
中学校 Ｂ 主として「活用」に関する問題

中学校 国語Ｂ １ 調べたことを発表する（ロボット）

１. 問題の概要

この問題は、説明的な文章と図表の情報を読み取って、自分の考えを表現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（％）

話すことの内容に応じて、適切 正答 誤答 無答

な資料を提示する。 滋賀県（公立） 80.2 19.3 0.5

一 全 国（公立） 81.3 18.3 0.4

主な傾向

相当数の生徒ができている。資料の情報と話す内容

とが一致する部分をとらえられていない誤答が多い。

調査結果分布（％）

必要な情報を収集し、表現に生 正答 誤答 無答

二 かす。 滋賀県（公立） 91.5 8.0 0.5

全 国（公立） 92.5 7.1 0.4

主な傾向

相当数の生徒ができている。

調査結果分布（％）

情報を基に、根拠を明らかにし 正答 誤答 無答

三 ながら、自分の考えが適切に相手 滋賀県（公立） 70.8 16.7 12.5

に伝わるように書く。 全 国（公立） 75.9 14.5 9.6

主な傾向

相当数の生徒ができているものの、無答も多い。

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

いずれも相当数の生徒ができている。

誤答についてみると、設問一では、自分が伝えたい内容を相手により深く理解してもらうため

の資料の提示の仕方や、適切な場面で提示したときの効果についての理解が不十分であると考え

られる。また、設問三では、無答も多く、人間とロボットとの未来の関係について、根拠を明ら

かにしながら自分の考えを明確にして書くことに戸惑ったことがうかがえる。

②今後の学習指導のポイント

話す・聞く活動（プレゼンテーション等）の充実を図る際には、適切な資料等を収集させ活用

させる学習指導が重要である。

また、文章と文章、文章と表（資料）、長文と短文など複数の資料を比較し、共通点や相違点

を正しくとらえさせる指導の充実も大切である。一つの情報のみで判断するのではなく、複数の

情報を吟味しながら、自分の考えをまとめていく学習を行うなど、様々な角度から情報を活用す

る力を育てていく必要がある。

さらに、自分の意見や考えに説得力をもたせるためには、中心となる主張を明確にすることと、

具体的な資料を活用して主張の裏付けとなる根拠を明らかにすることの指導が必要である。自分

の考えを推敲・記述する際には、これら二つの視点が述べられているかどうかを確認することも

重要である。



４. 具体的な学習指導例 対象学年 中・全

身に付けさせたい力 資料を収集・活用し、自分の考えをまとめる能力の育成

【指導のねらい】

・同じ題材やテーマを取り上げた複数の記事を収集し、その共通点や相違点を整理したうえで、

それについての自分の考えをまとめることができる。

《テキスト》 《主な学習活動》

同じ題材やテーマを取り上げた複数の新聞記事 ●同じ題材やテーマを取り上げた複数の記事を

集める。

※社説や投書欄などから同じ題材やテーマを ●集めた記事を、立場や主張の違い等の観点に

取り上げているものを収集させる。 したがって分類・整理する。

●それぞれの記事について、自分が共感する部

分に線を引く。

●記事を参考にしながら、自分の考えを400字

程度にまとめる。

●集めた記事とともに互いの考えをグループで

交流し合う。

《学習指導上の配慮など》

マスメディアで報道される記事や内容には、取り上げる事柄・事象は同じであっても、さまざ

まな立場や角度からのとらえ方や意見がある。その共通点や相違点を整理したうえで、自分自身

の考えをまとめさせたい。

対象学年 中・全

身に付けさせたい力 資料を収集し、効果的に活用する能力の育成

【指導のねらい】

・自分の考えを分かりやすく発言する際、根拠や具体例としてより効果的な資料を選択すること

ができる。

《テキスト》 《主な学習活動》

次に示す「方言」に関わる複数の資料 ●「方言」についての自分の考えを発言する際、

資料１～５の中から、最も効果的に使えそう

資料１：滋賀県の方言についてまとめたもの な資料はどれかについて考える。

資料２：方言のイメージと共通語のイメージ

について実施したアンケート結果 ●なぜその資料を選んだのかについて、方言に

資料３：「ありがとう」を日本の各地の方言で 対する自分の考えとともに発表し合う。

どういうかについての調査結果

資料４：石川啄木の「ふるさとの訛なつかし停 ●提示された五つの資料以外に自分で資料やデ

車場の人ごみの中にそを聴きにゆく」 ータを集めるとしたら、どのようなものが必

の短歌 要であるかについて、その理由とともにワー

資料５：方言が原因となった失敗談が載せられ クシートにまとめる。

ている新聞記事

《学習指導上の配慮など》

それぞれの資料がどういう意味を持つ資料となるかを、自分の考えと関連付けてとらえさせ、

選択させたい。



中学校 国語Ｂ ２ 文学作品を評価しながら読む（蜘蛛の糸）
く も

１．問題の概要

この問題は、文学作品全編を通して読むことで、作品の内容をとらえるとともに、作品の構成に

関して内容や表現をもとに自分の考えを述べ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(%)
作品の内容や表現上 正答 誤答 無答

一 の特徴をとらえる。 滋賀県（公立） 79.4 19.8 0.8

全 国（公立） 81.3 18.1 0.6

主な傾向

相当数の生徒ができている。

調査結果分布(%)
作品の展開や心情の 正答 誤答 無答

変化に着目して朗読す 滋賀県（公立） 65.7 33.5 0.8

二 る。 全 国（公立） 68.5 30.9 0.6

主な傾向

誤答の半数近くは、「前は希望、後ろは展開に驚く様子が表

れるように読む」を正しく選びながら、「④と⑤の間で分ける」

を選ばなかったものである。

調査結果分布(%)
作品の内容や構成、 正答 誤答 無答

三 表現上の特色を踏ま 滋賀県（公立） 70.3 16.5 13.2

え、自分の考えを書く。 全 国（公立） 74.8 15.1 10.1

主な傾向

相当数の生徒ができているものの、無答も多い。

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、登場人物や話の展開、作品の表現上の特徴などに注目して、内容の全体を把

握することができている。

接続詞「ところが」に注意しながら対比的な情景描写をとらえ、ふさわしい読み方を考えるこ

とや、説得力ある理由を挙げて自分の考えを論理的に書くことに課題がある。

②今後の学習指導のポイント

接続詞「ところが」に着目すれば前後の対比的な情景描写が鮮明になったり、文末に着目すれ

ば文体の特徴やその効果が明確になったりするものである。文学作品を読む場合には、「何が描

かれているか」といった内容の理解だけでなく、「どう描かれているか」を学習課題とし、表現

の仕方や作品全体の構成等とその効果について考えさせる学習指導を工夫しなければならない。

また、文学作品を味わう過程において、音読や朗読を意図的に取り入れていく必要がある。と

りわけ、朗読の仕方を工夫する学習では、「どのような読み方をするのか」「なぜそのような工

夫がよいのか」という点を明らかにさせることが大切である。

また、生徒の読書生活が豊かなものとなるよう、教科書の文学作品の学習だけにとどまらず、

多くの文学作品に触れさせる機会を持つようにすることも求められる。



４．具体的な学習指導例 対象学年 中・２

身に付けさせたい力 作品の展開や心情の変化に着目して、工夫して朗読する能力の育成

【指導のねらい】

・作品の展開や心情の変化をとらえ、朗読に生かすことができる。

《テキスト》 《主な学習活動》

詩『夕焼け』（吉野弘） ●それぞれで詩を音読し、テープレコーダーに録音する。

次の点に工夫させるとよい。 ●どのような読み方をすれば効果的であるかを、その理

※時間の推移とともに微妙に変化する 由とともにグループ内で指摘し合う。

「娘」の心情の表現

※時間の推移を表現するための「間」 ●互いの朗読を聞き合い、相互評価し、朗読を練り上げ

の活用 る。

●再び詩を朗読し、テープレコーダーに録音する。

●最初に収録したものと比べる。

《学習指導上の配慮など》

音読・朗読の際には、聞き手のテキストを伏せさせて聞かせるとよい。読み手の工夫点等が明

確になるとともに、読み手もテキストを持たない聞き手を意識して取り組むことになる。

対象学年 中・全

身に付けさせたい力 作品の内容や表現上の特徴をとらえ、読書生活を広げる能力の育成

【指導のねらい】

・共通の題材やテーマをもつ「絵本」を３冊選び、その作品の内容や表現上の特徴などについ

て紹介（スピーチ）することができる。

《テキスト》 《主な学習活動》

●各自で、共通の題材やテーマをもつ「絵本」を三冊準

各自が準備した、共通の題材やテーマ 備する。

をもつ「絵本」 ●それぞれの作品の内容や表現上の特徴をとらえ、共通

点や相違点などについてワークシートにまとめる。

●三冊を、どの順番でどのように紹介すればよいかにつ

いて考える。

●四人程度のグループで、「絵本」を紹介し合う。

●持ち寄った「絵本」を「朝の読書」などの時間を使っ

て互いに読み合う。

《学習指導上の配慮など》

生徒の興味や関心の高いものを選ばせたい。対象を「絵本」とすることで、複数の中から３冊

を選択することも比較的容易となり、作品の内容や表現上の特徴をとらえやすくなる。

同じような題材やテーマであっても、視点やとらえ方の違い、表現の方法等の違いがあること

に気付かせたい。



中学校 国語Ｂ ３ 複数の資料を比較しながら読む(広告カード)

１. 問題の概要

この問題は、複数の資料を読んで、資料に表れている表現の仕方の特徴やものの見方・考え方を

整理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（％）

表現の仕方の特徴をとらえる。 正答 誤答 無答

滋賀県（公立） 70.5 28.4 1.1

一 全 国（公立） 73.1 26.1 0.8

主な傾向

会話中の「五音や七音」「本文中の強烈な一文を引
用」という表現を正しくとらえられていない誤答が多
い。

調査結果分布（％）

広告カードを比較して、共通 １ 正答 誤答 無答

して書かれている情報を読み取 滋賀県（公立） 70.0 21.9 8.1

る。 全 国（公立） 73.2 20.0 6.8

二 ２ 正答 誤答 無答

滋賀県（公立） 51.2 36.8 12.0

全 国（公立） 53.9 36.1 10.0

主な傾向

「著者名」「登場人物」のように抽象化・一般化す

ることができていないものがみられる。

調査結果分布（％）

資料に表れているものの見方 正答 誤答 無答

や考え方をとらえ、伝えたい事 滋賀県（公立） 39.4 44.9 15.7

三 柄や考えを明確にして書く｡ 全 国（公立） 42.6 45.0 12.4

主な傾向

広告カードに「加えてほしい視点」が何を指すもの

なのかを十分にとらえられていない誤答が多い。また、

無答も多い。

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

複数の資料の情報を見比べて判断したり、伝えたい事柄や考えを明確にして書いたりすること

に課題があることがうかがえる。また、内容など具体的に読み取ることはできても、それらを抽

象化した情報に直すことにも課題がある。

日頃の学習活動において、いわゆる「非連続型テキスト」に不慣れであったり、複数の情報を

比較し判断する機会が不十分であったりするものと考えられる。

②今後の学習指導のポイント

複数の資料を比較して、共通点や相違点を整理したうえで自分の考えを発表させるなど、情報

を整理・吟味し、目的に応じて活用させる学習指導が必要である。

また、実践的な言語活動を通して、社会生活の中で果たす言葉の役割を意識させることが大切

である。



４. 具体的な学習指導例 対象学年 中・３

身に付けさせたい力 目的に応じた資料を収集し、その表現の特徴を読み取る能力の育成

【指導のねらい】

・複数の「高校紹介リーフレット」から表現の仕方やその特徴などを読み取り、自分のリーフ

レットづくりに生かすことができる。

《テキスト》 《主な学習活動》

・複数の「高校紹介リーフレット」 ●リーフレットと折り込みちらしの違いについ

・折り込みちらし て考え、リーフレットの持つ特性をとらえる。

●四人程度のグループで、複数の「高校紹介リ

ーフレット」を持ち寄り、比較検討の対象と

して取り上げる三校のリーフレットを選択す

る。

●取り上げたリーフレットについて、表現の仕

方や特徴、工夫点などをグループで話し合う。

●来年度入学する新入生に向けて、自分の中学

校を紹介するリーフレットをグループでつく

る。

《学習指導上の配慮など》

四人程度のグループで話し合う際には、付せんを活用しながら気付いた点を簡潔にメモして直

接リーフレットに貼り付けていくとよい。普段から、学習活動の中に互いに評価し合う機会を設

定し、意見を交流し合える土壌づくりに努めることが大切である。

対象学年 中・２以上

身に付けさせたい力 資料に表れているものの見方や考え方をとらえ、自分の感じたことや考

えたことを簡潔に書く能力の育成

【指導のねらい】

・四コマ漫画に表れているものの見方や考え方をとらえ、それに対して自分が感じたことや考え

たことを100字～140字で書きまとめることができる。

《テキスト》 《主な学習活動》

・四コマ漫画 ●四コマ漫画を使って、その内容を理解しなが

ら、作品に表れているものの見方や考え方を

※文章は、次のように二段落構成にさせる。 とらえる。

一段落目 ●自分が感じたことや考えたことを、二段落構

…四コマ漫画に表れているものの見方や考え 成にして100字～140字で書きまとめる。

方は何であるかを、「この漫画には」の書

き出しで書く。 ●できあがった互いの文章を四人程度の小グル

二段落目 ープで読み合い、評価し合う。

…一段落目で書いたことについて、自分はど

う感じたか、どう考えたかを書く。

《学習指導上の配慮など》

四コマ漫画もいわゆる「非連続型テキスト」の一つであり、その四コマの中に表れているもの

の見方や考え方を的確にとらえさせたい。また、取り上げる四コマ漫画は、生徒の興味・関心に

をとらえた身近な題材を扱ったものとし、複数準備して生徒に選択させたい。




