
英 語

１ 全般について

中学校学習指導要領及び使用教科書の内容から出題し、中学校における学習活動の成果を総

合的に評価できるように配慮した。

出題にあたっては、次のことに留意した。

① 言語材料についての知識量ではなく、コミュニケーションを図るための能力を中心と

した英語の運用力をみること｡

② 「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」の４領域の学習活動をふまえて

出題し、内容は、受検生のこれまでの学習活動に配慮した身近なものであること｡

③ 英文を聞いたり読んだりして、話題の概要、要点を把握したり、必要な情報を正確に

理解する力をみること。

④ 英語で自分のもっている情報を的確に構成し伝えようとする意欲や、表現する力をみ

ること｡

問題の全体の構成は、コミュニケーション能力の育成を大きな柱として中学校の英語教育が

進められている現状をふまえ、放送を聞いて答える問題、読解力をみる問題、対話文の流れや

内容を把握する問題に加えて、「書くこと」の領域において、英語で自分のもっている情報を

的確に構成し伝えようとする意欲や表現する力を評価できる問題を設けた。また、「聞くこ

と」「話すこと」「読むこと」「書くこと」の領域を総合的に網羅する出題となるように配慮

した。

本年度の英語の平均点は 62 点であった。問題別にみると、放送を聞いて答える問題では、

必要な情報を聞き取り、正答を選択して解答する設問の正答率は総じて比較的高かったが、そ

の中では、会話の流れから判断して適切な反応を選択する設問で、比較的正答率が低かった。

放送内容についての問題に記述形式で解答する設問では、昨年度よりも正答率が低かった。英

文を読んでその内容について解答する問題と、書くことに関する問題は、いずれも昨年度より

正答率が低くなった。

２ 問題別の考察・指導上の留意点

１ 【正答例と正答率】

１大 問

小 問 １ ２

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)

① ② ③

友だちと宿題を アメリカでのeight
正 答 例 または するために図書 ボランティアエ イ ア ウ エ clean town

8 館へ行く用事。 活動。

( ) 90 78 94 79 54 37 48 61 59 47小問別正答率 %
【考察】

コミュニケーション能力の育成を主眼とする学習活動の成果をみるために、放送を聞いて答

える問題を設定した。放送の所要時間は 13 分程度で、放送で英文を聞く前に、日本語で質問

を放送したり、受検生が設問を読む時間を設けるなど、目的をもって英語を聞き、必要な情報



を得ることができるよう配慮した。

１は、身近な話題についての比較的短い英文を聞いて、必要な情報を聞き取り、正答を選択

する設問であり、(1)～(5)の正答率を平均すると 79 ％であった。２は、まとまりのある英語

の会話を聞いて、必要な情報や内容の要点を聞き取る設問であり、会話の内容の概要･要点を

的確に把握する力が求められる。正答率は平均で 49 ％であった。

の１１

身近で多様な話題についての比較的短い英文の中から、必要な情報を聞き取り、選択肢から

適切な解答を選ぶ問題である。英文の特定の一部分ではなく、全体の概要を理解することによ

って初めて適切な解答を選ぶことができるように配慮した。

(1) 恵子がイギリスへ旅行に行ったことについて、英語で行った短いスピーチの中から、

恵子が残念に思ったこと(「 .」)を問う設問The blouse at the shop was too large for Keiko
で、正答率は 90 ％であった。誤答として「 .」Speaking English was too hard for Keiko
を選択したものが若干みられた。

(2) 中学校でカナダ人の先生が生徒向けに放送した英語のメッセージを聞いて、その依頼

To invite Mary to内容を解答する設問で、正答率は 78 ％ であった。誤答の中では「

.」と解答したものが最も多かった。話題の中心である「両親」にEnglish classes more
ついての内容を聞き取ることができなかったことによる誤答と考えられる。

(3) ４枚の絵の中から、英文の内容に適合する絵を選択する設問で、必要な情報を正確に

聞き取ることのできた受検生が多く、正答率は 94 ％であった。

(4) 風呂敷を用いて の活動を行っている場面を取り上げ、対話の最後の部Show & Tell
分におけるエミリーの反応として適切なものを、文脈から考えて選択し解答する設問で

ある。正答率は79 ％であった。誤答としては、「 .」が比較I'll show you how to use it
的多くあった。内容を理解した上で、場面の状況に応じた適切な対応を選択することが

求められる。

(5) 外国人観光客が、自分の乗るべき列車がわからず、他の観光客にたずねている場面を

取り上げ、最後に自分たちはどうしようと言っているかを選択し、解答する設問である。

こうした場面における適切なコミュニケーション方略も考慮して解答する力が求められ

る。正答率は 54 ％であった。誤答には、有意な偏りがみられなかった。

の２１

まとまりのある会話文を聞き、会話の中から内容の概要や必要とされる情報を聞き取る力を

みる問題である。ジムと久美の会話を聞いて、内容や登場人物の意向を的確に把握することが

求められる。

(1) 会話の内容に基づいて、メモの空白部分を補充する設問である。①は、ジムたちが翌

日にグリーンパークへ行く目的に当たる語（ ）を解答するものである。正答率はclean
37 ％であった。誤答としては、綴りの誤りが多かったが、別の語を答えたもの

(「 」等)や、無答などが認められた。②は、翌日が町のボランティア活動の日volunteer
であるという内容から、「 」を解答するものであり、正答率は 48 ％であった。誤town
答は①とほぼ同様の傾向であった。③は、ジムがボランティア活動に参加するために、

久美の家で待ち合わせることにした時刻から「 または ８」を解答するものであeight
る。正答率は 61 ％であった。誤答として別の時刻（活動の開始時間等）を答えたもの



や、綴りの誤りがみられた。

(2) 久美に誘われたとき、ジムは明日どのような用事があると述べているかを聞き取る設

問で、正答率は 59 ％であった。他の部分の内容から「公園でテニスをする」「ボラン

ティア活動をする」などの誤答例があった。

(3) 久美がジムに、明日どんなことを教えてほしいと依頼したかという設問に対して、

「アメリカでのボランティア活動」を解答する設問である。正答率は 47 ％であった。

誤答として、「グリーンパークへの行き方」「テニス」「英語を教えてほしい」等がみ

られた。

【指導上の留意点】

「聞くこと」についての正答率は高く、中学校における「聞くこと及び話すことの言語活

動」に重点を置いた指導の成果が表れている。特に、さまざまな言語活動を通して、文章全体

の大まかな内容を聞き取る力や、文章の中から相手の意向や必要な情報を聞き取る力など、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。

今後も、それぞれの言語の使用場面や言語の働きを意識するとともに、自然な口調で話され

たり読まれたりする英語に触れる機会を大切にしながら、自分や相手の意向を伝え合ったり、

情報をやりとりしたりするコミュニケーション能力を高める指導を推進していくことが求めら

れる。

２ 【正答例と正答率】
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【考察】

中学校３年間で学ぶ基本的な語彙、慣用表現、会話表現、文法事項など、さまざまな言語材

料を用いた文を読んで答える問題である。中学生の春子が、高齢者福祉施設を訪問したときの

体験や、その体験を通して感じたことなどを、英語で書き綴った文である。春子と話をした鈴

木さんが、かつてはとても活発な少女であったことや、今も花を育てる活動に生き生きと取り

組んでいる姿を見聞きした体験を通して、春子が自分自身の心の内面の成長を感じたことを主



２題としている。この本文について内容把握、内容についての応答などの問題を設けた。設問

全体の正答率は 68 ％で、昨年度の英文を読んで答える問題よりもやや高かった。

１ 高齢者福祉施設を訪問する前に春子の感じていた不安が、どのような内容であったか

を、日本語で答える設問である。春子が吉田先生に対して述べた言葉を的確に要約して

解答することが求められる。正答率は 64 ％であった。誤答としては、必要な内容を十

分に記していないものや、無答などがみられた。

２ 施設を訪問した春子が吉田先生の助言を思い出して、「先生の言ったとおりだ」と感

じた場面で、そのように感じた原因を、日本語で答える設問である。正答率は 65 ％で、

誤答は１の設問と同様の傾向であった。

３ 鈴木さんとの会話の一部が空白になっており、適切な応答を選択して答える設問であ

る。正答率は 84 ％であった。誤答には特に有意な偏りは認められなかった。

４ 内容についての二つの設問にそれぞれ英語で答える設問で、本文の内容の要点を理解

して解答するものである。(1)(2)の正答率はそれぞれ、 79 ％、 63 ％であった。

５ 本文の内容を要約した英文の空白部分に、本文の内容に照らして適切な語句を補う設

問で、語数は指定されていない。パラグラフごとの概要を的確に読みとり、文法事項な

どの知識も活用して解答することが求められている。①～⑤の正答率は順に 59 ％、80

％、 74 ％、 51 ％、64 ％であった。誤答傾向としては、綴りの誤りや、文法事項を

適切にふまえて空所補充していないものなどがみられた。

【指導上の留意点】

英文を読んで、概要や要点を把握したり、書き手の意向を理解し適切に反応したりする力や、

内容を正確に読み取る力をバランスよく伸ばす指導により、お互いの意向や意味内容を理解す

る力が伸長していると考えられる。

今後の指導においても、英文を読んで、概要や要点を的確に読み取る力を伸長するために、

言語材料に関する知識・理解を深めるとともに、ある程度分量のある英文に触れさせたり、理

解したことをもとに自分と相手の間で、意向を伝え合ったり、情報をやりとりするコミュニケ

ーション活動を工夫したりするなど、一層言語活動の工夫を進めたい。

３ 【正答例と正答率】
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【考察】

さまざまな場面と話題から構成される比較的短い会話文を読み、内容についての設問に、選

択肢から正答を選んで答える問題である。会話の概要と要点を的確に読み取ることが求められ

る。問いの文は、それぞれの会話文の前に、日本語で与えられている。設問 全体の正答率は３

76 ％であった。

１ 会話の内容から、話題として取り上げられている図を答える設問で、正答率は 93 ％

であった。

２ 登場人物が会話している日（曜日）を会話の内容から判断して答えるもので、 58 ％



の正答率であった。誤答としては、「土曜日」「日曜日」としたものが多かった。

３ 軽食を注文する場面で、２人の登場人物の注文した品目の価格の合計を答えるもので、

63 ％の正答率であった。誤答としては、会話全体の内容を読み取れなかったことから、

１人分の価格を答えたものがやや多かった。

４ 会話の内容や前後関係から推測し、空欄に必要な文を選択して補充する設問である。

言語の使用場面と働きを正確に把握することが求められる。母とひろしの会話の中で、

聞き返された内容を繰り返して伝えるという言語の働きの文を選択するもので、正答率

は 79 ％であった。

５ 前問と同じ形式で、友人から放課後にサッカーをしようと誘われている場面を取り上

げ、勧誘を断る表現を選択して答える設問である。正答率は 87 ％であった。

【指導上の留意点】

質問や依頼、提案など、相手の言葉に適切に応答する力を育成する言語活動を取り入れ、効

果的な指導を行うための指導計画の立案、実施は大切である。

今後も一層、言語の使用場面や言語の働きに着目しながら、単元及び一単位時間の指導過程

や３年間を見通した指導計画を工夫し、継続的な指導の充実に努めたい。

４【正答率】

４

33

【考察】

２枚の絵を見て、その間に起こったことを想像した上で、一連のストーリーを英文で書く設

問である。脇道からボールを追いかけて走ってきた少女に、少年が自転車を止めてボールを拾

って渡すという、きわめて日常的な場面を取り上げ、想像する内容にあまり大きな差異のない

ように配慮している。絵を見たり、自分で考えて得た情報を、読み手に理解されるように、こ

れまでに習得した言語材料の範囲で的確に表現する力をみる設問である。得点率は 33 ％であ

った。

【指導上の留意点】

「自分の意向が正しく伝わるように書く」とは、単に感想や意見などを述べるのとは違い、

読み手の反応まで意識して意図を明確にして働きかけることであり、積極的にコミュニケーシ

ョンを図ろうとする態度も問われることになる。

今後はさらに、意向が正しく伝わるように書くことができるよう、言語材料の習熟を一層図

るとともに、内容を整理したり状況に応じた適切な表現を用いたりすることができる力を伸長

させていくことが求められる。

そのために、４領域の言語活動が互いに関連し合って高まるような単元の指導計画を工夫し、

生徒が「誰に対して、何のために」というような目的意識を明確にもって表現することができ

る場面設定を授業の中で工夫することが大切である。

例えば、生徒の興味・関心に即した題材を取り上げながら、聞き取りや読み取りによって理

解した内容について、自分の考えを整理して表現するような活動や、お互いに書きまとめた英

文を読み合い、それについて話し合った後に、再度目的を明らかにして自分の考えを書くよう

な活動を設定するなど、言語活動の工夫を一層図りたい。


