
中学校 Ａ 主として「知識」に関する問題

中学校 国語Ａ １ スピーチをする

１. 問題の概要

この問題は、スピーチを行う際に、聞き手を意識して使用する語句を意識したり、話し手の意図

を理解し内容にふさわしい題名を付けたりすることができるかどうかをみるものである。

２. 各設問とその調査結果

設問 出 題 の 趣 旨 調 査 結 果

調査結果分布（％）

聞き手を意識して使用する語句 正答 誤答 無答

を工夫する。 滋賀県（公立） 87.0 7.9 5.1

一 全 国（公立） 86.6 8.8 4.6

主な傾向

相当数の生徒が、聞いて分かりづらい言葉を分かり

やすい表現に直せている。

調査結果分布（％）

話し手の意図を理解し、内容に 正答 誤答 無答

ふさわしい題名を付ける。 滋賀県（公立） 86.7 13.0 0.3

二 全 国（公立） 87.7 12.0 0.3

主な傾向

相当数の生徒が、話し手の意図を理解し、内容にふ

さわしい題名を選択している。

３. 学習指導のポイント

①調査結果に見られる児童生徒の実態

スピーチの際に、聞き手を意識して話したり、話し手の意図を理解しながら聞いたりするなど

の基礎的・基本的な内容は、相当数の生徒が身に付いていることが分かる。

設問一の誤答については、ひらがな四字で書かれているけれども、前後の関係が読みとれてい

ないものが多く、「空かがやきの星」や「空きれいなの星」などのように、言葉や意味のつなが

りがおかしくなってしまうものや、「まんてん」の漢字の読みを解答したものがあり、十分に表

現が吟味できていなかったり、出題の意図がとらえられていなかったりするものもあった。

また、設問二の誤答については、スピーチの一部分から判断して選択した「星占い」や「母」

が多く、スピーチ全体から話し手の意図をとらえることができていないことがうかがえる。

②今後の学習指導のポイント

適切に話す力を身に付けさせるためには、スピーチなどの具体的な場面を設定して、話し言葉

と書き言葉の違いに気付かせたり、聞き手を意識して話させたりすることが効果的である。また、

話し手・聞き手双方の立場になって自己評価や相互評価し、使用する言葉が適切であるかどうか

考え合う学習活動が重要である。

また、話を聞く際には、話の中心をつかむことが大切である。そのためには、話し手の意図を

考えながら要点をまとめたり、話の内容を一言で表現したりするなどの学習活動が必要となる。



中学校 国語Ａ ２ 手紙を書く

１. 問題の概要

この問題は、手紙を書くために必要な知識が定着しているかどうかをみるものである。

２. 各設問とその調査結果

設問 出 題 の 趣 旨 調 査 結 果

調査結果分布（％）

手紙の頭語について理解してい 正答 誤答 無答

る。 滋賀県（公立） 85.8 14.0 0.2

一 全 国（公立） 85.4 14.3 0.3

主な傾向

相当数の生徒が、「敬具」と対応する頭語を選択で

きている。

調査結果分布（％）

手紙の主文の書き出しの語につ 正答 誤答 無答

いて理解している。 滋賀県（公立） 82.4 17.4 0.2

二 全 国（公立） 80.6 19.2 0.2

主な傾向

相当数の生徒が、主文の書き出しの語を正しく選択

できている。

調査結果分布（％）

手紙の後付けについて理解して 正答 誤答 無答

いる。 滋賀県（公立） 52.0 47.6 0.4

全 国（公立） 55.0 44.6 0.4

三 主な傾向

選択肢４「相手の名前と自分たちの名前をともに下

に書く」と解答するものが多く、次いで選択肢１「相

手の名前を下に、自分たちの名前を上に書く」が続く。

正答率が５割程度と低い。

３. 学習指導のポイント

①調査結果に見られる児童生徒の実態

手紙を書く際に使用する頭語や、主文の書き出しの語については、相当数の生徒が理解してい

るが、手紙の後付けの書き方についての理解が十分ではないと考えられる。これは中学生が、日

常的に手紙を書く機会が少ないこともあるが、主文については理解しているところから、書く内

容は分かっているが、書く形式がもつ意味を理解していないためであると考えられる。

②今後の学習指導のポイント

頭語や結語は、手紙特有のものであり、「拝啓」、「前略」、「敬具」、「早々」などの使い方や言

葉のもつ意味を確実に指導することが求められる。さらに、書式について指導するだけでなく、

相手の名は上に書き、自分の名は下に書いて尊敬の意を表す形式がもつ「意味」や「考え方」も

併せて理解させることも大切である。書写や敬語の指導と関連付けて指導したい。

また、転換の意味をもつ接続詞「さて」は、手紙など限られた場面でしか使用されない言葉と

なりつつあるため、手紙文の指導の際には意図的に取り上げて指導し、総合的な学習の時間など

においても、実際に手紙文を書く機会を設定する必要がある。



中学校 国語Ａ ３ 文学的な文章を読む

１. 問題の概要

この問題は、文学的な文章を読むために必要な力、すなわち、文脈における語句の意味や自然描

写を的確にとらえたり、表現技法を理解したりすることができるかどうかをみるものである。

２. 各設問とその調査結果

設問 出 題 の 趣 旨 調 査 結 果

調査結果分布（％）

文脈における自然描写を的確に 正答 誤答 無答

読み取る。 滋賀県（公立） 69.0 30.7 0.3

一 全 国（公立） 70.0 29.7 0.3

主な傾向

相当数の生徒が読みとれている。

調査結果分布（％）

比喩等の表現技法に注意して内 正答 誤答 無答

二 容をとらえる。 滋賀県（公立） 70.3 29.3 0.4

全 国（公立） 71.6 28.0 0.4

主な傾向

相当数の生徒が読みとれている。

３. 学習指導のポイント

①調査結果に見られる児童生徒の実態

「読むこと」の領域の他の設問と比べると正答率が低い結果であり、自然描写や比喩などの表

現技法に着目した文学的な文章の読み取りに課題がある。

設問一における自然描写は、月の明るさを強調するための表現であるにもかかわらず、３割の

生徒は、描写から情景を具体的に思い描けていなかったり、本文の表現を正確に読み取らずに解

答していたりしているものと考えられる。

設問二では、「～ように」といった比喩表現に着目して読むことが求められるが、「くすのき」

「月」「星」「闇」などの言葉から自分で想像しすぎて「様々な色彩」と誤ってとらえたり、「湧

いている」「くねくねと」といった水の動きを「水の音」と誤ってとらえたりと考えられる誤答

があった。

②今後の学習指導のポイント

文学的な文章を読む際には、登場人物の心情や情景を想像して読ませることはもちろんである

が、表現の効果や書き手の工夫を考えながら読み味わわせる学習指導が重要である。

また、文章中で用いられている言葉については、辞書的な意味の理解のみにとどまらず、その

文脈の中でどのような意味をもっているのかを考えながら読むことが大切である。そのためには、

語句の意味やその効果について話し合うような学習活動も効果的である。

また、文学的な文章で用いられている様々な表現上の技法に注意しながら読むとともに、これ

らの技法を自分の表現に生かすような指導を展開することも求められる。



中学校 国語Ａ ４ 文語文を読む

１. 問題の概要

この問題は、「古典に親しむ」という学習指導要領のねらいを踏まえ、生活の中に生きている文

語文として小さなころから親しみのある「鯉のぼり」の歌詞を適切に音読したり、大体の意味を理

解したりすることができるかどうかをみるものである。

２. 各設問とその調査結果

設問 出 題 の 趣 旨 調 査 結 果

調査結果分布（％）

表現の仕方や詩の特徴に注意し 正答 誤答 無答

て音読し、詩の韻律（リズム）に 滋賀県（公立） 72.5 26.8 0.7

一 ついて理解する。 全 国（公立） 75.7 23.7 0.6

主な傾向

相当数の生徒が理解できている。

調査結果分布（％）

歴史的仮名遣いを現代仮名遣い 小問・正答 正答 誤答 無答

に直して読む ①かおる 滋賀県（公立） 92.1 5.1 2.8

全 国（公立） 91.8 5.4 2.8

二 ②ふるう 滋賀県（公立） 75.9 19.4 4.7

全 国（公立） 76.4 19.4 4.2

主な傾向

ともに、相当数の生徒が理解できている。

②について、「うるう」のよう に、語頭の「ふ」も

形式的に「う」に書き換えているものがある。

調査結果分布（％）

語句の意味に注意して内容を読 正答 誤答 無答

三 み取る。 滋賀県（公立） 89.5 10.0 0.5

全 国（公立） 90.6 8.9 0.5

主な傾向

相当数の生徒が理解できている。

３. 学習指導のポイント

①調査結果に見られる児童生徒の実態

いずれも相当数の生徒が理解できているものの、詩の韻律（リズム）である五音・七音の意味

を理解できていない生徒がいることが分かる。また、「歴史的仮名遣い」を直す際、「現代仮名

遣い」ではなく言葉の意味などを解答しているものや、「ハ行の文字はワ行にして読む」という

ように機械的に覚えていると思われる解答が見られる

文語で書かれた文章の内容を読み取ることはできている。

②今後の学習指導のポイント

古典に親しませるために、文語文の音読や朗読、暗唱などを通して、文語文の持つ独特のリズ

ムや長い年月を経て培われてきた語調のよさなどを味わわせる学習指導が大切である。

また、古典学習の導入段階で、今回の設問のような小さいころから親しみのある歌詞やことわ

ざなどを用いることが有効であり、教科書に掲載されている教材に限らず、生徒の実態に配慮し

ながら様々な古典教材を取り上げて、古典に対する興味や関心を深めさせるよう工夫することが

求められる。



中学校 国語Ａ ５ 電話の内容をメモする

１. 問題の概要

この問題は、電話で伝言を頼まれた場面において、話の内容を的確に聞き取ることができるかど

うかをみるものである。

２. 各設問とその調査結果

設問 出 題 の 趣 旨 調 査 結 果

調査結果分布（％）

伝える必要のある内容を簡潔な 小問・正答 正答 誤答 無答

メモのまとめる。 １ 滋賀県（公立） 95.4 2.8 1.8

例 地域清掃 全 国（公立） 95.4 3.1 1.5

一 ２ 滋賀県（公立） 97.8 0.7 1.5

例 公民館 全 国（公立） 98.0 0.7 1.3

３ 滋賀県（公立） 89.1 9.4 1.5

例 石川さん 全 国（公立） 90.4 8.2 1.4

主な傾向

相当数の生徒が、伝える必要のある内容を簡潔にメ

モにまとめることができている。

調査結果分布（％）

不足している情報に気付き、適 正答 誤答 無答

切な表現で話し手に確かめる。 滋賀県（公立） 89.8 4.1 6.1

二 全 国（公立） 90.1 4.6 5.3

主な傾向

相当数の生徒が、不足している情報に気付き、適切

な表現で話し手に確かめることができている。

３. 学習指導のポイント

①調査結果に見られる児童生徒の実態

どの設問も、正答率が９割前後であり、相当数の生徒ができている。

設問一の誤答についてみると、連絡先を記入する際に、「私」や「青木さん」など、会話文中

の言葉を抜き出しただけの解答がみられる。

また、設問二では、不足している情報として、「何歳ですか」のように、会話の本筋とは全く

関係のない質問を書いている解答や、「石川さんの電話番号」のように、質問形式や敬体で書か

れておらず会話にあてはめる文としては適切ではない解答がみられる。

②今後の学習指導のポイント

電話などでメモを取る場合には、メモを渡す相手のためにはどのような配慮をすべきか考える

機会を設けて、実際に簡潔なメモをとらせるなどの学習活動が必要である。

また、メモのような伝言を書く際には、５Ｗ１Ｈ（いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・ど

のように）などの基礎的・基本的な内容をおさえさせる指導が求められる。

「聞くこと」の指導においては、話を批判的に聞く態度を育成することも重要であり、不足し

ている部分、不明な点・疑問な点などについて立ち止まって質問する能力が求められる。そのた

めには、独話、対話、討論などの学習活動において、そうした聞き方を指導する必要がある。



中学校 国語Ａ ６ インタビューをする

１. 問題の概要

この問題は、職業調べの一環としてインタビューを行う場面を設定し、目的に沿ったインタビュ

ーができるかどうかをみるものである。

２. 各設問とその調査結果

設問 出 題 の 趣 旨 調 査 結 果

調査結果分布（％）

目的に沿った質問をする。 正答 誤答 無答

滋賀県（公立） 90.5 8.8 0.7

一 全 国（公立） 92.1 7.4 0.5

主な傾向

相当数の生徒が、目的に沿った質問をすることがで

きている。

調査結果分布（％）

効果的なインタビューの仕方に 正答 誤答 無答

ついて理解している。 滋賀県（公立） 80.4 18.9 0.7

二 全 国（公立） 80.5 18.9 0.6

主な傾向

相当数の生徒が、効果的なインタビューの仕方につ

いて理解している。

３. 学習指導のポイント

①調査結果に見られる児童生徒の実態

インタビューを行う際に目的に沿った質問をすることや、効果的なインタビューの仕方につい

ては、相当数の生徒ができている。

設問一は、インタビューをする場面で、インタビューの目的に照らして質問しなくてもよいも

のを選択するものであり、「しなくてよいもの」とする設問の意図をとらえられなかった生徒が

いるものと考えられる。

設問二の誤答についてみると、効果的なインタビューにするための改善点として、「聞かなけ

ればならない内容とは関係のない質問ばかりしているところ」を選択した解答が多く、この選択

肢を選んだ生徒は、「盲導犬の訓練士という仕事について知ること」という目的を狭くとらえて

しまい、「仕事は楽しいか」、「やめたいと思ったことはあるか」、「犬の種類」などの質問を「関

係のない質問」ととらえてしまったものと考えられる。

②今後の学習指導のポイント

インタビューをする際には、目的を明確にして質問内容を考えることが基本であり、質問事項

を吟味させ、絞り込んでいくような学習指導が大切である。

また、効果的なインタビューによって伝え合う力を育成するためには、事前に用意した項目だ

けを質問するのではなく、相手の話を聞いて疑問に思ったり興味を持ったりしたことなどを追加

して質問するなど、話の内容が深まるような工夫をさせる指導が求められる。



中学校 国語Ａ ７ グラフを基に考える

１. 問題の概要

この問題は、グラフから読み取ったことをまとめ、文脈に沿って書くことができるかどうかみる

ものである。

２。各設問とその調査結果

出 題 の 趣 旨 調 査 結 果

調査結果分布（％）

グラフから情報を読み取り、文 正答 誤答 無答

章の結論につながるように書く。 滋賀県（公立） 69.2 17.0 13.8

全 国（公立） 72.4 17.6 10.0

主な傾向

あとの文に続くように書くという条件は満たしているが、

グラフ【Ａ】の平成９年度以降の内容に触れて書くという

条件を満たしていない誤答が多い。

３. 学習指導のポイント

①調査結果に見られる児童生徒の実態

相当数の生徒が、折れ線グラフを読み取り、二つの条件を満たしながら、結論につながる事実

の部分を記述することができている。

誤答についてみると、どちらかの条件を満たしていない解答の割合が多く、条件にあった記述

に課題のある生徒がいることが分かる。とりわけ、文章の組み立てにおいて、「このように」と

いう語句により、結論を導くことができるということが理解できていない生徒がいると思われる。

また、選択式、短答式で答える設問と比べると、無答の生徒も多く、グラフから読み取ったこ

とを基に論理的に思考する力を身に付けることや、読み取ったことを文章で書き表すことに課題

があると思われる。

②今後の学習指導のポイント

意見文を書く指導においては、統計資料などのデータを読み取り、それを根拠として引用しな

がら、事実と意見とを区別して書かせる学習指導が必要である。

また、説明的な文章を読む指導においては、事実と意見とを区別するだけでなく、事実と意見

とのつながりを考えるなど、論理的な関係にも着目させる必要がある。また、グラフなどを含む

説明的文章の場合には、文章の記述とグラフなどとの対応について意識して読み取らせる指導が

求められる。



中学校 国語Ａ ８ 言語事項等（漢字・語句）

１. 問題の概要

この問題は、漢字や語句に関する基礎的・基本的な知識・技能を身に付け、文や文章の中で適切

に用いることができるかどうかをみるものである。

２．各設問とその調査結果
設問 出 題 の 趣 旨 調 査 結 果

調査結果分布(%)
文脈に即して漢字を 小問・正答 正答 誤答 無答

正しく書く。 １ 利益 滋賀県（公立） 62.8 22.2 15.0
(小4/小5) 全 国（公立） 68.2 19.0 12.8

２ 半減 滋賀県（公立） 67.4 17.7 14.9
一 (小2/小5) 全 国（公立） 66.3 18.7 15.0

３ 貸(す) 滋賀県（公立） 54.8 37.6 7.6
(小5) 全 国（公立） 58.1 34.6 7.3

主な傾向
３「貸(す)」の誤答が多く、「借」や「貨」「賀」などの書

き誤りがみられる。
調査結果分布(%)

文脈に即して漢字を 小問・正答 正答 誤答 無答
正しく読む。 １ かくちょう 滋賀県（公立） 81.1 13.4 5.5

(小6/小5) 全 国（公立） 83.0 12.1 4.9
２ はんも 滋賀県（公立） 25.5 41.4 33.1

二 (中学) 全 国（公立） 30.3 41.4 28.3
３ すす(める) 滋賀県（公立） 63.7 32.0 4.3
(中学) 全 国（公立） 66.2 30.1 3.7

主な傾向
２は「茂」が読めていない。３は「つと(める)」「みと(める)」

とする誤答が多く、文脈や送り仮名から類推して判断する傾
向がある。
調査結果分布(%)

語句の意味を理解 小問・正答 正答 誤答 無答
し、文脈の中で適切に ア １納める 滋賀県（公立） 86.8 12.4 0.8
使う。 (同訓異字) 全 国（公立） 87.5 11.9 0.6

イ ４水の泡 滋賀県（公立） 97.2 2.0 0.8
(慣用句) 全 国（公立） 97.7 1.7 0.6

ウ ２単刀直入 滋賀県（公立） 88.7 10.2 1.1
三 (故事成語) 全 国（公立） 89.4 9.7 0.9

エ ２安静 滋賀県（公立） 95.8 3.4 0.8
(類義の漢語) 全 国（公立） 96.1 3.3 0.6

オ ４中継 滋賀県（公立） 87.8 11.2 1.0
(文脈にあう漢語） 全 国（公立） 86.8 12.4 0.8
カ ３いやした 滋賀県（公立） 92.5 6.5 1.0
(文脈にあう和語） 全 国（公立） 91.6 7.5 0.9

主な傾向
相当数の生徒が、語句の意味を正しく理解している。

３．学習指導のポイント

①調査結果に見られる児童生徒の実態

漢字や語句については、相当数の生徒が理解しているといえるが、会社の「利益」（一１）、

草木の「繁茂」（二２）など生活から縁遠い語句では正答率が低い。「貸す」（一３）は生活にあ

る語句だが、漢字を不正確に覚えている生徒がいるものと思われる。

②今後の学習指導のポイント

漢字の字形や画数、読みなどについての基本的な事項を確実に指導することが必要である。と

りわけ、書き誤りやすい漢字を重点的に扱ったり、文脈の中での意味を理解させたりする工夫が

求められる。また、普段から慣用句や故事成語などを使わせ、慣れ親しませることが大切である。



中学校 国語Ａ ８ 言語事項等（書写／古典(読むこと)）

１．問題の概要

この問題は、書写や古典といった言語文化に関心を持ち、これらに関する基礎的・基本的な知識

・技能を身に付け、生活の中で適切に用いることができるかどうかをみるものである。

２．各設問とその調査結果

設問 出 題 の 趣 旨 調 査 結 果

調査結果分布(%)
行書の書き方を理解 正答 誤答 無答

四 している。 滋賀県（公立） 80.4 18.8 0.8
全 国（公立） 78.3 21.0 0.7

主な傾向
相当数の生徒が理解している。

調査結果分布(%)
文字の大きさや配列 正答 誤答 無答

・配置を考えて書く。 滋賀県（公立） 81.2 17.6 1.2
五 全 国（公立） 83.5 15.5 1.0

主な傾向
相当数の生徒ができている。「行の中心」を「紙面の中心」

と誤ってとらえた誤答が多い。

調査結果分布(%)
代表的な古典に親し 正答 誤答 無答

んでいる。 滋賀県（公立） 82.6 8.8 8.6
六 全 国（公立） 88.0 6.3 5.7

主な傾向
相当数の生徒ができている。「あさ」「そうちょう」など「あ

けぼの」の意味を書いたり、「ゆうがた」など異なる時間帯を書
いたりした誤答がある。無答も誤答と同数程度ある。

３．学習指導のポイント

①調査結果に見られる児童生徒の実態

いずれも正答率は８割をこえ、相当数の生徒が、書写や「枕草子」第一段に関する知識を身に

付けているといえる。

誤答についてみると、四では、どこか一か所の点画の連続を一画として数えたと思われるもの

があったり、五では、「行の中心」を「紙面の中心」と勘違いして逆方向に動かすことを選んだも

のがあったり、六では、「あけぼの」を忘れたか覚えていない生徒が若干いたりするものと思われ

る。

②今後の学習指導のポイント

書写の指導においては、、文字を書く目的や場面に応じて、適切な文字の大きさや配置・配列

などを考えながら書かせる指導を重点的に行う指導が必要である。その際、書写の能力が日常の

生活に役立つことを実感させるような指導が求められる。また、行書の特徴を正しく理解させ、

速く書くことのできる行書を場面に応じて意識的に用いさせる指導も大切である。

古典の指導においては、繰り返し声に出して読ませることが肝要である。代表的な古典の著名

な部分を取り上げ、口になじませ、耳になじませることによって古典に親しませることを重視し

ていくことが大切である。



中学校 国語Ａ ８ 言語事項等（文の成分の照応／敬語）

１．問題の概要

この問題は、文の成分や敬語に関する基礎的・基本的な知識・技能を身に付け、文や文章の中で

適切に用いることができるかどうかをみるものである。

２．各設問とその調査結果

設問 出 題 の 趣 旨 調 査 結 果

調査結果分布(%)
文の成分の照応に注 小問・正答 正答 誤答 無答

意して書く。 ア 例練習して 滋賀県（公立） 90.7 4.1 5.2

七 いたからだ 全 国（公立） 91.7 4.0 4.3

イ 例遅れそう 滋賀県（公立） 86.8 7.4 5.8

になったら 全 国（公立） 88.1 7.1 4.8

主な傾向

誤答は少なく、相当数の生徒ができている。

調査結果分布(%)
生活の場面で敬語を 小問・正答 正答 誤答 無答

適切に使う。 ア ４いらっし 滋賀県（公立） 94.3 4.6 1.1

八 ゃいますか 全 国（公立） 93.8 5.2 1.0

イ １御連絡し 滋賀県（公立） 93.2 5.6 1.2

ます 全 国（公立） 89.4 9.6 1.0

主な傾向

誤答は少なく、相当数の生徒ができている。

３．学習指導のポイント

①調査結果に見られる児童生徒の実態

いずれも９割をこえる正答率があり、相当数の生徒が、文の成分の照応に注意して文を訂正し

たり、生活の場面の会話にふさわしい尊敬語や丁寧語を選び取ったりできている。

②今後の学習指導のポイント

日本語は英語や中国語と違って、述語が文末にあり、またその他の語順が比較的自由なため、

主語と述語、また修飾語と被修飾語との照応に誤りを生じやすい。こうした文の成分の照応につ

いての指導は、言葉のきまりに関する指導の場面だけではなく、書くことの指導における推敲の

学習とも関連させて指導することが大切である。

また、敬語については、敬語に関する正しい知識を身に付けさせるだけでなく、実際に生活の

場面で適切に使わせる指導が重要である。とりわけ、総合的な学習の時間において校外で学習を

進めるときや、職業体験学習で事業所の方と接するときなどの場面をとらえ、正しく尊敬語と謙

譲語とを区別して使えるように指導することが求められる。




