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国 語

１ 平均点の推移

年度 点数

平成元年度 ７３

平成２年度 ６５

平成３年度 ７８

平成４年度 ８２

平成５年度 ７８

平成６年度 ８５

平成７年度 ８０

平成８年度 ７５

平成９年度 ７８

平成 年度 ６７１０

平成 年度 ６２１１

平成 年度 ７３１２

平成 年度 ６８１３

平成 年度 ６３１４

平成 年度 ６８１５

国語科においては 中学校学習指導要領に基づき 話すこと・聞くこと 書くこと 読、 、「 」、「 」、「

むこと」及び〔言語事項〕の３領域１事項をできるだけバランスよく出題するとともに、国語

科の学力向上を図る上で中心となる理解力と表現力を適切に評価できるようにしている。

平成９年度以降、全体の文章量と問題数が増加したことにより、平均点に多少の変動がある

ものの、過去 年間を通してみても、僅かに低下傾向が見られるものの、常に 点以上を維15 60
持しており、国語科全体としての学力は一定水準が保たれていると考えている。

設問から評価できる特徴的な力を挙げると 「読むこと」については、文脈に即して読み取、

ったり、本文の記述や構成を踏まえて内容を理解したりする力は比較的付いており、中学校に

おいて、叙述に即し、きめ細かく読み取る指導が成果を挙げているといえる。しかし、読み取

った内容について自らの言葉で説明するなどの表現力については、指導の充実が求められる。

授業において、自分の考えをまとめて記述したり、発表したりする学習を取り入れていくこと

が必要である。漢字の読みについては、過去 年間の平均が ％を越え、漢字の書きについ15 90
ては、概ね ～ ％であり、中学校での継続的な学習など、地道な取組の成果がうかがえ60% 80
る結果となっている。

作文問題については、正答率が 前後を推移している。50%
作文問題や記述式の問題に対しては、生徒が記述する内容をもち、自分なりに解答をまとめ

て表現しようとする「意欲」が重要になる。記述する内容を充実するには、生徒の見方や考え

方を広げ、深めることが必要である。そのためには、生徒に自分の考えを確実にもたせ、生徒

同士の見方や考え方を交流する活動を充実させることが求められる。

また、生徒の生活の中から題材を開発したり、相手や目的を明確にして表現活動に取り組め

るようにすることによって、生徒の主体的な取組を通して、表現意欲が喚起されるようにした

い。
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２ 漢字の書き取りと読み

読み書き取り

平成元年度 ６１ ８７

平成２年度 ６９ ７５

平成３年度 ７５ ８７

平成４年度 ８５ ９４

平成５年度 ５８ ９８

平成６年度 ８５ ９９

平成７年度 ５７ ９８

平成８年度 ７０ ８５

平成９年度 ７７ ９６

平成 年度 ８７ ８８１０

平成 年度 ７３ ９０１１

平成 年度 ６４ ９０１２

平成 年度 ６６ ９０１３

平成 年度 ６５ ９３１４

平成 年度 ６９ ９０１５

漢字の読みについての正答率は、ほぼ ％台を維持しており、漢字の読みの力は十分に定90
着していると言える。また、漢字の書きについては、正答率は概ね ％から ％であり、平60 80
均 ％の正答率である。71
しかし、訓読の漢字の読みや同音異義語のある漢字の書きについては、正答率が下がる傾向

がみられる。これらについては、文脈の中で語句の意味について検討を加え、適切な漢字を選

択する力が必要である。日常的な練習等、ドリル学習も充実が望まれるが、文脈の中で意味を

理解させたり、同音異義語集めなどの活動を行ったりすることが必要である。併せて幅広い読

書等によって、語彙を広げていくことも望まれる。

【正答率の高い漢字】

年度 書き取り 正答率 以上 読み 正答率 以上80% 90%
平成元年度 位置( )、泳いで( ) ぜんてい( )、もと(づいて)( )、92 93 97 95

は(たし)( )97
平成２年度 鼻( )、消え( )、 たがや(す)( )、82 92 97
平成３年度 存在( )、再(び)( )、倍( ) にぎ(ら)( )、しゅんかん( )、80 83 96 96 100

うか(ぶ)( )99
平成４年度 夜( )、電話( )、役( )、 ゆ(すぶる)( )、すべ(る)( )、97 97 91 90 98

きき( )、じょうきょう( )、94 96
ぜつめつ( )94

平成５年度 乗(る)( ) めざ(め)( )、はっしん( )、89 99 97
だま(る)( )、つ(くす)( )、100 98
おおつぶ( )98

漢字の読み書きの正答率推移
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平成６年度 確(かめ)( )、裏( )、 にんしき( )、そ(う)( )、まさつ( )、84 86 97 99 99
呼(ぶ)( )、痛(い)( ) れいせい( )、はな(れ)( )93 86 99 99

平成７年度 判断( )、価値( ) さんこう( )、ま(きつく)( )、82 82 99 99
はず(す)( )、はれつ( )、わ(れる)( )97 96 99

平成８年度 好(む)( )、側(ｶﾞﾜ)( ) もうふぶき( )、にゅうか( )、87 92 93 94
のうしゅく( )、こご(える)( )93 93

平成９年度 祖父( )、忘(れ)( )、息( ) かんたん( )、はず(む)( )、84 95 85 99 95
姿( ) ししょう( )、むだ( )、かよ(う)( )88 93 99 95

平成 年度 約束( )、燃(え)( )、呼吸( ) いだい( )、かくめい( )、１０ 89 81 88 97 98
熱( )、胸( ) ふく(らむ)( )、91 85 93

平成 年度 連想( ) よゆう( )、はげ(ます)( )１１ 85 99 97
平成 年度 浮(かぶ)( )、必(ず)( ) いっせい( )、おお(う)( )、１２ 88 82 95 92

うわめ( )、しがい( )( )98 93市街

平成 年度 旅( ) やまはだ( )、すいじ( )、１３ 81 94 92
ゆうわく( )、けんめい( )98 99

平成 年度 結果( ) こうふん( )、あば(れ)( )、１４ 91 98 99
きんちょう( )99

平成 年度 秘密( ) ひか(えて)( )、こどう( )１５ 83 95 97

【正答率の低い漢字 （空欄は該当なし）】

年度 書き取り 正答率 以下 読み 正答率 以下50% 70%
平成元年度 埋もれ( )隠れ( ) じょきょ(除去)( )37 22 59
平成２年度 講義( ) とうばつ(討伐)( )いつわ(逸話) ( )4 69 48
平成３年度 評価( ) そらし(反らし)( )49 59
平成４年度

平成５年度 要領( )18
平成６年度

平成７年度 和む( )構え( )質素( )43 30 47
平成８年度 含め( ) さえぎる(遮る)( )49 54
平成９年度 外洋( )33
平成 年度１０

平成 年度 刺激( )１１ 46
平成 年度 保証( )１２ 21
平成 年度 創造( ) はさむ(挟む)( )１３ 49 68
平成 年度 健全( )１４ 30
平成 年度１５
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３ 作文問題

正答率年度

平成９年度 ６２

平成 年度 ４０１０

平成 年度 ４７１１

平成 年度 ５０１２

平成 年度 ３７１３

平成 年度 ４３１４

平成 年度 ４０１５

作文問題はテーマに基づいて自らの体験や見聞きした具体的な事実と結びつけて、自らの考

えを記述する力をみる設問である。生徒の記述を分析してみると、設問で求められた具体的な

体験や事実を挙げることと、テーマに関する自分の考えを書くことはできており、事例と意見

を書き分ける力はついているといえる。平成９年度からの正答率は概ね ％前後を推移して50
おり、テーマの違いによる影響はあるものの、全体としては大きな変化はない。

さらに、説得力のある記述にするためには、事例と意見に一貫性が必要である。説明文や論

説文の読み取りの授業において、文章の中心の部分と付加的な部分、事実と意見がどのように

書かれているかを学習し、その形式や構成を使って表現する学習を充実させることが必要であ

る。また、意欲的に表現できるよう、生徒の生活の中から題材を開発したり、相手や目的を明

確にして表現活動に取り組めるようにしたりすることが求められる。

記述内容を高めるには、生徒の見方や考え方を深めることが必要である。授業の中で、生徒

同士の考え方を交流させる場を作ることも一案である。また、日ごろの体験や読書量の差が大

きく反映する部分であるので、積極的に体験活動や読書活動に取り組むことが期待される。

表現の仕方に工夫が見られ、個性が伝わる文章が書けるようになるためには、日ごろから多

様な見方や考え方に触れさせるとともに、自分の考えを書いたり発表したりする機会を充実さ

せ、書き慣れ、話し慣れることが重要である。

【作文のテーマ】

年度 テ ー マ 字 数 制 限

平成９年度 年賀状を出すことに賛成か反対か。 字以上、 字以内120 160
平成 年度 外来語の使用について、是か非か。 字以上、 字以内１０ 120 200
平成 年度 グラフを見て気づいたことや考えたことを自分 字以上、 字以内１１ 120 200

の日常生活での体験を交えて書け。

平成 年度 ｢敬語 「略語 「方言」からテーマを選び、 字以上、 字以内１２ 」、 」、 120 200
考えを書く。

平成 年度 マスメディアを利用するにあたって注意しなけ 字以上、 字以内１３ 120 200
ればならないこと。

平成 年度 これからの社会の中で、私たち一人一人が大切 字以上、 字以内１５ 140 200
にしなければならないこと。
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４ 記述して答える問題

（１）文学的文章における記述式の設問

年度 正答率

平成９年度 ７８

平成 年度 ６３１０

平成 年度 ４２１１

平成 年度 ６１１２

平成 年度 ６２１３

文学的文章における記述式の設問は、本文を丁寧に読み進め、主人公の心理など問われてい

ることを的確に読み取った上で、条件に合わせて記述する力をみるもので、文章の難易、設問

の条件や記述量の多寡で差異がみられるものの、ほぼ ％台の正答率で安定している。60
記述内容を分析してみると、設問の答えとなる個所を見つけることができており、登場人物

の心情や行動の理由などを読み取る力はついているといえる。一方、設問の条件に合わせて記

述を始めるが、決められた字数を越えてしまったり、字数が足らなかったりすることがみられ

る。これは、一部分の言葉だけで理解して全体を読まなかったり、単なる印象で解答を作成し

たりして、設問の条件に合わなくなるからである。

日頃の学習においては、一つの表現から登場人物の心情を読み取ることを大切にしながら、

場面全体を読み、同じような心情を表す表現に着目させることが必要である。また、いくつか

の表現をまとめて、心情の移り変わりを記述させる活動を設定するなど、自分の言葉で表現す

る学習に一層力を入れることが望まれる。

五十個も積むうちに、蛸の入っている壺とそうでないのとが分か平成９年度 一 問五

とあるが、どのようなことから「五十個も積むうちに、ってきた

蛸の入っている壺とそうでないのとが分かってきた」のか。本文中

のことばを使って、十五字以内でまとめて書きなさい。

平成 年度 一 問九 とあるが 「平泳ぎで渡り始めた」耕次１０ そこは……渡り始めた 、

は、向こう岸について、最後にはどのような心情で満たされたか。

二十五字以上三十字以内でまとめて書きなさい。ただし､｢江戸川｣

ということばを使うこと。

平成 年度 一 問五 とあるが 「微笑 「強情」とは、この場面ではそ１１ 微笑と強情 、 」、

れぞれだれがどのようにすることか。本文中のことばを使って 「微、

笑」は三十五字以内で 「強情」は二十五字以内でそれぞれまとめ、

て書きなさい。

平成 年度 一 問四 とあるが、耕作が小学校時代にどのような１２ 耕作にはよく分かる

体験をしたからよくわかるのか。本文中のことばを使って五十字以

内でまとめて書きなさい。

平成 年度 一 問四 とあるが、保夫が焦りだしたのはなぜか。節１３ 保夫は焦りだした

子と保夫の枯れ枝集めの状況を対比して、四十字以内でまとめて書

きなさい。

正答率の推移
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（２）評論的文章における記述式の設問

年度 正答率

平成９年度 ４０

平成 年度 ５４１０

平成 年度 ５１１１

平成 年度 ─１２

平成 年度 ３５１３

平成 年度 ―１４

平成 年度 ６７１５

評論的文章における記述式の設問では、適切な言葉を組み合わせて筆者の考えなどを要約し

て表現する力をみるものである。

記述内容を分析してみると、文学的文章の記述問題と同様、設問の答えとなる個所を見付け

るなど、筆者の考えの中心を読み取る力は身についているが、キーワードを活用してその内容

を条件の字数以内にまとめるなどの要約する力については課題がある。

評論的文章の場合、文学的文章以上に本文の展開をおさえて読み取ることが必要になってく

る。筆者の考えを選択肢から選ぶ設問と、記述して解答する設問の正答率に差があることを考

えると、日ごろの授業における、段落相互の関係など文章の組立てに即して読み取り、筆者の

考えを読み取る学習の成果はあらわれているといえる。

さらに、自らの言葉で説明するという表現力の育成には、指導の充実が望まれる。例えば、

筆者の考えをあらわすキーワードを選び出し、それをもとに短文づくりを行う学習などを取り

入れ、筆者の考えを短く要約する力を身に付けさせたい。

平成９年度 二 問四 とあるが 「その気今述べたような状況……表面化してくるのだ 、

持ちが表面化してくる」のは、どのような状況の下でか。三十字以内

でまとめて書きなさい。

平成 年度 二 問四 とあるが （一 「日本の絵画、とく１０ 西欧画なら未完成品である 、 ）

」 「 」に水彩画など の多くはどのような点が 西欧画なら未完成品である

と筆者は述べているか。十字以上十五字以内でまとめて書きなさい。

（二 「日本の絵画、とくに水彩画など」の多くが「西欧画なら未完）

成品である」というのは、絵に対する西欧のどのような考え方による

ものと筆者は述べているか。二十五字以上三十字以内でまとめて書き

なさいただし、それぞれ「 」内のことばを使って書くこと。

平成 年度 二 問六 人間が「育つ」ことについて、筆者は身体と精神とを比べてどのよ１１

うであると述べているか 「 」内のことばを使い、三十五字以内。

でまとめて書きなさい。

平成 年度 二 問三 とあるが、どのようなことが「皮肉なこと」なのか。１３ 皮肉なこと

人間の精神面について 〈 〉内のことばを使って、六十字以内で、

まとめて書きなさい。

平成 年度 二 問三 とあるが、どのようなことの原因をさしているのか。本１５ この原因

文中の言葉を使って、六十字以内でまとめて書きなさい。ただし、

「 」という書き出しに続けること。

正答率の推移
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５ 比喩表現を答える

年度 正答率 設問の種類

平成９年度 ９０ 擬人法

平成 年度 ─１０

平成 年度 ６８ 擬音語発見１１

平成 年度 ─１２

平成 年度 ─１３

豊かな文章表現を味わう力の一つとして、比喩表現などの修辞法に着目できることが求めら

。 、 。れる これらの表現を自分の表現に生かすことによって より豊かな文章にすることができる

正答率からうかがえるように、概ね良好である。読解の授業でこうした比喩表現や擬人法な

どの表現に着目させるとともに、それらの表現を使って文章を作る学習を行うことによって、

生徒の表現を豊かにさせたい。

平成９年度 一 問四 とあるが、この部分で用いられている表現技巧ブイが踊っている

を何というか。 ～ から選び、符号で書きなさい。ア エ

倒置法 体言止め 擬人法 擬音語ア イ ウ エ

平成 年度 一 問三 擬音語を本文中の〈 〉内から二つ抜き出して書きなさい。１１

６ 修飾関係を把握する問題

年度 正答率

平成９年度 ７４

平成 年度 ６７１０

平成 年度 ─１１

平成 年度 ─１２

平成 年度 ８１１３

文節の係り受けは、文章読解のための基礎的な力であり、中学１年生で学習する。正答率

は概ね ％～ ％と、大きな変化は見られず、良好な結果であると言える。70 90
中学校において、教科書の小単元やプリント学習など取り立てた授業がなされ、確実に力が

育成されていることが分かる。

すでに ア平成９年度 一 問七 は、どの言葉を直接修飾しているか。適切な言葉を、

～ から選び、符号で書きなさい。エ

二本目の ロープを 船縁まで 手繰り寄せているア イ ウ エ

平成 年度 一 問三 は、それぞれどの言葉を直接修飾して１０ 炎の中に、つかまったまま

いるか。適切な言葉を、 ～ から選び、符号で書きなさい。ア オ

くるりくるりと みごとに 回転してみせるア イ ウ

姿が 浮かぶとエ オ

夜遅く ア平成 年度 二 問五 は、どの言葉を直接修飾しているか。適切な言葉を、１３

～ から選び、符号で書きなさい。エ

都心の 高層ビルを 見上げてみると いいア イ ウ エ
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７ 語句・慣用表現の意味を問う問題

年度 正答率

平成９年度 ９６

平成 年度 ９６１０

平成 年度 ９１１１

平成 年度 ７６１２

平成 年度 ─１３

読解や表現の基礎となる語句・慣用表現の意味を問う設問は、選択肢から選ぶ問題であるこ

ともあり、一貫して高い正答率を記録している。日ごろの学習において、文脈の中で理解させ

る学習や、言葉集め等の学習により、多様な語句を獲得する指導が成果を挙げている結果であ

ろう。今後も、慣用句、類義語と対義語、同音異義語や多義的な意味を表す語句の意味や用法

に注意できるよう、文脈の中で意味を確認したり、様々な言葉を集め、それを種類別に整理し

たりする活動を充実させていきたい。

平成９年度 一 問三 の意味として適切なものを、 ～ から選び、符号で耳を疑った ア エ

書きなさい。

聞いたことが信じられなかった 聞こえないふりをしたア イ

あえて聞かないようにした 聞くことがつらかったウ エ

平成 年度 二 問三 の意味として最も適切なものを、 ～ から選び、符号で書１０ 矛盾 ア エ

きなさい。

思いがけないこと 筋道が立っていることア イ

昔からいわれていること つじつまの合わないことウ エ

平成 年度 一 問六 の意味として最も適切なものを、 ～ から選び、符号で書１１ 丹念 ア エ

きなさい。

気を抜いて、粗雑にすること 注意深く、まごころを込めてア イ

行うこと くじけずに、しんぼう強く続けることウ

急いで、おおまかに仕上げることエ

平成 年度 二 問二 の意味として最も適切なものを、 ～ から選び、符１２ きめかねる ア エ

号で書きなさい。

きめることがむずかしい きめることができるア イ

きめてはいけない きめるにちがいないウ エ
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８ 文章の組立て・筋道

接続詞・副詞を文中に補充する問題＞＜

年度 正答率

平成９年度 ９６

平成 年度 ８９１０

平成 年度 ─１１

平成 年度 ─１２

平成 年度 ９９１３

文と文の関係、あるいは段落相互の関係を正確に把握して読み取ることは、特に論理的な文

章を理解する上で重要な力である。この力を本文中の空欄に、適切な接続詞または副詞を選ん

で入れる設問でみようとした。どの年度も ％～ ％と、非常に高い正答率で、平均点の低80 90
下は見られない。日ごろの説明文の指導において、文と文との接続関係や段落相互の関係をお

さえて読み取る学習が行われ、確実な定着が図られていることの成果である。

平成９年度 二 問二 Ⅰ に入る適切なことばを、 ～ から選んで、符号で書きなさア エ

い。

たとえ 決して ただ もしア イ ウ エ

平成 年度 二 問二 に入る最も適切なことばを、 ～ から選び、符号で書きな１０ ア エ

さい。

なぜなら および しかし それともア イ ウ エ

、 、 、平成 年度 二 問二 Ⅰ Ⅱ のそれぞれに入る適切な言葉を ～ から選び１３ ア オ

符号で書きなさい。

たとえば そして さて または だがア イ ウ エ オ

９ 文学的文章における理由を選択肢から選ぶ問題

年度 正答率

平成９年度 ９５

平成 年度 ─１０

平成 年度 ７８１１

平成 年度 ９４１２

平成 年度 ─１３

登場人物の心理を読み取る上で、雰囲気や印象で漠然と解釈してしまうのでなく、本文の叙

述に即して、本文の言葉を根拠に理解していくことが重要である。正答率からみると、叙述に

即して読むという文学的文章の基本的な学習について、日ごろから丁寧に指導がなされている

ことが分かる。
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平成９年度 一 問八 とあるが、なぜ浮き立つ思いだったの智之は浮き立つ思いだった

か。適切なものを、 ～ から選び、符号で書きなさい。ア エ

船酔いが気になって、健兄ぃの手伝いができず、漁もうまくいかア

なかったから。

船酔いをしないで、健兄ぃの手伝いができ、漁もうまくいったかイ

ら。

船酔いをしないで、健兄ぃの手伝いができたが、漁はうまくいかウ

なかったから。

船酔いが気になって、健兄ぃの手伝いができなかったが、漁はうエ

まくいったから。

平成 年度 一 問七 とあるが、そ１１ 弁当なしのうそを粉々に崩さずにはいられなかった

。 、 、 。れはなぜか 最も適切なものを ～ から選び 符号で書きなさいア エ

私の弁当なしの理由を聞き出すことができたので、パンを何度もア

すすめ、私をなぐさめようとしてくれた伸子さん親子のやさしさに

感動したから。

、 、イ 私の弁当なしの理由をそのまま信じて 私のためにパンを用意し

私のことを助けてくれようとしてくれた伸子さん親子の無欲さに

感動したから。

私が弁当なしになる家庭の事情をはっきり知って、パンを何度もウ

すすめ、私の強情さを打ち砕いてくれた伸子さん親子のねばり強さ

に感動したから。

私の弁当なしには事情があると気づきながら、あえてそれを聞かエ

ないで、私のためにパンを用意してくれた伸子さん親子の思いやり

に感動したから。

、 。 、平成 年度 一 問五 とあるが それはなぜか 最も適切なものを１２ 耕作はうれしかった

～ から選び、符号で書きなさい。ア エ

はじめは反抗的な態度で弁当を食べていた精吉が、耕作の厳しいア

注意と子供たちの励ましのことばによって、穏やかな表情になった

から。

はじめは卑屈な様子で弁当を食べていた精吉が、耕作の心遣いやイ

、 。子供たちどうしのやりとりによって 晴れやかな表情になったから

はじめは対立していた子供たちが、耕作の懸命な訴えと子供たちウ

どうしの弁当の交換によって仲直りし、和やかな雰囲気になったか

ら。

はじめは耕作を嫌っていた子供たちが、耕作が強引に仲間に入りエ

一緒に弁当を食べるうちに打ち解け始め、親しく接するようになっ

たから。
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１０ 古典に関する問題

（１）古典全体の正答率

正答率

平成９年度 ８０

平成 年度 ７３１０

平成 年度 ６６１１

平成 年度 ６８１２

平成 年度 ７９１３

平成 年度 ６２１４

平成 年度 ６３１５

中学校における古典の学習の目的は、学習指導要領にあるように「古典を理解する基礎を養

い古典に親しむ態度を育てること、更に我が国の文化や伝統について関心を深めるようにする

こと 」である。また、教材に即して必要な範囲の指導が求められていることを受けて、歴史。

的仮名遣いや登場人物の見方、考え方を問うなどの古典学習の基礎的・基本的な部分について

の設問が中心である。

平成 年度・ 年度は漢文、それ以外の年度は古文からの出題であり、正答率に違いはあ１１ 13
るが、 ％以上を維持していることは、文語における言葉のきまりを理解する力や文章の内60
容や優れた表現を味わう力が付いているといえる

このことから、現代文との比較を通して、日本人特有の情緒の理解など、中学校の古典学習

の基礎的・基本的な内容の指導が行われていることが分かる。

（２）歴史的仮名遣いについて

年度 正答率

平成９年度 ８７

平成 年度 ─１０

平成 年度 ─１１

平成 年度 ８７１２

平成 年度 ９６１３

平成 年度 ９４１４

平成 年度 ８９１５

、 、古文を読解するための基礎的な力として 歴史的仮名遣いの文章を読むことが必要であるが

毎回高い正答率を上げている。中学校での学習において、現代文との比較を通して、丁寧に指

導されていることが分かる。

、 。平成９年度 三 問二 を現代仮名遣いに改め すべてを平仮名で書きなさいあはれなれ

平成 年度 三 問二 ……現代文なら Ⅲ と書き表すべきところを「おもふ」と書き１２

表す仮名遣いの違いである。

平成 年度 三 問二 現代仮名遣いに改め、すべてを平仮名で書きなさい。１３ わざはひ

平成 年度 三 問一 現代仮名遣いに改め、すべてを平仮名で書きなさい。１４ にはかに

、 。平成 年度 三 問一 現代仮名遣いに改め すべてを平仮名で書きなさい１５ かへすがへす
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