
９ 「活用問題」についての調査結果 

（１）平成 28年度の「活用問題」について 

    平成 26年 12月に策定した広島版「学びの変革」アクション・プランに基づく高等学校課題発見・

解決学習推進プロジェクトを平成 27年度からスタートさせたことを機に，習得した知識・技能を活

用する力を問う「活用問題」を取り入れることとした。 

実生活や具体的な授業の場面における課題解決のために，知識・技能を活用して，構想を立て実

践し，評価・改善する力などを見取る問題を作成し，出題した。 

〔出題科目〕 

科  目 Ａ問題 Ｂ問題 

国語総合 大問６ 大問６ 

数学Ⅰ 大問５・６ 大問５・６ 

コミュニケーション英語Ⅰ 大問 10 大問 10 

 

（２）結果 

科目 問題 
活用問題 

問題番号 

活用問題 

 通過率（％） 

活用問題以外 

 通過率（％） 

教科（科目） 

全体の通過率（％） 

国語総合 

Ａ問題 ６ 45.3 72.6 68.6 

Ｂ問題 ６ 45.7 73.9 69.9 

数学Ⅰ 

Ａ問題 

５ 59.7 

68.9 64.5 

６ 34.7 

Ｂ問題 

５ 63.7 

68.9 65.1 

６ 36.6 

コミュニケー

ション英語Ⅰ 

Ａ問題 10 55.5 69.8 67.2 

Ｂ問題 10 55.0 70.1 67.3 

 

ア 活用問題全般について 

・ 活用問題の通過率は，教科（科目）全体の通過率に比べて低い。 

・ 活用問題の通過率は，活用問題以外の通過率に比べて低い。 

・ 活用問題の通過率は，教科（科目）全体の通過率や，活用問題以外の通過率に比べて低いこと，

そして，３科目のＢ問題（第２学年相当）の通過率を比べると，国語総合については，約 46％，

数学Ⅰについては，問５で約 64％，問６で約 37％，コミュニケーション英語Ⅰについては，55％

であり，数学Ⅰの問６と国語総合が低くなっている。 
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（３）具体的な設問の分析（国語） 

 

 

 
  

 

【今年度の出題のねらい】 

古典の文章（古文）及び説明的文章を読んで，説明的文章の文章全体の内容を読み取り，説明的文

章に根拠を求めつつ，古典の書き手の意図を読み取って具体的内容を考察し表現できる。 
     

Ａ問題国語総合６，Ｂ問題国語総合６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ君のグループでは，作者の兼好が，何を言いたくてこの話を書き留めたのかという疑問が出ました。

そこで，図書館で参考図書を調べてみると，小林秀雄という評論家が，第四十段について書いた次のよ

うな文章を見つけました。 

 
 

小林秀雄の文章をもとに，Ａ君のグループでは次のような話し合いをしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問一 小林秀雄の文章は，どのようなことについて書いてありますか。最も適切なものを，次の ①～

④ の中から選び，その番号を書きなさい。 

① 徒然草の作者の生い立ちについて  ② 徒然草の作者の交友関係について 

③ 徒然草の作者の特技について    ④ 徒然草の作者の執筆態度について 
 

問二 次の(1)・(2)に答えなさい。 

(1) 会話文中の       にあてはまると考えられる部分を小林秀雄の文章の中から抜き出し

て書きなさい。 

(2) 吉田兼好が書きたかったことはどのようなことだとあなたは考えますか。六十字以上八十字

以内で具体的に書きなさい。 

 

○ 文章に書かれたことから考えられること，類推されることを把握することに課題が

ある。 

活用問題の課題 課題 

  

「因幡
いなば

の国に、何の入道とかやいふ者の娘容美
かたちよ

しと聞きて、人数多
あまた

言ひわたりけれども、この娘、

唯栗
くり

のみ食ひて、更に米
よね

の類
たぐひ

を食はざりければ、斯
かか

る異様
ことやう

の者、人に見ゆべきにあらずとて、

親、許さざりけり」（第四十段）  
 

（因幡国に、何とか入道とかいう者の娘が、容貌が美しいと聞いて、多くの男が求婚し続けていた

が、この娘は、ただ栗ばかりを食べてまったく米のたぐいを食べないので「このような異様な者を

人と結婚させるわけにいかない」といって、親は許さなかった。） 

 

（小林秀雄「徒然草」による。） 

Ａ君  「鈍い刀」ってどういうことかな。 

Ｂ君  何か言いたいことはあるけれど、そのまま言うとあからさますぎるから、わざとはっきり

言わないようにしているってことじゃないかな。 

Ｃさん 何か感じることがあるから書いたと小林秀雄は言っているわ。それも一つじゃなくて、い

ろんなことを感じたみたいよ。 

Ａ君  小林秀雄は「珍談ではない」とも言っているよ。つまり、兼好はこの話が珍しいから書き

留めたわけではないということだよね。 

Ｂ君  じゃあ、兼好はやはり第四十段を書いたとき、何か書きたいことがあったんだ。 

Ａ君  なるほどね。確かに小林秀雄は                       と言って

いるね。 
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（ア）回答状況及び誤答分析 

問一 文章全体の内容を的確に読み取ること 

転記 

番号 

正答:○準正答:△ 

誤答:×無解答:－ 
解答類型 

反応率（％） 

Ａ問題 Ｂ問題 

１ × ① と解答しているもの 16.5 13.9 

２ × ② と解答しているもの 6.0 6.9 

３ × ③ と解答しているもの 19.6 19.5 

４ ○ ④ と解答しているもの 55.3 57.4 

９ × 上記以外の解答 0.3 0.1 

０ － 無解答 2.2 2.2 

問二 書き手の意図を読み取って具体的内容を考察すること（叙述） 

転記 

番号 

正答:○準正答:△ 

誤答:×無解答:－ 
解答類型 

反応率（％） 

Ａ問題 Ｂ問題 

１ ○ 具体的かつ適切に述べられているもの 21.4 21.5 

２ × 適切であるが，具体的に述べられていないもの 6.9 5.5 

３ × 具体的であるが，適切に述べられていないもの 19.3 19.5 

９ × 上記以外の解答 27.2 26.6 

０ × 無解答 25.2 26.9 

 

（イ）分析と課題 

・ 古典の文章（古文）及び説明的文章を読んで，説明的文章の文章全体の内容を読み取り，説明的文

章に根拠を求めつつ，古典の書き手の意図を読み取って具体的内容を考察する問題である。 

・ 場面の設定としては，次のとおりである。 

古典の授業で「徒然草」を学んだ後，その古典作品について，３名の生徒が気付いたことや疑問に感

じたことを話し合い，別の資料（小林秀雄の文章）を基にして，書き手が書いていないことがどのよう

なことかを意見交換している。 

・ この問題に正答するために必要な力は，それぞれの文章に述べられている内容をとらえることに加

え，示された文章の関連性をとらえること，また，問われていることに適切な方向性をもって，根拠

に基づきながら論理的に思考可能なことに対する自分の考えを，論拠に基づいて文章にまとめること

ができる力である。 

・ 問一の通過率はＡ問題 55.3％，Ｂ問題 57.4％，全体 56.3％となり，問いに対して適切に答えるこ

とができていない。古典の文章を題材にとりつつ，説明的文章の書き手が何について述べているのか，

半数近くの生徒が，文章全体の内容を把握できていない。 

・ 誤答の③を選んだ生徒は，本文中の「名工」「刀」などの言葉から，選択肢にある「特技」を優れて

いる点，ととらえたと考えられる。また，誤答の①を選んだ生徒は，選択肢にある「生い立ち」の意

味を正確に把握することができずに，「在り方」「立ち位置」といった関連付けから「文章の視点」と

いった意味にとらえたと考えられる。いずれにしても，言葉の意味を正確に理解しておらず，文脈の
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中で言葉の意味を拡大解釈した結果正答の選択肢を選ぶことができなかったと考えられる。 

・ 問二(2)の通過率は，Ａ問題，Ｂ問題ともに約 20％であり，適切に叙述することができていない。

徒然草の本文を引用しつつ，小林秀雄の解釈に基づき，兼好には見えていたけど，書くことはしてい

ないため，直接的には書いていないけれども，書かれたことから考えられること，類推されることを

把握する力に課題があると考えられる。また，Ａ問題，Ｂ問題ともに約 25％の無解答がみられること

も課題である。 

・ 問二(2)については，記述内容が「具体的であるか」，また「適切であるか」を基準に，それぞれを

類型化した。「具体的であるか」については，本文で用いられた言葉に言及している，もしくは本文中

の言葉を自分の言葉に置き換えている場合に具体的であるとみなした。「適切であるか」については，

文章の方向性とずれがなければ，適切であるとみなした。小林秀雄の本文中に，兼好は人間について

深い洞察を行っている旨の記述が見られることから，古典の文章にみられる「父親が栗ばかりを食べ

ることを理由に結婚を許さなかった」という記述を踏まえ，父親の人物像に言及することをもって，

適切な方向性と考えられる。具体的には，次の正答例に示しているようなものが考えられる。具体性

については，前述のように本文の記述に言及していることや，本文の記述内容を自分の言葉に置き換

えて述べられているものと判断できる。 

【正答例】 

娘に求婚する男たちに対して、栗ばかり食べる娘だからという理由を持ち出して求婚を断る親の姿

に、吉田兼好は娘かわいさに結婚を許さない親心を見て、書き記そうとした。 

 

 

 

 

 

【学校における教科の指導と設問の通過率との関連】 

指導 国語科では，自分の考えを述べたり書いたりする学習活動を取り入れている。 

  よく・ややあてはまる あまり・まったくあてはまらない 

通過率（％） 
Ａ問題６二（叙述） 22.7 1.8 

Ｂ問題６二（叙述） 22.2 1.7 

・ 相関がある。 

・ 「あてはまる」と回答した学校の生徒と「あてはまらない」と回答した学校の生徒との通過率の

差は，Ａ問題で20.9ポイント，Ｂ問題で 20.5ポイントである。 

指導 国語科では，様々な資料を用いて，根拠を踏まえて論理的に書かせる指導を行っている。 

  よく・ややあてはまる あまり・まったくあてはまらない 

通過率（％） 
Ａ問題６二（叙述） 26.5 10.9 

Ｂ問題６二（叙述） 25.7 8.9 

・ 相関がある。 

・ 「あてはまる」と回答した学校の生徒と「あてはまらない」と回答した学校の生徒との通過率の

差は，Ａ問題で15.7ポイント，Ｂ問題で 16.8ポイントである。 
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【課題】  

文章の内容をとらえることや，文章相互の関連性を踏まえ，根拠に基づきながら論理的に思考可

能なことに対する自分の考えを，論拠に基づいて文章にまとめることができていない。 

【解答状況】 

徒然草についての論説文と生徒の会話文とを関連付けて読み，その要点を答える問題である問１

では通過率が６割に届いていない。また，問１で問うた要点を踏まえ，徒然草の内容から作者の意

図を類推して，自分の考えを論理的に書いて表現する問２でも，２割程度に留まっている。 

 
 
 

（ウ）指導改善のポイント 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○ 自分の考えを述べたり書いたりする学習活動を取り入れるとともに，根拠を踏まえ

て，自分の考えを述べたり書いたりさせる指導を行う。 

さらには，根拠を踏まえることだけにとどまらず，論拠をもちつつ主張へつなげる

ことや，類推するよう指導を行う。  
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（４）具体的な設問の分析（数学） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ａ問題数学Ⅰ５（１），（２） Ｂ問題数学Ⅰ５（１），（２） 

 

 

 

 

 

 

〇 具体的に試行錯誤することを通して新たな発見を行い，一般的に成り立つことを考

察・表現することに課題がある。 

活用問題の課題 課題 

【今年度の出題のねらい】 

設定された約束を読み取ることに関心をもち，約束に従って自然数を求めようとする。 

発見した結果を，文字を用いて一般的に成り立つことを説明することができる。 
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（ア）解答状況及び誤答分析 

５（１） 

転記

番号 

正答○準正答△ 

誤答×無解答－ 
解答類型 

反応率（％） 

Ａ問題 Ｂ問題 

１ 〇 ５ と解答しているもの 88.3 90.4 

２ × 13 と解答しているもの 0.0 0.0 

９ × 上記以外の解答 8.4 6.9 

０ － 無答 3.3 2.7 

 

５（２） 

転記

番号 

正答○準正答△ 

誤答×無解答－ 
解答類型 

反応率（％） 

Ａ問題 Ｂ問題 

１ 〇 ３ と解答し，文字等を用いて，一般的に説明しているもの 17.3 22.0 

２ △ 
３ と解答し，自然数を入れて計算し，具体的に説明しているもの 

（準正答） 
13.8 14.9 

３ × ３ と解答しているが，説明内容が上記以外であるもの 25.9 24.0 

４ × ３ と解答しているが，説明が書かれていないもの 9.5 8.8 

５ × ２ と解答しているもの 6.0 5.0 

６ × ５ と解答しているもの 0.7 0.6 

７ × ７ と解答しているもの 0.8 0.6 

９ × 上記以外の解答 9.7 7.9 

０ － 無答 16.3 16.1 

 

（イ）分析と課題 

・ Ｂ問題数学Ⅰ（主に２年生が選択）の方が，Ａ問題数学Ⅰ（主に１年生が選択）より通過率がやや

高いが，誤答や無答の割合はともに近い数値となっている。昨年と同様に，学年に関わらず課題が共

通していることが分かる。 

・ （１）の通過率はＡ問題は88.3%，Ｂ問題は90.4%であることから，約束を読み取ることに関心

をもち問題の意味を理解することはできている。 

・ （２）の通過率と（１）の通過率の差が大きく，（２）の無答率が高い。このことから，設定さ

れた約束については理解していても，生徒自ら具体的な試行錯誤を通して新たな発見を行ったり，発

見した結果を一般的に成り立つことを説明したりすることができていないことがうかがえる。 

 

【学校における教科の指導と設問の通過率との関連】 

指導 数学科では，生徒同士がお互いの考え方を交流し，議論・検討する場面を取り入れた指導を行

っている。  

よく・ややあてはまる あまり・まったくあてはまらない 

通過率(％) Ａ問題 ５（２） ３３．２ ２０．１ 

通過率(％) Ｂ問題 ５（２） ３９．１ ２６．４ 
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○ 生徒自らが具体的な数値を代入する等の試行錯誤を行う学習活動を行い，発見し

た結果が一般的に成り立つかどうかを考察させる場面を取り入れた指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）指導改善のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

具体的に試行錯誤することを通して新たな発見を行い，一般的に成り立つことを考察・表現する

ことができていない。 

 

【解答状況】 

設定された約束を読み取り，□の中に入る自然数を求める問（１）においては，通過率がＡ・Ｂ

問題ともにほぼ９割である。一方で，具体的に試行錯誤することを通して新たな発見を行い，一般

的に成り立つことを考察・表現する問（２）においては，具体的に試行錯誤できていない生徒が約

16％いる。また，試行錯誤することを通して，発見した事柄が常に成り立つかどうかについて，文

字を用いて一般的に説明したり，自然数を入れて計算し具体的に説明したりすることができる生徒

の割合は，全体の約30％に留まっている。 
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Ａ問題数学Ⅰ６（１），（２） Ｂ問題数学Ⅰ６（１），（２） 

 

 

【今年度の出題のねらい】 

放物線の方程式から二次関数のグラフの特徴を読み取ることができる。 

二次関数のグラフの変化について，頂点の座標に注目して一般的に成り立つかどうかを説明する

ことができる。 
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（ア）解答状況及び誤答分析 

 

６（１） 

転記

番号 

正答○準正答△ 

誤答×無解答－ 
解答類型 

反応率（％） 

Ａ問題 Ｂ問題 

１ × ① と解答しているもの 1.3 1.3 

２ × ② と解答しているもの 31.5 32.0 

３ × ③ と解答しているもの 2.5 2.5 

４ 〇 ④ と解答しているもの 55.8 53.5 

５ × ⑤ と解答しているもの 3.3 4.4 

６ × ⑥ と解答しているもの 1.6 1.6 

９ × 上記以外の解答 0.5 0.5 

０ － 無答 3.6 4.1 

 

６（２） 

転記

番号 

正答○準正答△ 

誤答×無解答－ 
解答類型 

反応率（％） 

Ａ問題 Ｂ問題 

１ 〇 

④ と解答し，二次関数を平方完成して頂点の座標を求め，x軸，y軸と

もに，文字を用いて一般的に説明しているもの。（ただし，y 軸について

は，「y軸方向に平行移動する」も正答とする。） 

5.2 9.7 

２ △ 
④ と解答し，二次関数を平方完成して頂点の座標を求めることはでき

ているが，説明が不十分であるもの（準正答） 
1.4 1.2 

３ △ 

④ と解答し，b に具体的な数値を２つ以上代入して二次関数を平方完

成して頂点の座標を求め，グラフが x軸の負の向き，y軸の負の向きに

平行移動すると答えているもの。（準正答）（ただし，x軸，y軸ともに正し

く説明しているものに限る。） 

7.2 8.8 

４ × ④ と解答しているが，説明内容が上記以外であるもの 11.8 9.4 

５ × ④ と解答しているが，説明が書かれていないもの 2.3 2.2 

６ × ① と解答しているもの 11.8 9.6 

７ × ② と解答しているもの 22.7 19.1 

８ × ③ と解答しているもの 22.1 19.6 

９ × 上記以外の解答 0.8 1.8 

０ － 無答 14.7 18.6 
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〇 問題の条件を変えて考察させ，その過程や結果を比較する等の学習活動を行い，

生徒に一般的に成り立つかどうかを議論検討させる場面を取り入れた指導を行う。 

 

（イ）分析と課題 

・ （１）はＡ問題数学Ⅰ（主に１年生が選択）の方が，Ｂ問題数学Ⅰ（主に２年生が選択）より通過

率がやや高く，（２）はＢ問題数学Ⅰ（主に２年生が選択）の方が，Ａ問題数学Ⅰ（主に１年生が選

択）より通過率がやや高い。誤答や無答の割合は，概ねともに近い数値となっており，昨年と同様に

学年に関わらず課題が共通している。 

・ （１）においては，通過率がＡ問題で55.8%，Ｂ問題は53.5%であり，文字の意味を問う昨年度

の類似の問題よりも若干上昇傾向にある。しかしながら，（１）で転記番号２を選択した生徒の割

合がＡ問題で 31.5%，Ｂ問題は 32.0%とともに高い。その理由としては，二次関数の係数とグラフ

の概形の関係について，正確に理解できていないことが考えられる。 

・ （２）においては，通過率がＡ問題で13.8%，Ｂ問題は19.7%とともに低い。そもそも，④と解答

している転記番号１～５の生徒の割合は，Ａ問題で27.9%，Ｂ問題で31.3%であることから，正しい判

断ができている生徒は３割程度にとどまっている。このことから，条件を変えた問題について，条件

を変えることで結果や過程にどのような変化が見られるか等を考察することができていないことが

うかがえる。 

 

 

【学校における教科の指導と設問の通過率との関連】 

指導 数学科では，生徒同士がお互いの考え方を交流し，議論・検討する場面を取り入れた指導を行っ

ている。  

よく・ややあてはまる あまり・まったくあてはまらない 

通過率(％) Ａ問題 ６（２） １５．１ ６．８ 

通過率(％) Ｂ問題 ６（２） ２１．９ ９．７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）指導改善のポイント 

【課題】 

具体的に試行錯誤することを通して新たな発見を行い，一般的に成り立つことを考察・表現するこ

とに課題がある。 

 

【課題の分析】 

Ａ問題数学Ⅰ，Ｂ問題数学Ⅰとも（１）において，通過率がＡ問題で 55.8%，Ｂ問題は 53.5%であ

り，昨年度の類似の問題よりも若干上昇傾向にある。二次関数において，文字や式の意味を読み取ら

せる指導を継続していくことが重要であるが，（２）において，通過率がＡ問題で 13.8%，Ｂ問題は

19.7%とともに低いことから，問題の条件を変えることで，その結果や過程にどのような変化が見ら

れるか等を考察することができていない。 
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（５） 具体的な設問の分析（外国語） 

 

 

 

 

 

【今年度の出題のねらい】 

伝えたい情報や考えなどを正確に書くことができる。 

伝えたい情報や考えなどを整理して理由とともに書くことができる。 

 

Ａ問題コミュニケーション英語Ⅰ10（３） Ｂ問題コミュニケーション英語Ⅰ10（３） 

 

ある高校の英語の授業の中で，海外にある姉妹校からの訪問についてのグループディスカッションが行

われました。次の英文を読んで，あとの（１）～（３）の問いに答えなさい。 

Mr. Scott：   Fifteen students from our sister school are going to visit our school this December.     

              A   

Naoko：     I would like to have an okonomiyaki party with them because it will be a good chance 

for them to try one of the most famous foods in Hiroshima.  We can show them how to 

make Hiroshima-style okonomiyaki. 

Ryota：      That sounds nice, but I think it’s more fun for them to join a Japanese calligraphy 

class.  Japanese calligraphy is one of the most unique kinds of Japanese art.  I’m sure 

that they will like it. 

Mari：       That also sounds good, but I want to have a panel discussion with them.  We can 

talk about some topics, such as our school life and our future dreams.  We can 

communicate in English and know each other better. 

（１）本文中の   A   にあてはまる最も適切な英語を，次の ①～④ の中から選び，その番号を

書きなさい。 

① What food would you like to eat for lunch with them? 

② What activity would you like them to enjoy? 

③ What class would you like them to join? 

④ What topic would you like to talk about with them? 

（２）あなたは，Naoko，Ryota，Mari の意見についてどう思いますか。二人の意見を取り上げ，［   ］

内のうちあてはまるものをそれぞれ１つ選んで〇で囲みなさい。また，because … に続けて，あ

なたがそう考える理由を英語で書きなさい。 

    I think ［ Naoko’s / Ryota’s / Mari’s ］ idea is better than ［ Naoko’s / Ryota’s / Mari’s ］, 

    because                                                                                         

                                                                                                    

（３）海外にある姉妹校から訪問する生徒の一人が，あなたの家にホームステイすることになっていま

す。ディスカッション後に，Scott先生が次のようにあなたに言いました。あなたならどのように答

えますか。理由を含めて２文以上の英文で書きなさい。ただし，最初の文は I am going to … に続

けて書きなさい。 

    Mr. Scott ： What are you going to do for the student as a host family? 

    You ： I am going to                                                            

                                                                                 

 

○ 伝えたい情報や考えなどを正確に書くことに課題がある。 

○ 伝えたい情報や考えなどを整理して理由とともに書くことに課題がある。 

 

活用問題の課題 継続課題 
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（ア）解答状況及び誤答分析 

10（３）正確さ 

転記

番号 

正答:○ 準正答:△ 

誤答:× 無解答:－  
解答類型及び生徒解答例 

反応率（％） 

Ａ問題 Ｂ問題 

H27 H28 H27 H28 

１ 〇 
１文以上が正確な英語で書かれているも

の 
21.1 39.6 18.4 37.0 

２ △ 

正確ではないが，１文以上が内容理解を

する上で支障のない英語で書かれている

もの（準正答） 

29.4 24.5 29.2 25.0 

３ × 内容理解に支障をきたす誤りがあるもの 14.4 8.1 14.7 7.5 

９ × 上記以外の解答 3.6 2.3 3.7 2.1 

０ － 無解答 31.5 25.6 34.1 28.4 

 この設問においては，正答と準正答を合せた通過率は，平成 28 年度はＡ問題において 64.1％，Ｂ問

題において72.0％であった。これは，平成27年度と比較して，Ａ問題で50.5％から13.6ポイント，Ｂ

問題で47.6％から24.4ポイント上昇している。 

正確さという観点では，正答のみに着目すると，平成 28 年度は正答率がＡ問題で 39.6％，Ｂ問題で

37.0％と，平成27年と比較してＡ問題で21.1％から18.5ポイント，Ｂ問題で18.4％から 18.6ポイン

ト上昇しているものの，依然として低い数値であることが分かる。原因としては，読み取った内容を基

に自分の考えをまとめ，英語で表現するものであり，書く内容に意識が向きがちになり，正確さの面に

まで意識が向きにくくなったことが考えられる。  

 

10（３）内容・構成 

転記

番号 

正答:○ 準正答:△ 

誤答:× 無解答:－  
解答類型及び生徒解答例 

反応率（％） 

Ａ問題 Ｂ問題 

H27 H28 H27 H28 

１ 〇 

 自分の意見と理由が書かれており，意

味内容において妥当性があるもの（必ず

しもbecauseは必要ではない。） 

32.5 40.3 31.4 38.7 

２ × 

自分の意見とその理由が書かれている

が，意味内容において妥当性を欠いてい

るもの 

11.3 13.1 11.2 12.6 

３ × 
自分の意見は書かれているが，その理由

が書かれていないもの 
8.9 11.0 8.6 11.9 

４ × 
自分の意見は書かれていないが，理由が

書かれているもの 
0.5 0.4 0.4 0.3 

５ × 

I have no idea, I don't know, I can't, it is 

impossible 等，自分の意見が提供できな

い旨が書かれているもの 

1.8 0.1 2.1 0.1 

６ × 
本文中のNaoko, Ryota, Mariの意見やそ

れぞれの理由を書いているもの 
3.7 1.0 3.0 0.7 

９ × 上記以外の解答 9.7 8.5 9.3 7.3 

０ － 無解答 31.5 25.6 34.1 28.4 
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 次に，内容・構成の観点については，Ａ問題が40.3％，Ｂ問題が 38.7％の正答率であり，昨年度と比

較してＡ問題は7.8ポイント，Ｂ問題は 7.3ポイントとそれぞれ７ポイントを超える上昇が見られ，約

４割の生徒が問いの内容を正しく理解し，伝えたい内容を整理して理由とともに適切に表現することが

できている。一方で，理由は書かれているが意味内容において妥当性を欠いているもの，及び自分の意

見は書かれているが適切な理由づけのないものの割合がＡ，Ｂ問題において13％程度であり，依然とし

て伝えたい情報や考えなどを整理して理由とともに書くことに課題があると考えられる。 

 

【関連する過去の問題】 

 

ある高校の英語の授業の中で，グループディスカッションが行われました。次の英文を読んで，あとの

（１）～（３）の問いに答えなさい。 

Student A ： How can we make our school more attractive?  Let’s think of ideas. 

Student B ：  I think we can attract new students to our school by offering another language.  

Now, we only take English classes.  Korea is close to Japan and we have a sister 

school there.  If we offer Korean, more students will be interested in our school. 

Student C ：   That’s an interesting idea, but I think holding a special school event can be more 

attractive.  The area around our school is famous for flowers.  We can hold a 

flower festival every year.  New students will like that. 

Student A ：   I think a study abroad program will bring more new students.  Many students 

want the chance to study in a foreign country, maybe America or Australia.  This 

program will be very exciting to students coming to our school next year. 

（注）attractive ： 魅力的な 

（１）このグループディスカッションで話し合われた主題として最も適切なものを，次の ①～④ の

中から選び，その番号を書きなさい。 

    ① 地域の人々に，花祭りの花を学校に提供してもらう方法について 

    ② 姉妹校の生徒に，自分たちの学校をよく知ってもらう方法について 

    ③ 中学生に，自分たちの学校に興味を持ってもらう方法について 

    ④ 新入生に，学校にできるだけ早く慣れてもらう方法について 

（２）あなたは，Student A，Student B，Student C の意見についてどう思いますか。本文に基づ

いて，次の英文を完成させなさい。［   ］内のうち，あてはまるものを１つ選び〇で囲み，

because … に続けて適切な英文を書きなさい。 

    I think ［ Student A's / Student B's / Student C's ］ idea is better than the others,  

    because                                                                                         

（３）Student A が，あなたに次のように言いました。あなたはどのように答えますか。理由を含めて

２文以上の英文で書きなさい。ただし，最初の文は I think … に続けて書きなさい。 

    Student A ： Will you give us any other ideas? 

    You ： I think                                                                                            
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（イ）分析と課題 

 設問（３）については，正確さという観点から，平成28年度については通過率がＡ問題において64.1％，

Ｂ問題において72.0％と，Ａ問題，Ｂ問題どちらについても，内容理解をする上で支障のない正確さを

備えた英語で答えた生徒の割合が６割を超えている。また，内容・構成については，平成 28年度につい

ては通過率がＡ問題において 40.3%，Ｂ問題において38.7%とＡ問題，Ｂ問題どちらについても４割程度

の通過率であるが，昨年度と比較してどちらも上昇しており，表現活動においてなされた指導の成果が

一定程度見られる。一方，主張と理由に一貫性のないものや，客観性に欠けるもの，記述内容が場面設

定に合っていないもの等も多く見られる。読み取った内容について考え，何を伝えるべきか判断し，自

分の言葉で分かりやすく表現する力を育成するためには，普段の授業において，まとまりのある英文を

扱う場合に，情報や筆者の考えに対して評価を加えながら読み，自分の考えを表現させる活動を工夫し，

伝えたい情報や考えなどを整理して理由とともに書く力を育成する指導とともに，伝えたい情報や考え

などを正確に書く力を育成する指導を継続的に行っていく必要がある。 

 

【学校における教科の指導と設問の通過率との関連】 

指導 外国語科では，自分の考えなどを整理して場面や目的に応じて英語で書かせる機会を設けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ かなり相関がある。 

○ 「あてはまる」と回答した学校の生徒と「あてはまらない」と回答した学校の生徒との通過率の

差は，正確さについてはＡ問題で33.7ポイント，Ｂ問題で 34.1ポイント，内容・構成については

Ａ問題で30.0ポイント，Ｂ問題で 33.6ポイントである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 指導改善のポイント 

 

 

 

 

 よく・やや 
あてはまる 

あまり・まったく 
あてはまらない 

通過率（％） 

Ａ問題 10 

（３）正確さ 
76.2 42.5 

Ｂ問題 10 

（３）正確さ 
73.3 39.2 

Ａ問題 10 

（３）内容・構成 
51.2 21.2 

Ｂ問題 10  

（３）内容・構成 
49.8 16.2 

 

○ 自分で体験した内容や学んだことについて，相手に正しく伝わるように正確に英

語で表現するにはどうしたらよいかを，ペアやグループでお互いに助言し合いなが

ら考え，発表させる学習活動を取り入れる。            ⇒ｐ.７０ 

〇 意見文の論理構成の特徴を生徒自身に気付かせ，それを踏まえて伝えたい情報や

考えなどを整理してパラグラフ形式で書く学習活動を取り入れる。  ⇒ｐ.７７ 

                                               

【課題】 

基礎・基本となる語句や文法事項などの定着とともに，場面設定や主張と理由の一貫性などに留

意し，自分の考えを整理して書く力の育成が十分できていない。 

【解答状況】 

「海外の姉妹校から訪問する生徒の一人が，あなたの家にホームステイすることになった場合，

ホストファミリーとしてどのようなことをするか。」という問いに対する答えを，理由を含めて２文

以上の英文で書く問（３）において，「正確さ」「内容・構成」のいずれの観点でも，正答率が約４

割に留まっている。 
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