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英 語

１ 平均点の推移

年度 点数

平成元年度 ６２

平成２年度 ６５

平成３年度 ７５

平成４年度 ７１

平成５年度 ６９

平成６年度 ６５

平成７年度 ６４

平成８年度 ６０

平成９年度 ６１

平成 年度 ５５10
平成 年度 ５４11
平成 年度 ５９12
平成 年度 ５９13
平成 年度 ６７14
平成 年度 ６２15

英語の授業では、単に英語の文法規則や語彙などについての知識をもっているというだけで

なく、コミュニケーションを目的として英語を運用することができる能力の基礎を養うことが

求められている。よって学力検査においても、情報や相手の意向などを理解したり自分の考え

などを表現したりする実践的コミュニケーション能力をみる問題の比重が、年々高くなってい

る。

例えば、表現する力をみるための「書くこと」に関する問題については、平成元年度には、

単語の並べ替えなどにより文法規則についての知識を問う問題が出題されていたが、平成５年

度以降、話し手の意向を適切に表現する英文を書く問題が出題されている。また平成９年度以

降は、絵を手がかりにストーリーを自分で想像して書く問題や自分の立場で手紙の返事を書く

問題が出題されている。

以上のように、学力検査においては、言語材料についての知識・理解を問う問題から、自分

の気持ちや考えを表現する力をみる問題にいたるまで、多様な問題が出題されているが、平均

点は常に 点程度を保ち続けており、どの年度においても安定した力が発揮されている。60
このことから、言語材料についての知識・理解も含め、自分や相手の意向や考えなどのメッ

セージや意味内容を伝え合うことができるコミュニケーション能力を中心とする学力が、着実

に身に付いていると考えられる。

、 、 、今後も 自分の考えや気持ち 簡単な情報等を表現したり伝え合ったりする言語活動により

コミュニケーション能力を育成する指導の充実を図り、単語の意味や文法などの言語材料につ

いての知識・理解のみにとどまらず、理解・表現の能力など実践的コミュニケーション能力の

観点から学力を付けていく方向を大切にしていきたい。
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２ 「聞くこと」の力をみる問題

「聞くこと」の力をみる問題については、各年度とも「初歩的な英

語を聞いて話し手の意向などを理解する力をみる」という出題の意図

のもと様々な形式で出題されており、以下のように、一定の期間ごと

にその出題の形式は異なっている。

・グラフの の期間＝ 平成元年度～５年度Ａ

会話の場面を表す適切な絵を選択する問題

・グラフの の期間＝ 平成６年度～ 年度Ｂ 11
会話文の内容に基づいたストレートな質問に対して正答を選択す

る問題

・グラフの の期間＝ 平成 年度～ 年度Ｃ 12 15
ある程度まとまりがある会話文の内容を把握した上で、日本語の

質問に対して英語の正答を選択する問題

正答率は各期間ごとに僅かながら低下している。これは、生徒の聞く力の全般的な向上に合

わせて、その到達目標を次第に高くしてきたためである。

しかし、全体としては、正答率はほぼ ％程度であり 「聞くこと」におけるコミュニケー80 、

ション能力の基礎が高い水準において育成されていると考えられる。

例えば平成 年度の問題では、恵子がイギリスへ行ったときの体験からスピーチを行い、そ15
の内容から「残念だったこと」という情報を聞き取る問題が出題されている。このような問題

の正答率は約 ％と高く、数個の情報を手がかりにしながら、大切な部分を落とさないで聞き90
取る力が身に付いていることが分かる。

このことは、中学校における音声によるコミュニケーション能力の育成に重点を置いた指導

の成果であり、自然な口調で話されたり読まれたりする英語を聞いて、具体的な内容や大切な

部分を聞き取る力など、新学習指導要領において身に付けることが期待されている力が効果的

に育成されていることがわかる。今後も、それぞれの言語の使用場面や言語の働きを意識しな

がら、自分や相手の意向を伝え合ったり、情報をやりとりする活動を充実させ、コミュニケー

ション能力を高める指導を推進していきたい。

正答率の推移

0

10
20

30
40

50

60
70

80
90

100

H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

（％)
年度 正答率

平成元年度 ９２

平成２年度 ９２

平成３年度 １００

平成４年度 ９９

平成５年度 １００

平成６年度 ８６

平成７年度 ９５

平成８年度 ８６

平成９年度 ９３

平成 年度 ９０10
平成 年度 ８１11
平成 年度 ７６12
平成 年度 ８３13
平成 年度 ７９14
平成 年度 ７９15

Ａ ＣＢ



- -46

【平成４年度の出題】

これから放送する( )～( )の会話の場面として最も適切なものを， ～ から一つずつ選1 4 ア エ

んで，その符号を書きなさい。

【平成９年度の出題】

浩( )と浩の父親が話をしています。二人の会話を聞きなさい。次に，その内容につHiroshi
いて，英語で四つの質問をします。それぞれの答えを ～ の中から一つずつ選んで，そのア エ

符号を書きなさい。

1 What day of the week is it today in this story?( ) 質問文

解答の選択肢

It's Saturday. It's Wednesday. It's Monday. It's Sunday.ア イ ウ エ

( )～( )略2 4

【平成 年度の出題】15
これから短い英文を読みます。それぞれの英文を読む前には、日本語で内容に関する質問

をします。その質問に対する答えとして最も適切なものを ～ の中から一つずつ選んで，ア エ

その符号を書きなさい。

1 Keiko could not find beautiful flowers.( ) ア

Keiko could not visit London.イ

Speaking English was too hard for Keiko.ウ

The blouse at the shop was too large for Keiko.エ

( )～( )略2 5
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３ 「読むこと」の力をみる問題（１）

年度 正答率

平成元年度 ５２

平成２年度 ６１

平成３年度 ５９

平成４年度 ７５

平成５年度 ５４

平成６年度 ５９

平成７年度 ５８

平成８年度 ７３

平成９年度 ６０

平成 年度 ５１10
平成 年度 ５０11
平成 年度 ６６12
平成 年度 ５６13
平成 年度 ７６14
平成 年度 ７１15

「読むこと」の力をみる問題については、内容に関する英語の質問に対して指定された語数

の英語で答える形式の設問が、すべての年度にわたり継続しており、内容の読み取りの的確さ

とともに、表現の正確さが求められている。

、 、この形式の問題においては ある程度分量のある英文の概要を限られた時間内で読み取る力

設問の英文が何を聞いているのかを正確に理解し、必要な情報を見付け出す力、そして指定さ

、 。れた語数で的確に答える力のすべての力が必要であり 問題の難易度としては高いものである

結果としては、出題内容とその中で扱われる言語材料の内容により正答率の多少の変動はあ

るものの、 年間を通して見ると、正答率は一定の範囲の中におさまっており、長い英文を読15
んで概要や要点を把握したり、書き手の意向を理解し適切に英語で応えたりする力が確実に育

成されているととらえることができる。

例えば、平成 年度の問題では、高齢者福祉に関する約 語程度の英文が示され、その中15 400
から問われていることに対する必要な情報を見付け出し、答えとして正しい英文を完成させる

問題が出題されているが、 ％以上の正答率を示しており、安定した力が身に付いていること70
がわかる。

今後も、言語材料についての知識・理解の指導や、内容の読み取りなどだけでなく、自分と

相手の間で、情報や意向を伝え合ったり、情報を効果的にやりとりするコミュニケーション能

力の育成を図る指導を充実したい。

（％)
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【 年度の出題】14

次の英文は，中学生の春子( )が高齢者福祉施設のよもぎ園( )を訪問したHaruko Yomogien
ときの様子を書いたものです。１～５の問いに答えなさい。

I visited two weeks ago with my friends in our class. At first I was worried, andYomogien

said to our teacher, Mr. Yoshida, "I have never been there before. Can I have a good time with

people there?" He smiled and said, "It will be all right, Haruko. In , we will sing someYomogien

songs we practiced at school and talk with people there. Sing and speak from your heart.

Everyone will be friendly to you."

We walked to Yomogien because it was near our school It was on the top of a small hill.

When I arrived there, I was surprised to see a lot of beautiful flowers in the garden.
（後略）

【設問】

４ 次の( ) ( )の質問に対する答えを英語で書きなさい。ただし，解答用紙の の1 , 2
部分には一語ずつ書くこと。

1 Did Haruko and her friends go to by bus? , they .( ) Yomogien

2 Why was Haruko surprised when she came to ?( ) Yomogien
Because she saw in the garden.
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４ 「読むこと」の力をみる問題（２）

年度 正答率

平成９年度 ３９

平成 年度 ４８10
平成 年度 ６３11
平成 年度 ３８12
平成 年度 ６９13
平成 年度 ５９14
平成 年度 ６５15

読んだことに基づいて、内容についての設問に日本語で答える問題では、まとまった英文を

読んで、中心となることがらなど、大切な部分をとらえて的確に読み取る力が問われている。

本文中の一文について、その内容が表していることや、伝えようとしていることを問うとい

う出題形式は同じであり、文脈上の連関や扱う内容の難度によって、正答率の変動が多少見ら

れるものの、全体的に安定しており、上記の「読むこと」の力は付いている。

例えば 年度の問題では、本文中にある という部分に表現された登場12 felt sorry for Mitsuo
人物の心情の背景を、文脈の中から読み取るという難易度の高い問題であるが、約４０％の正

答率がみられ、言語材料についての知識にとどまらず、前後関係を手がかりに意味内容を把握

する力が付いていると言える。

このように、一文一文を解釈する力から、物語の流れをつかみながら読み取ったり、大切な

部分をとらえて的確に読み取ったりする力がバランスよく伸びており、読解力が伸長してきて

いるといえる。

今後も、物語文や論説文などの英文全体の中から、必要な情報を見付け、内容を理解する力

を伸長するための言語活動の充実を図っていきたい。

【９年度の出題】

....When Mariko came home, she was not happy. She was still thinking of the old man and
the little girl on the bus. Her mother said to her, "You look sad, Mariko." She began to tell
her mother about the thing which made her ashamed and sad.

⑤

下線部⑤は具体的にはどんな内容か。日本語で書け。5

（％)

正答率の推移

0
10
20

30
40
50
60
70

80
90
100

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15



- -50

【 年度の出題】12

....Packing food looked easy, but Mitsuo did not do it well. He needed a lot of time to
pack food in one package. The woman felt sorry for Mitsuo.

①

下線部①のようにこの女性が感じたのは，どのようなことに対してか。本文の内容に即1
して日本語で書きなさい。

【 年度の出題】15

....Then I found that the people there were singing together with us. I felt very happy then.
I remembered Mr. Yoshida's words. They were true!

②

２ 下線部②のように春子が思ったのは，よもぎ園の人たちのどのような様子を見たからで

すか。本文の内容に即して日本語で書きなさい。

５ 「書くこと」の力をみる問題

年度 正答率

平成元年度 ３０

平成２年度 ６５

平成３年度 ７８

平成４年度 ６４

平成５年度 ５４

平成６年度 ３７

平成７年度 ４３

平成８年度 ２４

平成９年度 ４０

平成 年度 ３１10
平成 年度 ３３11
平成 年度 ３３12
平成 年度 ４１13
平成 年度 ４６14
平成 年度 ３３15

与えられた課題に基づき、英文を書いて表現する力をみる問題については、言語材料につい

ての知識・理解を問う問題から、自分の気持ちや考えなどが読み手に伝わるように書く力をみ

る問題まで、多様な形式で出題されている。

、 、 、具体的には 平成元年度から４年度までは 語句を適切に並べ換える問題にみられるように
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「書くこと」の力として、言語材料についての知識・理解や句や節などを正確に用いて英文を

構成する力が重視されている。また平成５年度から８年度については、与えられた言語の使用

場面や言語の働きに応じた適切な英文を解答する設問にみられるよう、場面に応じて意向を的

確に伝えることができる力が重視されている。したがって、扱われている場面や言語材料につ

いての理解の程度によって、正答率の変動が見られる。

平成９年度以降は、与えられたテーマに従って、情報や考えたことを自分で構成して書いた

り、与えられた絵に基づいて自由なストーリーを書き表したりなど、自分の考えや気持ちなど

表現したいことを整理して、英文として表現する力が重視されている。

以上のように、これまで多様な問題が出題されてきている中で、自分の気持ちや考えを英文

として表現する力が問われている９年度以降においても、正答率が ％前後で安定して推移し40
ている。

このことから、生徒が自分で考えたり感じたりしたことを、５文程度の英文で表現すること

ができる力が近年において身に付いてきているとともに、英語で書くことに習熟し、英語で書

こうとする積極的な態度が育成されてきているといえる。

今後は、書く活動の基本的な技能に習熟を図り続けるとともに、読み手に伝えたい内容を的

確に伝えるために、まとまりのある英文を書くことができる力をより伸長させていくことが求

められている。

【元年度の出題】

次の対話文の①，②の（ ）内に示された語句を並べかえて，意味が通じる対話文に

せよ。

I haven't seen Keiko these days.Hideo :
She is now enjoying her summer holidays in Kyushu with her family.Sachiko :
Great! I she, long, stay, wonder, there, how, will .Hideo : ( )

For a week. Look! Here she, is, a, wrote, letter, to me.Sachiko : ( )

【５年度の出題】

次の１，２の場合、英語でどのように言えばよいか 「 」内の日本文にあたる英文を。

書け。

１ 「窓を開けましょうか」と相手に申し出る場合。

２ 「もう一杯牛乳をください 」と相手にたのむ場合。。

【７年度の出題 （指示文省略）】

１ この前に日曜日はどのようにして過ごしたかを相手にたずねる場合。

２ 先生になりたいという自分の望みを相手に伝える場合。

【８年度の出題】

（楽しいパーティーになるといいね ）Billy: That's good. B 。

下線部 には日本文の意味を表す英文を書き、対話文を完成せよ。Ｂ
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【９年度の出題】

あなたは，新しく学校に来る英語指導助手（ＡＥＴ）のブラウン先生( )に，学Mr. Brown
校生活について手紙を書いている。下の三つの項目の内容をすべて含んだ手紙を，下の書き

出しに続けて 語程度の英語で書きなさい。30

項目 ・授業 ・友だち ・部活動

Dear Mr. Brown,
How are you? I would like to write about my school life.

【 年度の出題】10
ここにＡからＢへと場面が連続する２枚の絵があります。

この２枚の絵から，あなたならどのようなストーリー（話）をつくりますか。想像力をは

たらかせ自由に英語で書きなさい。

【 年度の出題】15
ここに から へと場面が連続する２枚の絵があります。Ａ Ｂ

と との間に起こったことを想像し， から へと続くストーリー（話）を５文以上のＡ Ｂ Ａ Ｂ

英語で書きなさい。
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６ 「適切に応答する」力をみる問題

年度 正答率

平成９年度 ７６

平成 年度 ７５10
平成 年度 ７１11
平成 年度 ８５12
平成 年度 ７０13
平成 年度 ８２14
平成 年度 ８３15

この設問は、会話の内容を的確に把握し、発話されるべき適切な英文を選択し、空欄に補充

する問題である。語彙などについての知識・理解だけでなく、会話の流れや相手との関係を手

がかりに適切にコミュニケーションを続けていくことができる能力が求められている。

グラフからは正答率の大きな変動は認められず、 ％前後で概ね安定している。特に 年度80 12
以降は ％を上回る正答率となっており、会話の流れをとらえ、発展させていくことができる80
表現の知識、それを運用する能力及び態度が身に付いてきている。

Where is例えば平成９年度の問題では 日本の学校の教室に案内されたアンから訪ねられた、 “

”に対して、日本ではなじみのない「英語教室」の意味がよく分からyour English classroom?
What do youず 聞き返す場面を設定し 相手の言いたいことが十分に理解できなかった時に、 、 “

”を用いて適切に聞き返すことができる力が求められている。mean?
このような質問や依頼、提案など、相手の言葉に適切に応答することは、コミュニケーショ

ンを円滑に進める上で大切な能力であり、今後も一層効果的な指導を行うために、指導計画の

工夫・改善を図りながら、継続的な指導に取り組むことが期待される。

【９年度の出題】

: This way, please. This is the room for teachers.Ken
( ① )Ann : What a big room!

: There are about thirty teachers. They are all very kind.Ken
: That's nice. Where is your English classroom?Ann

( ② )Ken : English classroom?
: I mean, "Where do you study English?"Ann
: We usually study it in our classroom. We call our classroom a We studyKen homeroom.

many subjects there.
: Really?Ann

( ③ )Ken : Yes.

（％)
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: We go to our English classroom when we have an English lesson. We move to eachAnn
classroom when we learn each subject.

Ken homeroom.: I see. Oh, it's time to go back to our
: O.K.Ann
: Ann, today we have six lessons. Four lessons in the morning, and then school lunch.Ken
: School lunch? I've heard about it, but where do you eat it?Ann
( ④ )Ken :

: So you study and eat lunch in the same room, don't you?Ann
: That's right. Where do you have lunch in your school?Ken

( ⑤ )Ann : We eat in the cafeteria.
: It's a big difference, isn't it?Ken
: Yes, it is. Ken, I'm so happy today. Thank you.Ann
: You are welcome. I hope you'll enjoy your school life with us.Ken

We eat in our homeroomア

Do you like your school lunch?イ

We can bring our lunch from home or we can buy something there.ウ

We've already cleaned our classroom.エ

How many teachers are there in your school?オ

How about in your school?カ

What do you mean?キ
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真理( )のことばとして に入るのはどれですか。Mari

May I help you?Clerk :
Yes, I want a present for my father. Will you show me that pen?Mari :
Which one? This blue one?Clerk :
Yes.Mari :
Sure. Wait a minute, please.... Here you are. It is fifteen dollars.Clerk :
O.K. Here's fifteen dollars. Thank you.Mari :
Thank you very much.Clerk :

I don't have enough money. How about you?ア

I think my father will like it. Will you wrap it?イ

It looks very nice. Where did you get it?ウ

I don't like this one because it's too heavy. Do you like it?エ


