全国学力・学習状況調査 中学校 英語 第３学年

特徴的な誤答
✕ コミュニケーションに支障をきたすような語や

正答例
◎やり取りを踏まえた内容を，正確な英語で解答
している。
・What kind of food does your brother cook?

文法事項等の誤りがある。
・What your brother cook food?
✕やり取りを踏まえた内容を解答していない。

・What subject does your mother teach?

・I’m hungry. Christmas chicken very good.

○やり取りを踏まえた内容を解答しているが，コ

✕無解答

ミュニケーションに支障がない程度の誤りがあ

ここがつまずき！

る。

・今まで英語でやり取りをする機会が少なく，

・What subject do your mother teach?

即興でやり取りすること

・Is your brother student?

ができていない。

（準正答）

日々の学習における改善･充実
・小学校の時に生徒たちが行ってきた Small Talk

～ペアで英語でやり取りをする場面～
What do you like doing?

問いかけ

Me too. But I like playing video games
the best.
この後，何を聞けば会話が続くかな？

Do you have any ideas?

あ！ Anything else?

してみませんか？

How about you?

OK, everyone. What can we ask her?

When do you read them?

こんな

I like reading comic books.

生徒の つまずき ！

～生徒から意見を集めて全体で確認～

の活動を通して，英語でやり取りを継続する力を
中学校でさらに高めましょう。

誤答 から見える

That‛s nice. Then, let‛s
talk with another friend.

Small Talk 指導のポイント
◯身近な話題でやり取りを楽しんで。
◯帯活動，導入等の様々な場面で。
◯正確さよりも「内容重視」で。
◯既習表現を使って，対話を継続できる表現
の定着を。
◯『活動→指導→活動』の流れで。

授業改善 の

POINT

小学校の時に慣れ親しんだ
全国学力・学習状況調査 小学校 算数 第６学年
Small Talk の積極的な活用を！

全国学力・学習状況調査 中学校 英語 第３学年

山梨県学力把握調査 中学校 英語 第２学年

特徴的な誤答

・大事な部分を捉えられていない。
・記事の構成や展開を捉えられていない。

問題の概要

環境問題についての記事を読み，自分の言葉で内容を
まとめる問題

・無解答

正答例

ここがつまずき！

Environmental problem is a big problem. We should
do something to save the earth. For example, we can
bring eco-bags when we go shopping. We can start
something for the environment.
・本文の要点を捉え，流れに沿って書かれている。

・まとまりのある文章をただ漠然と読んで
いるので，大事な部分を見つけて，それら
の情報を整理しながら読むことができて
いない。

・本文の表現を用いて自分の言葉でまとめている。

誤答 から見える

生徒の つまずき ！

日々の学習における改善･充実
・文章全体を漠然と読むのではなく，
読む目的や読み取るポイントをはっ
きりさせて読むことが大切。そのた
めに教師が理解を深めるための発問
を工夫する。

こんな

問いかけ
してみません
か？

Do you know 5 Rs?
Yes. Reduce, reuse, recycle, and…
What can we do to save the earth?
Today, let‛s read about that.
Reading

Time…

What is the main idea of the first
paragraph? Find the key sentence.
Make pairs and share, please
I think this is
the main idea.

I think this part is
the most important.

全体でシェアして要点を確認する。

What are the keywords in the first paragraph?
Share your ideas with your partners.

Environmental
problem …

Save the earth
Reduce, Reuse

キーワードを板書等で全体にシェアし，
概要をつかむ。

Next, explain your partners about the
first paragraph.
Environmental problem is a
big problem. We have many
things to do for the earth.

I think that this
writer tells us …

全体でシェアした後，ペアを変えてもう１回行う。
次のパラグラフも同様に活動する。

〇読む目的やポイントを示す。
〇事実を確認する発問，本文から推論する発問，
自己に関わる発問など，理解を深める発問の工
夫をする。
〇様々な活動の場面を仕組み，さらに理解を促す。
〇自分の言葉で相手に伝える。
（リテリングなど）

授業改善 の

POINT

文章の内容理解を助けるために，
発問の工夫をし，様々な活動の場面を仕組もう！

教育課程実施状況調査 中学校 英語 第３学年

特徴的な誤答

問題の概要

✕ コミュニケーションに支障をきたすような語

ALT に次のように質問されました。あなたは何
と答えますか。３文以上の英語で答えを書きなさ
い。
Q. I’m interested in Japanese food. What
kind of Japanese food do you like the
best?

正答例

I like sushi the best. Because it is so
fresh and delicious. There are many
kinds, but I like maguro the best.
・例えば「答え→理由→さらに説明」のように文
と文のつながりを意識して３文が書けている。

や文法事項等の誤りがある。
I sushi. It famous in Japan. And popular.
✕文と文のつながりのない。
I like sushi. I like ramen too. I like Japan.

ここがつまずき！
・文と文のつながりを意識しながら，
「話して書く」
「読んで書く」
「聞いて書く」等の技能を統合しつ
つステップを踏んだ
活動の経験が少ない。

誤答 から見える

生徒の つまずき ！

日々の学習における改善･充実
こんな

・話題に対して，様々な技能を統合させて，
最終的に書いてまとめていく活動
From now, I’ll give you some
questions. At first, you take notes,

問いかけ
してみません
か？

Tell me more.
Well, I enjoy seeing them
with my family every summer.

then, talk with your partner.
What do you want to do this summer vacation?
I want to see fireworks.

Next, write down what you talked.
After that, check your sentences
each other in your group.

I want to swim in the sea.
Why do you want to do that?
Because they are very beautiful
and make me happy.

教師の質問に対して…
①メモを作る ②生徒どうしで話す
③書いてまとめる
ステップを踏んだ活動を！

授業改善 の

POINT

複数の技能を統合させて，ステップを
全国学力・学習状況調査 小学校 算数 第６学年
踏んでまとまりのある文章を書く場面を！

