
小学校 Ｂ 主として「活用」に関する問題

小学校 国語Ｂ １ 話し合いを計画的に進める（交流計画の司会）

１. 問題の概要

この問題は、司会の役割や働きを押さえて、話し合いを計画的に進め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(%)
司会者として発言 正答 誤答 無答

者の提案を聞き、内 滋賀県（公立） 61.8 32.5 5.7

一 容を整理する。 全 国（公立） 62.9 32.2 4.9

主な傾向

①同じ時間や場所で、②多人数で遊べるという二つの条件のい

ずれも満たさない解答が多い。

調査結果分布(%)
司会者として発言 正答 誤答 無答

者の意見や提案を受 滋賀県（公立） 78.8 13.0 8.2

二 け止め、出席者が納 全 国（公立） 79.0 14.1 6.9

得いくように進行す 主な傾向

る。 司会者の進め方の良いところではなく、言葉遣いの丁寧さやみ

んなが意見を出し合っていることなどを解答している誤答が多

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

司会者として、発言された提案や意見を整理し、要約しながら話し合いを進めることの理解が

不十分である児童が多いことが分かる。これは、司会者となって、発言された意見や提案などを

整理したり合意を得たりしながら話し合いを進めるという経験自体が少ないことが原因ではない

かと考えられる。

②今後の学習指導のポイント

司会の役割や働きを押さえて、話し合いを計画的に進める能力を育むためには、児童それぞれ

が、様々な場面で司会者となる経験を繰り返し積むように配慮することが大切である。その際、

四人程度の小集団から、学級、そして学年・学校へと、発達段階に応じて場の設定を工夫する必

要がある。また、互いの司会ぶりを振り返らせ、よりよく改善させる場面を意識的に持ち、司会

の能力を高めていく指導も必要である。

また、司会の役割を果たすためには、聞く力を高めることが重要である。話し合いにおける聞

く力を高めるには、自分の意見との相違点や共通点などを聞き分けたり、全体と部分、事実と意

見との関係に着目して聞いたりすることの指導を工夫しなければならない。



４. 具体的な学習指導例 対象学年 小・中高学年

身に付けさせたい力 意見の相違点や共通点などを聞き分ける能力の育成

【指導のねらい】

・文学作品における人物像等について、小集団で話し合う活動を通して、話し手の意図をとら

え、自分の考えと比較しながら話の内容を聞き取ることができる。

・話し合いの場で、話の組み立てを工夫し、整理しながら話すことができる。

《テキスト》 《主な学習活動》

「ごんぎつね」「注文の多い料理店」など文学作品 ●小グループ（四人程度）ごとに司会役をお

＜例＞ 「注文の多い料理店」 き、話し合いを進める。

初めと終わりで、 二人の紳士が変わったのか、 ●司会は、どちらの意見が、なにを根拠に出

変わっていないのかを話し合おう されているかを整理しながら進行する。

○グループでの話し合いの進め方 ●発言者は、相違点や共通点などをはっきり

①司会を中心に、何について話し合うかを確か させて発言する。

め合う。 ●話し合いの中間点で、司会がここまでの議

②それぞれの意見を、理由や根拠とともに出し 論を整理し、グループのメンバーに提示す

合う。（中間点で司会が議論を整理する。） る。（→論点を絞り込ませるとよい。）

③司会が意見を整理してまとめる。 ●話し合われた内容を学級全体で交流する。

《学習指導上の配慮など》

・話し合いにはいる前段階で、各自が自分の考えをもてるよう配慮する。

・司会は輪番制などにして、全員が経験できるようにする。

対象学年 小・高学年

身に付けさせたい力 論理的に聞く能力の育成

【指導のねらい】

・発言者が何を根拠に意見を述べているかや、お互いの意見の相違点や共通点を聞き分けながら、

論理的に聞くことができる。

《テキスト》 《主な学習活動》

●ＶＴＲを視聴する前に、一番説得力のある

討論会（ディベート）のＶＴＲ 発言をしていた人物はだれであるかを指摘

（自分たちが実施したものを収録したものや できるようにすることを確かめる。

前年度等に実施したものを教材化したもの） ●ＶＴＲを視聴する。

●一番説得力のある発言をしていた人物につ

いてその理由とともに交流し合う。

●今度は、発言者の発言内容の相互関係を図

に表すことを目標に、再度ＶＴＲを視聴す

る。

●発言者相互の意見の相違点や共通点を図に

表してまとめる。

●できあがった図を交流して確かめ合う。

《学習指導上の配慮など》

・視聴するＶＴＲは、５～10分程度のものとし、それぞれの発言内容を十分に吟味できるも

のとする。

・発言内容の相互関係を図にさせる際には、あらかじめＶＴＲに登場する人物をワークシー

ト等で示しておくとよい。



小学校 国語Ｂ ２ 新聞記事を書く（環境問題）

１. 問題の概要

この問題は、身近なごみ問題について考えるために、複数の資料（説明文とグラフ）を調べて新

聞記事に書く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（％）

文章とグラフにまとめられた事 正答 誤答 無答

一 実を関係付けて読む。 滋賀県（公立） 60.7 36.1 3.2

全 国（公立） 60.8 37.0 2.2

主な傾向

アジアの中での順位を解答している誤答が多い。

調査結果分布（％）

取り上げた事実が、どのような 正答 誤答 無答

理由で述べられているかについて 滋賀県（公立） 41.3 54.0 4.7

二 的確に読み、その理由を要約する。 全 国（公立） 45.4 50.6 4.0

主な傾向

二つある理由のうち、一つしか満たしていない解

答が多い。

調査結果分布（％）

情報の中から必要な事柄を取り 正答 誤答 無答

三 出し、新聞の一部に注意点として 滋賀県（公立） 48.3 37.0 14.7

(１) 書き換える。 全 国（公立） 49.0 39.5 11.5

主な傾向

二つの条件のうち、一つしか満たしていない解答

が多い。また、無答も多くなっている。

調査結果分布（％）

自分の考えを決められた字数 正答 誤答 無答

三 で、記事として具体的に提案する。 滋賀県（公立） 71.7 15.0 13.3

(２) 全 国（公立） 75.2 14.4 10.4

主な傾向

相当数の児童ができているものの、無答も多くな

っている。

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

理由となる事実をとらえ、要約して書くことや、文章の内容を単に取り出すのではなく、目的

や条件に応じて書き換えることに課題があることが分かる。

また、設問三（１）（２）においては、無解答率が高いことから、分量や時間に応じた記述力

に課題があることがうかがえる。

②今後の学習指導のポイント

目的や課題に応じて情報を取り出し、条件に応じて的確に書かせる学習指導が必要である。と

りわけ、分量などに応じて、詳しく書いたり簡潔に書いたりする言語活動を充実させ、時間内に

書き上げさせる指導が求められる。また、複数の資料を関連付けて読ませる指導も重要である。



４. 具体的な学習指導例 対象学年 小・３

身に付けさせたい力 必要な情報を取り出し、条件にあう書き方で書き換える能力の育成

【指導のねらい】

・「資源回収のお願い」の放送原稿を読み、書かれている内容を箇条書きなどによって簡潔に書

き表した「ちらし」に書き換えることができる。

《テキスト》 《主な学習活動》

資源回収の放送用の文章 ●資源回収の放送用の文章を読み、内容を確か

める。

●「ちらし」のもつ特性を確認し、掲載すべき

内容に線を引く。

●Ａ４判１枚で、実際にちらしを作る。

●作ったちらしを交流し、見たときのわかりや

すさなどの観点から評価し合う。

・掲載内容の確かさ

・箇条書きの効果や見出しの効果

《学習指導上の配慮など》

簡潔に書き表すことを最も重視するが、大事な内容が漏れないないように気を付けさせる。

対象学年 小・５

身に付けさせたい力 複数の資料を関連付けて読む能力の育成

【指導のねらい】

・複数の資料（米飯給食の推進状況グラフと米粉パンの説明文）から、事実として分かること

を読み取り、自分たちの給食についての状況がどのようになりつつあるのかについて考えを

深めることができる。

《テキスト》 《主な学習活動》

資料１米飯給食の推進状況グラフ 資料２ ●資料１や資料２からから読みとれることについて

（農林水産省「知っていますか？私たち 米粉パンの説明文 確かめ合う。

の朝ごはん！」Ｈ16年度版より） ●読み取ったことをもとに、自分たちの給食に

ついての状況がどのようになりつつあるのか

について話し合う。

●資料１や資料２の他に、自分たちの給食につ

いての状況をとらえることのできる資料はな

いか探してみる。

●資料を持ち寄り、「食」をテーマにして意見

を交流し、意見文にまとめる。

《学習指導上の配慮など》

米飯給食の実施校は100％に近いのに、実施回数がそれほど多くないことから、完全には米飯給

食が普及していないことを読み取らせる。また、自分たちの給食と比較したり、「食」についての

自分の考えを積極的に交流させることで、終末の意見文が確かなものになるようにさせる。

米粒を小麦粉並の

細かい粒に加工して

パン類やめん類製品

が製造できるように

なった。なかでも米

粉パンが普及しつつ

ある中で、学校給食

へ導入する動きも広

がってきた。（以下略）

資源回収についてのお願いを言

います。当日朝、８時３０分まで

に、玄関先に出しておいてくださ

い。小雨でもおこないます。

回収する品物は、アルミ缶、ビ

ール瓶、一升瓶、毛布だけです。

アルミ缶はつぶしてください。ま

た、一升瓶は、清酒の瓶だけとし

ます。毛布はひもでくくって出し

てください。

よろしくお願いします。

・10月６日（土）

（小雨決行）

・８時30分までに出す

・回収する品物

・アルミかん

（つぶしておく）

・いっしょうびん

（お酒のびんだけ）

・ビールびん

・毛布（くくって出す）



小学校 国語Ｂ ３ 比べて読む（二人の感想文）

１. 問題の概要

この問題は、二つの文章を比べて読み、共通する書き方の良さや工夫を評価し、自分の考えとし

てまとめ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

出 題 の 趣 旨 調 査 結 果

調査結果分布（％）

二つの文章を比べて読み、共 正答 誤答 無答

通する書き方の良さや工夫を評 滋賀県（公立） 52.4 31.2 16.4

価し、自分の考えとしてまとめ 全 国（公立） 55.9 30.9 13.2

る。

正答 誤答 無答

滋賀県（公立） 51.2 27.3 21.5

全 国（公立） 54.9 27.6 17.5

主な傾向

二人に共通する書き方の良いところを二つ見つけて記述

することに課題がある。無答率が高い。

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

読書感想文に必要な要素を押さえ、二人に共通する書き方の良いところを把握し、評価できた

児童は約半数程度である。

誤答としては、「しっかり書けている」のように抽象的に評価したり、二つの感想文に対する

自分の感想を記述したりするなど、求められた条件に応じていない解答がみられた。

また、無答率が高く、自分の考えとしてまとめあぐねている姿がうかがえる。

②今後の学習指導のポイント

読む力を高めるために、複数の文章や資料を比べて読むことや評価しながら読む言語活動を充

実させることが大切である。その際、観点を設定させ、その観点に沿って吟味させ、気付いたこ

とや考えたことを簡潔にまとめさせるなどの指導が必要である。

また、文学的な文章や説明的な文章の他に、新聞、雑誌、ラジオやテレビの番組、映画、ビデ

オなどの多様な文章や資料を読む機会を意図的に設け、それぞれの様式やその特徴をとらえさせ

る指導も大切である。

また、自分の考えを明確にしながら読むためには、作者や筆者が述べたいことや論の展開、文

章表現の特徴や工夫などを理解しながら読みを深めることが重要である。そして、お互いの考え

を交流する場を設定するなど、自分の意見や考えが深まるような指導の手立てを講じるようにす

ることが求められる。



４. 具体的な学習指導例 対象学年 小・高学年

身に付けさせたい力 評価しながら読む能力の育成

【指導のねらい】

・書き表し方の異なる複数の報告文を読み、論の進め方の特徴や資料提示の効果について考え

ることができる。

《テキスト》 《主な学習活動》

書き表し方の異なる複数の調査報告文 ●論の進め方や資料提示の異なる複

（論の進め方だけでなく、下のようにグラフや図表など 数の報告文を読み比べ、それぞれ

の資料提示のしかたの異なるものがよい。） の違いをノートに書き出す。

●読み比べたとき観点を学級で交流

し、その観点にしたがって対照表

を完成させる。

●自分の表現活動に活かせそうな点

を交流し合う。

《学習指導上の配慮など》

書き表し方の異なる複数の報告文は、児童の実態に応じて難易度に配慮する必要がある。とり

わけ、教材として児童に示す際は、一目で見比べられるようにそれぞれ１枚の学習シートにまと

めておく必要がある。

対象学年 小・５

身に付けさせたい力 複数の資料を比べて読み、自分の考えを書きまとめる能力の育成

【指導のねらい】

・同じ事柄を取り上げた複数の新聞記事をもとに、共通する部分と違っている部分を読みとり、

自分の意見や考えを書きまとめることができる。

《テキスト》 《主な学習活動》

同じ事柄を取り上げた新聞記事 ●同じ事柄を取り上げた複数の新聞記事を読

例：東京の水族館に珊瑚礁を再現するという記事 み比べ、共通する部分と違っている部分を

○○新聞の記事 ◇◇新聞の記事 見つけ、線を引く。

より多くの人々に 絶滅が危ぶまれて ●見つけた共通する部分と違っている部分を

珊瑚礁の実態を伝 いる珊瑚礁を、海か 発表し合う。

え、自然環境の保護 ら移動させることは ●自分の考えは、どの記事内容に近いかを確

を訴えるよい取り組 問題である。自然の かめ、自分の意見をその根拠とともに書き

みである。今後も各 状態でこそ珊瑚は保 まとめる。

地で取り組むべき… 護すべきである。… ●書いたものを交流し合う。

《学習指導上の配慮など》

複数の新聞記事を準備する際には、児童の興味や関心が高く、また比較的読みやすい記事がふ

さわしい。また、意見を述べた記事でなくとも、びわ湖大花火大会の記事のように、どういう視

点から事象をとらえたかに差の生ずるような記事をテキストとするのもよい。



小学校 国語Ｂ ４ 情報を読み取る（お客様感謝セールのちらし）

１. 問題の概要

この問題は、広告の情報を的確にとらえたり、適切な敬意表現に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（％）
広告の情報を的確に読み取り、 正答 誤答 無答

正しく説明する。 滋賀県（公立） 61.4 29.8 8.8
一 全 国（公立） 62.8 30.5 6.7

主な傾向

土曜日と日曜日のセールではあるが、それを「毎週」

するものと読み違えている誤答が多い。

調査結果分布（％）
客に対する勧誘の表現や敬意表 正答 誤答 無答

現を適切に用いる。 滋賀県（公立） 74.8 13.2 12.0
二 全 国（公立） 77.0 13.6 9.4

主な傾向

相当数の児童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

設問一では、「毎週土曜日と日曜日に行われる」を選んだものが、誤答の中では最も多かった。

情報として示されていないのに「毎週セールする」と読み違えている。また、「100名様限定プレ

ゼント」であることが正しい情報であるのに、「全員」が対象であると読み違えており、情報に

含まれる限定された事実を認識し、それを説明する内容と関係付けて読み取ることに課題がある。

設問二では、広告という目的意識や客という相手意識をもち、勧誘及び敬意表現の二つが必要

であることの理解が不十分であるといえる。

②今後の学習指導のポイント

実生活の中で目にする機会が多いちらし・パンフレット・ポスター・カタログなど、図表やグラフ

などを含めてレイアウトされた文章や資料を取り上げ、数値や重要な語句などを細部にわたって

注意深くかつ的確に読み取る指導が必要である。

敬語については、相手と自分との関係、場の状況等を考え、それに応じた敬語を使い分けさせ

る指導が必要である。日常生活において、身近な大人との接し方や話し方についても機会をとら

えて指導していくことが求められる。



４. 具体的な学習指導例 対象学年 小・４

身に付けさせたい力 複数の図表を的確に理解し、必要な情報を選択する能力の育成

【指導のねらい】

・形式の違う複数の図表から、必要な情報を注意深くかつ的確に読み取り、行程図に表すことが

できる。

《テキスト》時刻表、運賃表、行動予定の文章 《主な学習活動》

●大津のおばさんの家に10時までに行くに

は、彦根の自宅を何時に出発すればよいか

について、電車やバスの時刻表や行動予定

の文章を手がかりに考える。

●自宅からおばさんの家までの簡単な行程図

を完成する。

●できあがった行程図を交流し合う。

《学習指導上の配慮など》

複数の情報を関連付けさせて、自分にとって必要な情報を取り出させたい。行程図に表す際に

は、所要時間や運賃等の情報についても書き込ませ、分かりやすい行程図に仕上げさせたい。

対象学年 小・６

身に付けさせたい力 相手と自分との関係をとらえ、適切な敬語を活用する能力の育成

【指導のねらい】

・相手と自分との関係をとらえ、適切な敬語でメッセージカードを書くことができる。

《テキスト》 《主な学習活動》

メッセージカード ●上記の学習指導例に示している状況（大津

大津のおばさんへ のおばさんの家をたずねる）を確かめ合う。

●おばさんの家をたずねる前に、メッセー

今度の日曜日に ！ ジカードをおばさんに送るという設定で、

左に示すカーﾄﾞを作成することを確かめ

おいしいケーキの作り方を教えてくれると聞いて る。

とても楽しみにしています。 ●メッセージカードの をうめながら完

おじさんと一緒に北海道旅行へ と 成させる。

きの写真も 。 ●できあがったカードを交流し、適切な表現

を確認し合う。

○○○より

《学習指導上の配慮など》

相手（ここではおばさん）を意識させ、「行く」の尊敬表現や謙譲表現、「見る」の謙譲表現

などを適切に用いさせたい。

彦根の自宅から
大津の叔母さんの
家まで 10時までに
行く約束をしまし
た。彦根駅までは
歩いて 20分です。
大津駅からはバ

スで 10分かかりま
す。そこからすぐ
の所に叔母さんの
家はあります。バ
ス代は子ども 110
円です。

電車の時刻表

彦根 能登川 大津 京都

8:10 8:19 8:48 8:58
8:56 9:05 9:34 9:43
9:27 9:36 10:08 10:18

大津駅のバス時刻表

時 分

７ ５ 2 0 4 0
８ ５ 2 0 4 0
９ ５ 2 0 4 0
10 ５ 2 0 4 0

彦根駅からの運賃表

子どもは大人の半額

能登川 ２４０円

近江八幡 ４００円

草津 ６６０円

大津 ９６０円

京都 １１１０円






