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１．試験内容

測定技能 形式･課題 形式･課題詳細 問題数 問題文の種類 解答形式

リーディング

短文の語句
空所補充

文脈に合う適切な語句を補う。 15 短文
会話文

4肢選択
（選択肢印刷）

日本文付き短文の語
句整序

日本文を読み、その意味に合うよ
うに与えられた語句を並べ替える。

5 短文

長文の内容
一致選択

パッセージの内容に関する質問に
答える。

10
掲示・案内、Eメール
（手紙文）
説明文

ライティング 英作文 指定されたトピックについての英
作文を書く。

1 （英作文なので問題
文はなし）

記述式

リスニング

会話の応答文選択
会話の最後の発話に対する応答
として最も適切なものを補う。
（放送回数1回、補助イラスト付き）

10

会話文

3肢選択
（選択肢読み上げ）

会話の内容
一致選択

会話の内容に関する質問に答える。
（放送回数2回) 10

4肢選択
（選択肢印刷）

文の内容
一致選択

短いパッセージの内容に関する質
問に答える。
（放送回数2回）

10 物語文
説明文

4

一次試験:筆記（50分）／リスニング（約25分）



主な場面・題材

場面・状況 家庭、学校、地域（各種店舗・公共施設を含む）、電話、アナウンスなど

話題
家族、友達、学校、趣味、旅行、買い物、スポーツ、映画、音楽、食事、天気、道案内、自己紹介、休日の予定、近況報
告、海外の文化、人物紹介、歴史など
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二次試験:測定技能と検定形式 英語での面接（約5分）

測定技能 形式･課題 形式･課題詳細 問題数 解答形式

スピーキング

音読 30語程度のパッセージを読む。 1

個人面接
面接委員1人
（応答内容、発音、語い、
文法、語法、情報量、積
極的にコミュニケーショ
ンを図ろうとする意欲や
態度などの観点で評価）

パッセージについての
質問

音読したパッセージの内容につい
ての質問に答える。

1

イラストについての質問
イラスト中の人物の行動や物の状
況を描写する。

2

受験者自身のことなど

日常生活の身近な事柄について
の質問に答える。

（カードのトピックに直接関連しな
い内容も含む）

2

主な場面・題材

身近なことに関する話題 過去の出題例
携帯電話、ラジオを聴く、読書週間、冬のス
ポーツ、朝市、四季

※ 試験内容は以下の英検ホームページからの抜粋です。
http://www.eiken.or.jp/eiken/exam/grade_3/detail.html



２．対策
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２．１ テストスキルを知る

• １の試験内容を理解した上で、英検３級の過去問を一通り目を通す

• 語彙／⾧文／リスニング／英作文の問題形式、および試験時間を
把握する

• 試験時間:リーディング（50分）／リスニング（約25分）

• 過去問は英検ホームページからダウンロードすることができます
http://www.eiken.or.jp/eiken/exam/grade_3/solutions.html
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２．２ 自分の強み／弱みを知る

• 英検３級の過去問を一度解いてみる
この時、リーディングの制限時間(5０分)は気にしないで進めます

• 筆記、リスニングの各PARTでそれぞれの正解数を記録する
この時、各PARTで正解数が６割以上／未満を把握します

過去問を多くこなす程、得意／苦手の傾向を把握し易くなります

次ページの記録用紙を利用し、記録することで、得意／苦手な
PARTがわかり易くなります
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記録用紙（正解数記録用）

リーディング リスニング

PART1 PART2 PART3 PART1 PART2 PART3

１回目 ／15 ／5 ／10 ／10 ／10 ／10

２回目 ／15 ／5 ／10 ／10 ／10 ／10

３回目 ／15 ／5 ／10 ／10 ／10 ／10
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２．３ 時間配分を設定する

• リーディングの制限時間(５０分)の間に全ての問題を解答しなけれ
ばいけません

• 時間配分を考えずに試験に臨むと、ついある問題で考え込んで、
筆記試験終了の頃には未だ英作文が書けていない、ということにも
なり兼ねません
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・各PARTで時間配分を設定することで、この様な危険を回避します

※各PARTの基本的な時間配分
PART１(短文の語句空所補充)       8分 (1問あたり３０秒)
PART２(会話文の文空所補充) ３分 (1問あたり３０秒)
PART３(⾧文の内容一致選択)   ２０分 (1問あたり２分)
PART４(英作文) １５分
全体の見直し、訂正 ４分
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２．４ 戦略を立てる

• リーディング／リスニング／英作文で各７割取れる戦略を立てる

前の「自分の強み／弱みを知る」がここで活かされます
リーディング３０問、リスニング３０問の７割(２１問、２１問)
以上を正解できる様、各PARTの正解目標を決めます

(理想)
リーディング:PART１:11/15問 PART２: 3/5問 PART3:7/10問
リスニング :PART１: 7/10問 PART２:7/10問 PART3:7/10問
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例１ リーディングでPART１が苦手という場合、以下の様に設定します
PART１: 8/15問 PART２: 4/5問 PART3:9/10問

例２ リーディングでPART3が苦手という場合、以下の様に設定します
PART１:12/15問 PART２: 4/5問 PART3:5/10問

例３ リスニングでPART3が苦手という場合、以下の様に設定します
PART１: 8/10問 PART２:8/10問 PART3:5/10問
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※英作文が苦手な方

試験開始と同時に、英作文から始めるのも一つの方法です
英作文を最後にすると、時間切れで文が中途半端で終わって
しまうことも考えられます

英作文を最初にすることで、リーディングの終了間際でも、
できていない問題にどれかマークを塗れます



３．勉強法
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３．１ 語彙

• ３級用の単語本で語彙力を増強する
各単熟語に例文が記載されている単語本をお薦めします
例文を繰り返し音読することで、単語をイメージしな
がら覚え、そして定着へと繋げて行きます
例文の音読は1語につき最低10回は行ない、例文の内容
を頭に思い浮かべ、その単語がイメージできる様になれ
ば良いと思います
毎日1ページ、あるいは2ページと、一日に余り多くの
ページはせず、適量を毎日着実にこなすことが重要です
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３．２ ⾧文

３級の過去問の⾧文問題の本文各段落を
20ワード程度で要約します

次ページに要約の例を記載します

Title

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

• 言い換え表現や要約に慣れる
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問題文
The city of Amagasaki was born in 1916. Last year it started a project

of “The castle of Amagasaki” in order to make a new sight-seeing spot.
Recently many foreigners have visited Amagasaki. Many of them stay
in a hotel there, and then go to sight-seeing spots in Osaka or Kobe. 

要約例
Amagasaki city began a new project to create a new sight-seeing spot

for visitors. Some of them come there only for a stay.
(23語)
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過去問を利用し、⾧文問題の本文の
黙読を何度も行ない、⾧文の問題文
そのものに慣れる様にします

この時、知らない単語があれば全て
辞書で調べ、知らない単語を一つずつ
無くして行きます

知らない単語があった

本文の熟読

辞書で調べる

• ⾧文問題の問題文に慣れる
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３．３ 英作文

先ず、日頃から様々な事柄に対し自分の意見を英語で言える様に
しておくことが重要です

一日一題自分でテーマを決め、それに対する答えとその理由を
考える習慣が身に付くと良いと思います

例:
・好きな季節
・好きな食べ物
・休日に何をするか、等
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これができる様になれば、今度は本番を意識して答えとその理由を
書きます

(1)質問に対する答えを最初に書く
(2)次に答えの理由を書く

この時、テーマから逸脱した内容は一切書かない
(3)綴りの難しい単語は極力避ける

書く時に30ワードの感覚がわかる様、1行に10ワード書いた後、
次の行に移ることを3回繰り返して30ワードを書く感覚を身に
付けましょう

次ページに練習用フォーマットがあります
これを利用し、実際に書いてみましょう
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例題１

QUESTION 
What is your favorite season?

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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例題２

QUESTION 
What is your favorite food?

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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例題３

QUESTION 
What do you do on holidays?

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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いかがでしたでしょうか

P25～27に例題１～３の解答例を記載しています
赤色文字が問題文に対する答え、青色文字がその理由を示します
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例題１

QUESTION 
What is your favorite season?

解答例
My favorite season is spring. I like spring the best 
because I like watching cherry blossoms. Also, my family and I
can go out to watch them.  
(26語)
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例題２

QUESTION 
What is your favorite food?

解答例
My favorite food is rice. I like rice the best
because I like eating it with meat or fish. Also
I think it is healthy for us to eat it.
(30語)
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例題３

QUESTION 
What do you do on holidays?

解答例
I usually read books on holidays. I don’t have time
to read them on weekdays, but I have enough time
to do such a thing on holidays. 
(27語)
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３．４ リスニング

• 過去問のリスニング問題を利用し以下のことを行います

(1)音声を流し、問題のスクリプト文を見ながら音声と
同じスピードで音読する（最低20回、納得行くまで）
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(2)今度はスクリプト文を見ずに、音声の
後を追うようにシャドーイング(注1)

する
（最低20回、これも納得行くまで）

以上を十分やれたと納得行くまで根気良く続けます
リスニング問題のスクリプト文に対処する感覚が養われるのが狙いです

（注1）シャドーイングとは、聞こえてくる英文のすぐ後ろを影の様に追いかけ、一拍遅れて発話することです



４．試験問題の取り組み方
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４．１ リーディングPART1(語句空所補充問題)

・1問につき30秒以内で解答します
30秒考えてもわからない場合は潔く諦め、四つのマーク
の内いずれかをマークし、次の問題に移ります
（わからない問題に時間を掛けない様にします）
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４．２ リーディングPART2(会話文空所補充問題)

①（）が最後にあるパターン
（）の直前の文がキーとなるので、その文に見合うものを選びます

②（）が途中にあるパターン
（）の直後の文がキーとなるので、その文に見合うものを選びます
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４．３ リーディングPART3(⾧文問題)

① １問目
問題文のタイトルを見て、どの様な内容かを予想します
次に設問文を先に読み、その内容に合致する箇所を探しながら、
最初から読みます

（1問目は問題文の前半、2問目は後半に合致する箇所があります）

その箇所が見つかったら、設問文の選択肢と照らし合わせ、
正しい選択肢の番号をマークします
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②２問目

３つのE-mailのFrom､To､Date､Subjectを確認し、誰が、誰に、
いつ、何の目的で送ったのかを把握します
次に設問文を先に読み、その内容に合致する箇所を探しながら、
最初から読みます
（1問目は1つ目のE-mail、2問目は2つ目のE-mail、3問目は

3つ目のE-mailに合致する箇所があります）

その箇所が見つかったら、設問文の選択肢と照らし合わせ、
正しい選択肢の番号をマークします
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②3問目
問題文のタイトルを見て、どの様な内容かを予想します
次に最初の設問文を先に読み、その内容に合致する箇所を探し
ながら、最初から読みます

その箇所が見つかったら下線を引き、設問文の選択肢と照らし
合わせ、正しい選択肢の番号をマークします

以降、２番目の設問文を先に読み、その内容に合致する箇所を
探しながら、前の問題で下線を引いた直後から読みます

同じ様に、その箇所が見つかった後下線を引き、設問文の選択肢
と照らし合わせ、正しい選択肢の番号をマークします

以降、３～５番目を同様の方法で解きます
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４．４ リーディングPART4(英作文問題)

①勉強法でも書いていますが、以下のことを守って書くと良いでしょう
(1)質問に対する答えを最初に書く
(2)次に答えの理由を書く

この時、テーマから逸脱した内容は一切書かない
(3)綴りの難しい単語は極力避ける

②どうしても15分以内で書く自信が無い場合、試験開始と同時に
英作文の問題から始めるのも一つの方法です
時間切れで作文が中途半端に終わってしまうのを避けるためです
最後に選択問題を残しておけば、時間切れ間際でもいずれかの
数字にマークして、無解答を避けることができます
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４．５ リスニングPART1(会話の応答文選択問題)

①問題のイラストを見て、どの様な内容が流れて来るかを予想します
②３択ですので、最初に1番のマークの上にペン先を置き、会話文と

3つの応答文を聞きます
この時、1番の応答文が正しいと判断すれば、3番の応答文まで聞き、
確信してから1番にマークします
1番の応答文が違うと判断すれば、ペン先を2番のマークの上に
ずらし、この時点で2択にします
2番の応答文が正しいと判断すれば、3番の応答文まで聞き、確信
してから2番にマークします
2番の応答文が違うと判断すれば、3番の応答文まで聞き、確信
してから3番にマークします
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４．６ リスニングPART2(会話の内容一致選択問題)および
PART3(説明文の内容一致選択問題)

①四つの選択肢の英文を見て何が問われるのかを予想します
②会話文（PART3は説明文）と設問文が2回流れるので、1回目で

設問文の内容を把握し、問われる内容を待ち伏せしながら2回目の
会話文（PART3は説明文）を聞きます

③選択肢が年月日、時間、金額等の数値の場合、1回目の会話文を
良く聞き、会話文の中に無かった数値の選択肢に”×”を付けて、
選択肢の数を減らして2回目の会話文を聞きます



５．その他
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①試験中は英作文を除き、問題用紙にもマークした番号に“〇”を
付けて、後で自己採点できる様にします

②体調管理も対策の内の一つです
試験当日欠席することのない様、特に風邪には十分気を付けて
ください
（リスニング問題中に咳や鼻をすする音で、周りの受験生や

自分も集中できなくなることもあります）

以 上


