
 

 

 

 

１ 結果のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 課題が見られた問題と指導の改善事項 

 

（１）書くこと（ １ 一 ） 

  （出題のねらい：図表やグラフなどを用いた目的を捉える。） 

○公衆電話について調べたことを【報告する文章】で、〈資料２〉〈資料３〉はそれぞれどのような目的で用

いているか、適切なものを選択する。 （国東市 69.4％・全国 71.2％） 

   ・本問では、公衆電話設置台数の移り変わりはグラフを用いて、調査回答は表にまとめて、公衆電話の設

置場所は地図を作成してそれぞれ示している。解答類型を見ると、〈資料３〉の「公衆電話の設置場所

を示した地図」を用いた目的は捉えることができていたが、〈資料２〉の「公衆電話が必要な理由のま

とめ」の表を用いた目的を捉えることができていなかった。その多くは、「内容ごとに分類して示し、

大まかな特徴を伝える」という表を使うことの効果を捉えることができなかったためと考えられる。 

   ・図表やグラフを用いるのは、示すべき事実が、図解したり、表形式やグラフ形式で表したりする方が分

かりやすい場合である。観察や実験、調査の結果などの事実の記述は、図表やグラフを用いる方が、自

分にとっても考えを深めやすく、読み手にとってもよく理解できるものとなる。図表やグラフの特徴を

知った上で目的に応じて適切な図表やグラフを作成したり、本や文章から引用して用いたりすることが

できるようになることが大切である。 

   ・指導にあたっては、図表やグラフが掲載されている教材文を扱う学習において、図表やグラフを用いた

筆者の目的やその効果を捉えながら、自分の表現に生かすことができるようにすることが考えられる。

また、実際に報告したり説明したりする文章を書く学習において、より分かりやすくするためにどのよ

うな図表やグラフを用いるのがよいかなど、ふさわしいものを考えるように習慣付けることも大切であ

る。 

 

（２）伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項（ １ 四（１）ア・ウ６） 

（出題のねらい：学年別漢字配当表に示されている漢字を文の中で正しく使う。） 

○公衆電話について調べたことを【報告する文章】の中の   部を、漢字を使って書き直す。 

（ア 国東市 40.3％・全国 41.9％） （ウ 国東市 19.9％・全国 35.6％） 

 ・漢字の指導にあたっては、日常的に文や文章の中で適切に使うことができるようにすることが大切であ

る。そのためには、新出漢字を読み方や字形に注意して繰り返し練習することにとどまらず、本問のよ

うに自分が書いた文章を見直す中で、漢字のもつ意味を考えながら、文や文章の中で正しい使い方を習

得できるようにしていきたい。 
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・平均正答率は、全国平均を上回った。 

 

 ＜領域別正答率＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「話すこと・聞くこと」「書くこと」の平均正答率が全国平均と県平均を上回った。 

・無解答率は、ほとんどの設問で全国平均を下回り、解答への意欲がうかがえた。 

教科 領域 国東市 大分県 全国 

国語 

話すこと・聞くこと 76.2 76.0 72.3 

書くこと 57.2 57.0 54.5 

読むこと 81.2 83.8 81.7 

伝統的な国語文化と 

国語の特質に関する事項 
51.4 57.1 53.5 

 

 国東市 大分県 全国 

平均正答率 ６４ ６７ ６３．８ 

 

 



 

（３）伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項（ １ 四（２） ） 

（出題のねらい：文と文との意味のつながりを考えながら、接続語を使って内容を分けて書く。） 

○公衆電話について調べたことを【報告する文章】の   の１文を、接続語「そこで」を使って２文に分

けて書き直す。 （国東市 46.2％・全国 47.8％） 

   ・解答類型を見ると、２つの内容に分けて書く箇所を正しく理解できていないこと、【報告する文章】に

ふさわしい表現に書き直すことができていないことが考えられる。 

   ・指導にあたっては、文章を書く様々な機会を捉えて、文脈に沿って接続語の役割を理解するとともに、

接続語を使って文を分けて書く指導を工夫していく必要がある。自分が書いた文章を、文の長さという

点に注目して読み返させ、１文が長くて分かりにくい場合には、接続語を使って複数の文に分けて書き

直させていく。具体的には、「文と文との意味のつながりに気をつけて分けているか」「接続語の役割を

正しく捉え、適切に選んで使っているか」「文末表現を整えているか」などに着目させて指導する。ま

た、書き直す前と後の文を比べ、接続語を使って複数の文に分けて書き直したことで、伝えたいことが

より明確になったという実感をもつことができるようにすることも大切である。 

 

（４）読むこと（ ２ 一（２） ） 

  （出題のねらい：目的に応じて、文章の内容を的確に押さえ、自分の考えを明確にしながら読む。） 

○食べ物の保存についてまとめている【ノートの一部】の イ に、疑問に思ったことの②に対する答えに

なるように考えて書く。 （国東市 72.6％・全国 75.9％） 

   ・解答類型を見ると、【資料】から言葉や文を取り上げて書くことはできているが、疑問に思ったことの

②に対する答えになるように書くことができていなかった児童が多かった。提示された条件は何か、そ

の条件にあてはまる記述はどこにあるかを考えながら読み取らせるようにしたい。 

   ・「目的に応じて文章の内容を的確に押さえる」ためには、何のために、何を知りたいのか、どのような

情報が必要なのかなどを明確にした上で、文章に書かれている話題、筆者の考えとその理由や事例とな

っている内容、構成の仕方などに注意しながら、表現に即して重要な点を的確に押さえて読むことが大

切である。 

   ・指導にあたっては、目的がはっきりしないまま読ませるのではなく、目的に照らし、自分にとって必要

な内容であるかどうかを、文章全体から大まかにつかませることが大切である。また、筆者がどのよう

な事実を事例として挙げ理由や根拠としているのか、どのような感想や意見、判断や主張などを行い、

自分の考えを論証したり読み手を説得したりしようとするのかなどについて、筆者の意図や思考を想定

しながら文章全体の構成を把握し、自分の考えを明確にしていくことが大切である。そのためには、自

分の知識や経験、考えなどと関係付けながら読み、必要な情報を取捨選択したり、整理したり、再構築

したりして、理解したことをまとめるといった指導が必要である。その際、目的に応じて必要な情報が

変わるため、注目すべき言葉や要約する部分も変わるということを実感できるようにしたい。 

 

 

３ 指導の改善のポイント 

（１）これからの国語科の授業づくりの基本的な考え方 

 ①主体的・対話的で深い学びを促すために、以下の８点について留意し、単元構想と授業実践を行うことが大

切である。 

 

 

 

 

 

 ②国語科は、児童に付けたい力を付けるために、言語活動を単元全体で取り扱い、言語活動を通して指導事項

を指導する教科である。学習指導要領改訂後も、国語科の言語活動で育成した言語能力は、他教科の基幹に

なることは言うまでもなく、今後とも更なる言語活動の充実を図り、授業改善を推進していくという方針は

不変である。 

  

ア 児童が興味をもつ教材・題材           イ 魅力的な課題の提示、児童による課題の発見 

ウ 学習の見通し、本時の目標（めあて）の明示 エ 課題解決的な学習、既習事項を活用する学習 

オ  自分の考えを発表・交流する機会      カ「できた」「わかった」の実感 

キ 「できたこと」「わかったこと」の振り返り  ク  日常生活、社会生活への広がり 

 



（２）国語科授業改善の方向性 

  新学習指導要領を鑑み、これまでの国語科の授業を振り返った上で国語科の授業改善の方向性を以下に示す。

（具体的留意点） 

 ①適切な言語活動の設定とその充実 

  ア）付けたい力を付けるのにふさわしい言語活動であるか 

・単元を構想する際には、付けたい力と言語活動との領域のミスマッチはないか、よく吟味する必要があ

る。そして、主たる学習活動の設定時間数は十分であるかも併せて考えておきたい。 

   ・言語活動を設定した後、課題解決のための手法は適切であるかを考えていく。場合によっては、児童の

学習状況（付けたい力が付いているのか等）を把握しながら、弾力的に修正していくことも大切である。    

  イ）多様な図書資料等が有効に活用されているか 

   ・目的に応じた言語の能力を身に付けさせるために、国語科の教科書だけでなく、多様な図書資料等（書

籍、新聞、その他のメディアからの情報）を用いることが必要である。多様な図書資料等を活用する中

で、例えば必要な情報を素早く見付ける読みや、必要な部分を詳細に分析する読みの指導が可能となる。 

    また、自分の考えを深めたり広げたりするためにも学校図書館等を利活用し、多様な情報を関連づけて

読むことの指導にあたることが必要である。 

   ・そのためにも、「不読者」を少なくする取組が必要である。まとまった量の文章を素早く読むことが苦

手な児童の学力を育成する基盤として、本に慣れ親しませることが求められる。また、読書によって豊

かな語彙形成につながったり、自分を高めたりできるという視点からも、引き続き読書指導の在り方を

見直す必要がある。 

 

    

 

 

 

 

 

 

  ウ）既習事項（または知識・技能）を活用する言語活動であるか 

  エ）ウ）のために知識・技能の確実な定着を図っているか 

  オ）児童の興味関心を喚起する言語活動であるか 

   ・興味関心を喚起する言語活動を行えば、国語科の学習が「好き」という気持ちが強くなり、学びに向か

う力につながる。 

  カ）発表や交流活動を設定した言語活動であるか 

   ・本当に話し合いが必要なのか、必要であれば、どのような形式の話し合いが適切であるのかを吟味した

上で行うことが大切である。また、ペア学習やグループ学習のみに終わらないために、児童自身に気付

かせることと教師が教えるべきことの整理をしておく必要がある。 

・話し合う手段をとる際には、「何のために」「何の力を高めるために」行うのかということを、児童自身

にも自覚させるように心がけたい。 

・発表の際、ただ原稿を読み上げるようなものになっていないか、ということも重要な指導のポイントで

ある。例えば、メモをもとに発表する、ということも活用力を高める上で非常に重要である。 

 

 ②児童の主体的な学びを促す「めあて」等の設定、指導に生かせる「より具体的な評価規準」の設定 

  ア）適切な「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」の設定があるか 

   ・以下の資料を参考にして、設定すること。（大分県教委 HP） 

    「児童生徒の主体的な学びを促す『めあて』『課題』『まとめ』『振り返り』の設定例」 

    「主体的・対話的で深い学びを実現するための単元（題材、主題）計画 例」 

  イ）指導事項・指導領域・評価の焦点化が見られるか 

  ウ）単元・指導過程・本時の評価規準に整合性があるか 

   ・単元の評価規準→指導過程の評価規準→本時の評価規準という道筋で、整合性をもったより具体的な評

価規準（概ね満足できる状況）を設定することが求められる。見取りができにくい評価規準は、指導・

質問紙：「学校の授業時間以外に普段（月から金）１日あたりどれくらいの時間、読書をしますか。」（単位は％） 

 ２時間以上 1 時間以上 2 時

間より少ない 

30 分以上１時間

より少ない 

10分以上 30 分 

より少ない 

10分より少ない 全くしない 

国東市 5.9 18.3 24.7 25.3 15.6 10.2 

大分県 7.4 11.6 23.4 26.6 14.6 16.5 

全国 7.0 11.3 21.5 25.9 15.6 18.7 

 



支援が曖昧になってしまうと考えられる。 

  エ）「Ｂ 概ね満足できる」状況が具体的に想定され、それを判断する場面や方法は具体的で適切であるか 

・評価の場面は１時間で１、２箇所が妥当である。 

  オ）「Ｃ 努力を要する状況」の児童への指導や支援は行われているか、またその方法（手段）は有効であ

るか 

   ・具体的な評価規準から本時のめあてを設定すること、また、評価規準に基づき「Ｃ 努力を要する状況」

の児童を見極め、「Ｂ 概ね満足できる状況」になるよう効果的な支援を行うことが必要である。 

 

③参考資料を活用した授業実践 

  ○全国学力・学習状況調査の調査問題 

  ○「全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた授業アイデア例」   

   http://www.nier.go.jp/jugyourei/ 

  ○「平成２８年度『小学校学力向上対策支援事業』 個に応じた指導の手引き 小学校 国語科・算数科編」 

 

（３）その他、国語科授業で取り組むべきこと 

 ①学習用語の確実な理解 

 ・必要な言葉を使用し、言葉で思考を深めることが必要である。そのために、小学校で使用する教科書に掲載

されている学習用語は、その学年で確実に理解させることが大切である。既習の用語は授業で使わせ、指導

者が曖昧な言葉を使わないようにしなければならない。 

 ②記述する活動の充実 

 ・記述は、「書くこと」の指導だけでなく、３領域の力を向上させるのに有効である。 

  

 

 

 

 

 ・また、条件に即応して記述しなければならない場面を設定することも有効である。時間・字数・文章の形態

や種類・文体・テーマ・対象・使用語彙・要約・引用・例示・技法・構成等、条件を踏まえる必然性のある

課題を設定していきたい。 

 

（４）学校全体で取り組むべきこと 

 ①漢字や語句、文法、表現技法等の習得 

 ・漢字や語句、文法等の確実な習得には、繰り返し練習が不可欠である。特に漢字は一度覚えても使わなけれ

ば忘れてしまう。繰り返し学習できる環境を学校全体で整えることが大切である。また、国語科以外の教科

の時間に、既習の漢字を必ず使用するように指導することも大切である。 

 ②全校一斉読書や各教科における学校図書館の活用 

 ・様々な力を下支えするものとして、活字に親しむことが必要である。その際、文学的文章だけでなく科学的

な読み物等にも手を伸ばすように指導する必要がある。学校司書等と連携し、バランスのよい読書指導をす

ることが重要である。 

 ・学年が上がるに従って、本だけでなく、新聞、インターネット、テレビ、ラジオ等の様々な情報を利活用す

ることも求められる。例えば、新聞を児童の見えるところに掲示し、自然と情報が入ってくる環境を作るこ

ともその第一歩となる。また、国語科だけでなく各教科や領域において、図書館活用の推進をしていきたい。 

 ③全国学力・学習状況調査についての研修や情報共有 

 ・全国調査の結果分析を各学校の指導の充実に活かすために、学校全体で情報を共有し、授業改善のベクトル

を揃えることが重要である。 

例（話す・聞く）インタビュー等の取材メモ、スピーチ原稿等 

 （書く）鑑賞文、図表などを用いた説明・記録、案内、意見文、批評文 

 （読む）文章を読んで解釈し、自分の考え（感想や意見、評価、批評等）を明確に書くこと。 

     目的に応じて本文を引用したり要約したりすること。 

 

http://www.nier.go.jp/jugyourei/


図形の性質や構成要素に着目しほかの図形を構成することができるかどうかをみる。 

 

 

 

１．結果のポイント 

 

 ・正答率は 69％で，全国の 66.6％を 2.4 ポイント上回っている。大分県の 67％との比較でも，2.0

ポイント上回った。 

 ・ほとんどの領域で全国の正答率を上回っている。特に「数と計算」の領域は 67.0％の正答率で，

全国の比較で 3.8％，大分県との比較で 3.1％上回っている。しかし，「図形」の領域だけは 74.7％

で，全国の比較で２％，県との比較で 2.4％下回っている。 

 

 

 

２．課題が見られた問題と指導の改善事項 

 （※全国平均を下回っていたもの・正答率が低かったもの） 

 

 

（１）図形 １ （１）図形の構成と筋道を立てた考察（台形） 

① 出題のねらいと内容 

 

   

② 解答状況  

    正答率 90.9％  （全国 93.1％） 

    ・誤答・・・対辺が平行になっていない四角形を選択してしまっている誤答が 4.8％みられた。 

③ 指導の改善事項 

長方形を直線で切ってできた図形の中から台形を選ぶ問題であった。正答率は高いのだが，全

国や県と比べて少し下がっているのは，台形は向かい合った 1 組の辺が平行であることを長方形

のどの辺を残しているかを考察し，捉えることが難しかったようだ。 

授業では，実際に長方形の紙を直線で切ってさまざまな図形を作り，作った図形を性質や構成

要素に着目して分類する活動や台形を作る活動が考えられる。 

 

 

（２）図形 １ （２）図形の構成と筋道を立てた考察（台形） 

① 出題のねらいと内容 

 

  

② 解答状況 

正答率 58.6％  （全国 60.3％） 

・誤答・・・「ずらす，回す，裏返す」ことで構成することができる図形を捉えることはできて 

          いるが，「ずらす，回す」ことで構成することができる図形のどちらか一方を捉え 

      ることができていないと考えられる。 

 

平成３１年度（令和元年度）  

国東市：全国学力・学習状況調査結果分析（小学校：算数） 

台形について理解しているかどうかをみる。 



③ 指導の改善事項 

 二つの合同な図形を，ずらしたり，回したり，裏返したりして，同じ長さの辺どうしを合

せてつくることができる形を選ぶ問題であった。 

 色板などの具体物を操作しながら図形を構成したり分解したりして，図形についての見方

や感覚を豊かにすることが重要である。その際，図形の性質や構成要素に着目して考察する

ことができるようにすることが重要である。 

 本設問を用いて，図形の中に二つの合同な台形に分けることができる線を見いだすことが

できるようにすることが大切である。その上で，見いだした線を基に，二つの合同な台形に

分けることができることを，図形の性質や構成要素に着目して説明することができるように

することが大切である。 

 

 

（３）量と測定 数量関係 ２ （３）資料の特徴や傾向を読み取り判断すること 

（水の使用量） 

 

① 出題のねらいと内容 

 

 

 

② 解答状況 

正答率 50.5％  （全国 52.3％） 

    ・正答・・・一人当たりの水の使用量の増減を判断すること（正答の番号を選ぶ）ができてい

るのは，56.4％である。 

・誤答・・・正答の番号を選べていても，わけを間違えているか，無回答。 

     ・市の人口が増えていることから，一人当たりの水の使用量も増えていると判断し

ている。 

     ・市全体の水の使用量が変わらないことと，市の人口が増えていることは記述でき

ているが，それらを関連付けることはできず，市全体の水の使用量が変わらない

ことから，一人当たりの水の使用量も変わらないと判断していると考えられる。 

 

③ 指導の改善事項 

     2 つの棒グラフから，一人当たりの水の使用量についてわかることを選び，選んだわけを書く

問題であった。 

     目的に応じて，必要な資料を収集し，複数の資料の特徴や傾向を関連付け，一つの資料から

判断することができるようにすることが重要である。 

     本設問を用いて，水を大切に使っているかどうかを知るために，市全体の水の使用量には， 

市の人口が関係していることに気づき，一人当たりの水の使用量について考察し判断する活動

が考えられる。その際，一人当たりの水の使用量はどのように求めることができるのかを確認

するなどして，市全体の水の使用量と市の人口について，それぞれの資料の特徴や傾向を関連

付けて考察する必要があることに気付くことができるようにすることが大切である。その上で，

市全体の水の使用量は変わらないことと市の人口は増えていることを関連付け，一人当たりの

水の使用量が減っていることを判断することができるようにすることが大切である。 

資料の特徴や傾向を関連付けて，一人当たりの水の使用量の増減を判断し，その理由を記述す

ることができるかどうかをみる。 



（４） 数と計算 ４ （２）日常生活の事象を数理的に捉え判断すること 

（遊園地での待ち時間） 

 

① 出題のねらいと内容 

 

 

② 解答状況 

正答率 65.6％  （全国 68.6％） 

    ・誤答・・・立式に関係のない 36 を使った解答が 18.3％であった。複数の数量から必要な数量

を選ぶことができていないと考えられる。 

 

③ 指導の改善事項 

 何秒後にゴンドラに乗ることができるのかを求める式を書く問題であった。 

日常生活の問題の解決のために，多くの情報の中から必要な数量を見いだし，数学的に表現す

ることができるようにすることが重要である。 

 問題場面の数量を解釈し，問題に必要な数量を選択し，立式の意味を説明することができるよ

うにすることが大切である。 

 

 

 

 

【参考・引用】平成 31年度（令和元年度） 

全国学力・学習状況調査報告書（文部科学省・国立教育政策研究所） 

示された場面において，複数の数量から必要な数量を選び，立式することができるかどうかをみる。 





















 

 

 

１ 結果のポイント 

全問題数：21問（聞くこと、読むこと、書くこと） 

・「聞くこと」「話すこと」「書くこと」のすべての領域において平均正答率を上回った。 

・今回の調査においては、「まとまりのある英語を聞いて、話の概要を理解することがで

きる」「与えられたテーマについて考えを整理し、文と文のつながりに注意してまとま

りのある文章を書くことができる。」という出題内容に課題が見てとれる。 

 

集計結果（平均正答率） 

  区分 国東市 大分県 全国 

全体 57 55 56.0 

聞くこと 67.2 66.4 67.0 

話すこと 58.4 55.3 55.6 

書くこと 48.3 45.4 45.8 

 

２ 課題が見られた問題とその指導事項（領域別） 

（１）「聞くこと」 

    「まとまりのある英語を聞いて、話の概要を理解する問題」について、全国を下

回った。本問は、2つの国について 2 つの共通点と 1つの相違点を聞き取る問題であ

ったが、上記の話の構成を理解できていないか、can runs on the left という英語

を聞き取ることができていないと考えられる。 

 

 

 

◎話の展開をとらえるキーワード（比較・対照を表す語）に着目して聴く活動を仕

組む。 

◎5W1Hに着目して聞く活動を行う。 

◎話の展開を簡単なイラストで表現する活動や時間軸に沿って整理する活動などを

行う。 

◎話の内容を示す絵を、展開に沿って並び替える活動を行う。 

 

 

 

平成 31年度 全国学力・学習状況調査結果（中学校：英語） 

 



また、「まとまりのある英語を聞いて、必要な情報を理解する問題」については、

天気予報を聞き、聞き手として必要な情報をとらえる問題であった。話されるすべ

ての情報を聞き取ろうとするのではなく、聞きたい情報をはっきりさせて、それに

関連する英語表現に注意を払うことが十分できていなかった。 

 

 

 

◎場面設定を理解する。（店、公共交通機関など） 

◎どういう情報を必要な状況であるか考える。 

◎自分が必要とする情報と関連する語句に着目して、目的を持って聞き取る。 

 

「聞いて把握した内容について、適切に応じることができる」については無回答

率が高かった。相手の質問や指示、依頼、提案などを聞いて、単にその意図を理解

するだけでなく、それに対して適切に応答することができるようになることが求め

られている。「英語をどれだけ聞くことができているか」と言うことに評価の重点が

置かれた問題であったが、ほとんど聞き取ることができなかった、もしくは書きた

い内容があっても英語が思いつかず表現できなかったなどの理由が考えられる。 

 

 

    

   ◎日頃から生徒と英語でのやりとりをする中で、実際に聞いて応じる活動を積み重

ね、体験的に身につかせていく。 

   ◎生徒自身がわからないこと、曖昧なことをそのままにせず、聞き返す力をつける。 

 

 

（２）「読むこと」 

   「まとまりのある文章を読んで、説明文の大切な部分を理解することができるかど

うかをみる問題」の正答率が全国を下回った。 

本問は、中学生にとってあまり読み慣れていないと思われる社会的な話題を題材

としている。このような文章について、各段落の内容を理解した上で、書き手が最

も伝えたいことを理解することに課題がある。誤答を見ると、前後の対話文を理解

することができていないために、書き手が最も伝えたいことを選べていない。また

は、文章全体を読んだ上で、文中の”How smart are chimpanzees?”という手がか

りを 

   基に書き手が最も伝えたいことを判断することができていない。 

 



                 

    複数の情報の中から書き手が最も伝えたいことは何であるか等を判断することが

大切である。指導にあたっては、文章全体を漫然と読ませるのではなく、繰り返し

用いられている語（句）や問いかけ等の手がかりを基にして、最も大切な語句や文

を選ばせたり、各段落のはたらきを理解させたりすることが重要である。 

    具体的な指導としては、 

   ◎全体の大まかな内容をとらえる。 

   ◎各段落の最も大切な内容を表す英文を選ぶ。 

◎それらを比較するなどして、文章の最も大切な部分につて意見交換する。日常的

な話題にとどまらず、社会的な話題（自然環境問題や平和問題など）についての題

材も扱うことが大切である。 

 

（３）「書くこと」 

   「与えられた情報に基づいて、一般動詞の 3 人称単数現在時制の否定文を正しく書

くことができる」問題について正答率が下回った。一般動詞の否定文を書くことは

理解できているが、3人称単数現在時制であることを踏まえて、適切に動詞を活用さ

せて文を書くことができないと考えられる。 

 

 

 

   ◎憬れの人物や友だち紹介など、3人称を扱った言語材料を聞いたり、読んだり、話

したり、書いたりして様々な場面で繰り返し使用する活動を行う。 

   ◎生徒同士で書いたものを互いに読み、誤りに気付き、修正を加える活動を行う。 

   ◎「ローマ出身です。」のように、日本語では省略される傾向にある主語が何である

かを考えさせる。 

   ◎「誰が？どうするの？どこに？」のような教師の発問を通して、英文を書く際に

基本的な文や文構造を確認する活動を行う。 

 

   「与えられたテーマについて考えを整理し、文と文のつながりなどに注意してまと

まりのある文章を書くことができる」問題については、1,5％と低く、正答率が条件

を満たさないで解答しているものが多い。 

 

 

   ◎「話し手書く」「読んで書く」書く等の領域を統合した指導を行う。 

   ◎英文を読み合い､よりよく読み手に伝わるように書く指導を行う。 

   ◎書くことを増やすための指導を行う。 



◎I, You以外の主語を用いて書く機会を設ける。 

問題内容別正答率 

 
問題の概要 

正答率 

国東市 大分県 全 国 

1(1) 
ある状況を描写する英文を聞いて、その内容を最も適切

に表している絵を選択する。 
91.8 89.8 91.1 

1(2) 
教室英語を聞いて、その指示の内容を最も適切に表して

いる絵を選択する。 
91.8 84.2 88.6 

1(3) 
外国人の先生と女子生徒の会話を聞いて、その内容を最

も適切に表している絵を選択する。 
74.7 72.7 72.3 

1(4) 
家での会話を聞いて、その内容を最も適切に表している

絵を選択する。 
66.0 62.5 61.8 

2 
イギリスと日本の類似点や相違点についてのスピーチ

を聞いて、話の展開にあわせて示す絵を並び替える。 
61.9 69.5 71.8 

3 
天気予報を聞いて、ピクニックに行くのに最も適する曜

日を選択する。 
78.9 80.8 82.0 

4 
来日する留学生の音声メッセージを聞いて、部活動に着

いてのアドバイスを書く。 
5.7 4.9 7.6 

5(1) 
ある場所を説明する英文を読んで、空所に入る語句とし

て最も適切なものを選択する。 
85.6 78.9 79.4 

5(2) 
ある状況を描写する英文を読んで、その内容を最も適切

に表している絵を選択する。 
80.9 75.1 74.4 

5(3) 
月ごとの平均気温を表したグラフを見て、その内容を正

しく表している英文を選択する。 
80.4 74.4 73.1 

6 

発表活動のためにまとめられた 100 円ショップについ

ての文章を読んで、話の流れを示すスライドとして最も

適切なものを選択する。 

66.0 63.7 62.9 

7 
チンパンジーに関する説明文とその前後にある対話を

読んで、書き手が最も伝えたい内容を選択する。 
29.4 30.8 32.8 

8 
食糧問題について書かれた資料を読んで、その問題に対

する自分の考えを書く。 
8.2 8.7 10.9 

9(1)① 
文中の空所に入れる接続詞として、最も適切なものを選

択する。 
84.0 79.2 79.9 

9(1)② 
文中の空所に入れる接続詞として、最も適切なものを選

択する。 
63.4 61.1 58.2 



9(2)① 

与えられた英語を適切な形に変えたり、不足している語

を補ったりなどして、会話が成り立つように英文を書

く。 

77.8 70.5 73.6 

9(2)② 

与えられた英語を適切な形に変えたり、不足している語

を補ったりなどして、会話が成り立つように英文を書

く。 

28.4 23.4 28.9 

9(3)① 
与えられた情報に基づいて、ある女性を説明する英文を

書く。 
61.3 60.6 53.5 

9(3)② 
与えられた情報に基づいて、ある女性を説明する英文を

書く。 
34.0 29.1 32.9 

9(3)③ 
与えられた情報に基づいて、ある女性を説明する英文を

書く。 
35.6 38.0 37.4 

10 
学校を表す２つのヒストグラム（案内用図記号）の案を

比較して、どちらがよいか理由とともに書く。 
1.5 1.7 1.8 

 

３ 指導の改善のポイント（全体を通して） 

（１）聞くこと 

    ◯聞いて把握した内容について、適切に応じる指導の充実を図る。 

   ・聞く目的、場面、状況設定を明確にする 

   ・話し手が最も言いたいことが明確な英文を扱う。 

  ◯ある程度まとまりのある英語を、年間を通して継続して聞かせる。（教科書以外の英

語に触れる機会を増やす） 

   ・必要な情報 

   ・話されること全体の大まかな内容（概要） 

   ・話し手が伝えようとする最も重要な点（要点） 

 

（２）聞くこと 

  ◯まとまりのある文章を読んで大切な部分を読み取る指導を充実させる。 

   ・テキストの種類（物語や説明文等）や目的等に応じて、どのような読み方に焦点

を当てて指導するかを明確にする。 

   ・複数の情報の中から、書き手が最も伝えたいことは何であるかを考えさせる。 

  ◯自分の考えを示すことができるよう、主体的に内容を読み取る指導の充実を図る。 

   ・英文の意味を理解するだけではなく、賛否や感想、自分の考えなどを話したり書

いたりして表現するなど、領域間の統合的な言語活動に結びつけていく。 

 

 



（３）書くこと 

  ◯考え、気持ちなどを整理し、まとまりのある文章を書く指導の充実を図る。 

   ・メモを活用しながら、はじめは文単位から、徐々にまとまり野ある文章に取組む。 

   ・英語の文章の構成の特徴（トピックセンテンスー支持文―結論文）を意識させる。 

   ・接続詞や副詞などのディスコースマーカーに着目させながら文や段落をつなげる。 

  ◯I, You以外の主語を用いて書く機会を設ける工夫 

   ・調べたことについて説明や報告をしたり、絵や写真の様子を表現したりする言語

活動を通して、３人称(he, she, it, there, 無生物主語など)を用いて客観的に事

実を伝える力を養う。 

 

 

  



国東市における今後の取組について 

新大分スタンダードに基づく組織的・計画的な授業構想による質の向上 

（「教材」「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」の質の向上） 

年度当初に提起した６つのポイントを徹底する。学校訪問、要請訪問、教育委員・文教厚生委員訪問を取

組の検証、指導の機会にする。授業前に本時案を通して他者と協議することにより、より深く授業の構想を

立てて、授業に臨む。 

Ｐｏｉｎｔ１ 単元のまとまりを見通した授業の実施のための単元プランの策定 

Ｐｏｉｎｔ２ 授業のねらいを焦点化した主眼の設定 

Ｐｏｉｎｔ３ 授業内容や主眼に合致した適切な評価規準の設定 

Ｐｏｉｎｔ４ 児童生徒の解決意欲を促す課題の設定（教材の工夫と展開の工夫） 

Ｐｏｉｎｔ５ 評価規準に達しない（達しそうにない）児童生徒に対する個別の指導・支援 

Ｐｏｉｎｔ６ Point１～５を表記した本時案の作成 

中学校教科研究協議会の実施と定期考査における活用問題の取組 

① 中学校教科研究協議会において、各種研修会・協議会の環流報告を行うとともに、中間・期末テストの

問題やワークシートの交流を行う。 

② 定期考査に活用問題を出題するようにするとともに、定期考査で問うことを念頭に授業改善を図る。 

校内研修を活用した先進的な情報の伝達 

① 校内研修において、教務主任、研究主任をはじめ各種主任が研修・協議会で得た情報や学んだ内容を環

流報告する時間を確実に設ける。必要があれば、指導主事・学力向上支援教員を積極的に招聘する。 

② 自主公開研究発表会（本年度３校＋外国語活動研究指定校公開授業）に積極的に参加する。 

管理職による指導力の向上と取組の徹底 

① 年間２回の協議会を行い、授業観察力、指導力を高め、管理職による授業改善に向けた指導をＯＪＴで

行っていく。（第 1回 11/18 第 2回 11/21） 

② 県、全国、市が行うテストの結果を受けた補充学習等の計画の進捗状況を把握し、取組を徹底する。 

習熟の程度に応じた指導・家庭学習、補充学習の充実 

① 県 、全国、市が行うテストの結果を受けた組織的な（当該教科・当該学年担当者だけでない）補充学

習を計画し、課題がある内容について、学級、個人に対しての実施を徹底する。（フォローアップシート、

ｅライブラリ（小学校）、国語・社会・数学・理科・英語問題データベース（中学校）、過去問等を活用） 

② 「家庭学習の手引き」等をもとに、家庭学習の目的について保護者と共通理解を図り、学校と家庭が連

携した取組みを実施するとともに、学校において看取りを行い、取組の徹底と充実を図る。 

③ 児童生徒の実態を考慮し、「授業づくりの工夫」と「個別の支援」を意識した授業に取り組む。（本時案

にきちんと位置付ける） 

④ 学び塾、学びの教室への参加促進を行うとともに、学校と講師が連携を取り、課題に対応した学習に取

り組む。 

⑤ 学習支援教員の活用の目的を明確にし、十分に活用する。 

学級経営力の強化 

① ｈｙｐｅｒ-ＱＵ、ｉ-ｃｈｅｃｋ、児童生徒質問紙の回答をもとに、児童生徒や学級、学年の実態を理

解するとともに、必要に応じて個人面談を行う。 

② 夏季休業中に実施した「集団づくり研修」や「外部講師による特別授業・講演会」において研修したこ

とをもとに、各学校における人間関係作りの取組を充実する。 

③ 小学校における学年部制を積極的に導入する。 

④ 学校の実態に応じた人材の活用及び管理職による支援を行う。 



 


