

 

good for my health. I will continue to ride a bicycle as often as possible. In addition to, people ride  

                                                               (2) 

 

a bicycle is very good for the environment. So I recommend to make a bicycle day. 

 (3)                                          (4) 

 

(1) recently は「最近」という意味ですが、「少し前の最近」を指し、過去形あるいは現在完了形で

使います。現在形で「最近」という言う時は、these days, nowadays を使います。 

 

(2) In addition to は群前置詞で、後ろに名詞が必要です。 “In addition to this” とすれば、「これ

に加えて」で正しい表現となります。また、”In addition” 「（前の内容に）加えて」とすれば後ろ

に名詞はいりません。 

 

(3) 文として不適切です。”people ride a bicycle” の部分がすでに文になっており、その後ろに動

詞の is が続くことはできません。”riding a bicycle is ～” とすれば、「自転車に乗ることは～」

となり、正しい文になります。 

 

(4) 「～することをおすすめする」というとき、recommend の後ろに不定詞を続けることはできませ

ん。動名詞を使って、”recommend making” とする必要があります。 



[内容] 

I want to make a bicycle day. I recently go to school by bicycle and found that bicycles are very  

            (A)                                (B) 

 

good for my health. I will continue to ride a bicycle as often as possible. In addition to, people ride  

 

 

a bicycle is very good for the environment. So I recommend to make a bicycle day. 

                   (C) 

 

(A) a bicycle day 「自転車の日」ということで間違いではないですが、文脈からすると、自転車に乗

る日のことだと思います。”a bicycle-riding day” や “a cycling day” の方がわかりやすいと

思います。 

 

(B) いきなり個人的な体験談になっています。個人的な体験談の前に、まず、一般的な理由を書

きましょう。例えば、”First, riding a bicycle is good for the health.” のように一般論を書き、そ

の後に、個人的な体験談を続けましょう。個人的な経験を書く際は、”in my case” 「私の場合

は」、for example 「例えば」などを使うといいです。 

 

   また、「自転車が健康にいい」よりも「自転車に乗ることが健康にいい」と書く方が自然です。

例えば、”Riding a bicycle is good for the health.” のようになります。 

 

(C) 「環境にいい」をもう少し具体的に書けるといいです。例えば、「自転車は温室効果ガスを排出

しない」と考えれば、”Bicycles don’t emit greenhouse gases.” となります。 

 

 

 

【模範解答例】 

I would like to create a “Cycling Day.” First, cycling is good for our health. These days, I go to 

school by bicycle and that has made me much healthier than before. Second, we can contribute to 

protecting our environment because bicycles don’t emit greenhouse gases. For these reasons, I 

recommend creating a “Cycling Day” and encourage everyone to ride a bicycle. （62 語） 


