
 

 

８ 読んだ内容について適切に応じる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学習指導要領における領域・内容 

 言語活動 ウ 読むこと 
  (オ) 話の内容や書き手の意見などに対して感想を述べたり賛否やその理由を示したりなどすること

ができるよう、書かれた内容や考え方などをとらえること。 

■正答及び誤答の要因 

■主な誤答とその要因 

正答例  正答率 誤答率 無答率 

食糧を無駄にすることをやめるために自分ができることについ
て、十分理解できる英語（大文字・小文字の書き分け等に誤りがあ
るものを含む）で解答しているもの 

（正答例） 
・We should not buy too much food. 

・if I can’t eat everything, I can share it with others. 広島市 9.8％ 65.5％ 24.7％ 
食糧を無駄にすることをやめるために自分ができることについ

て、おおむね理解できる英語（書き手の考えを伝える上で、大きな
支障となる語や文法事項等の誤りがないもの）で解答しているもの 

（正答例） 
・We should not buy too many food.（形容詞に誤りがある） 

・Why don’t eat all food?（主語が欠落している） 

･Buying enough food to eat for one day.（句で書いている） 

全国 10.9％ 61.2％ 27.9％ 

問題点が飢餓に苦しむ人々がたくさんいることだととらえ、自分
ができることを解答しているもの（書き手の考えを伝える上で、大き
な支障とならない程度の誤りがあるものを含む） 
（正答例） 
･We should give food to poor countries to help hungry people. 

･We should giving food to poor countries to help hungry people. 

（動詞の活用形に誤りがある） 

・Why don’t send money to poor countries?（主語が欠落している） 

主な誤答 要因 

・食糧を無駄にすることをやめるために自分ができ
ることを示していないもの。 
・書き手の考えを伝える上で、大きな支障となる語
や文法事項等の誤りがあるため、伝えたい内容が
理解できないもの。 

・問いかけに対して、同様の内容を繰り返したり、感
想を述べたりするだけであったりするなど、解決策と
して適切さや具体性が欠けている。 
・語順やつづりの誤り、動詞の欠落や重複など、考え
を伝える上で大きな支障となる語や文法事項の誤り
がある。 

中学校英語 

英語の授業で、次のような資料が配られました。これを読んで文中の問いかけに対するあなたの考えを英語
で簡潔に書きなさい。 

   There are a lot of hungry people in the world.  The World Food Programme gives food to 

about 90,000,000 people in 83 countries.  Japan is a member of this project.  However, here 

in Japan, people waste more than 6,000,000t of food every year.  It means that one person 

wastes two rice balls every day.  We waste food not only at home, but also at restaurants, 

convenience stores, supermarkets, schools, and some other places.  That is really 

mottainai!  We have to stop wasting food now.  What can we do about this problem? 

（注）the World Food Programme : 世界食糧計画（国際連合の事業） 

   project : 事業  waste : ～を無駄にする  rice ball : おにぎり 

   not only ～, but also… : ～だけでなく,…も 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の系統と指導のポイント 

中学校第１学年 

学校を紹介する英文を読んで、自分の学校をＡＬＴの家

族に紹介する英文を書く 

アヤからのお礼の手紙を読んで、ソフィアになったつも

りで手紙の返事を書く 中学校第 1学年 

Lesson 6 外国の学校と日本の学校 

① 外国の学校を紹介している文章を読み、ボブの学校についてわ

かる部分に下線を引く。 

Bob’s school (America) 

Bob: In America, we don’t eat lunch in classrooms.  I like this Japanese 

style. 

Aya: Where do you eat? 

Bob: In the cafeteria. We buy food there. 

Aya: Really? 

Bob: Yes, but some of my classmates bring lunch from home. 

② 自分の学校を紹介する英文を書く。 

 （例）We usually have six classes every day. 
        We eat lunch in our classroom.     など 

中学校第２学年 

Lesson 9 オーストラリアの観光地から 

① ソフィアになったつもりでアヤたちからの手紙を読む。 

 ・ アヤたちが喜んでくれたことは何だろう。 

 ・ ソフィアがメールをした後に、アヤたちが学んだことは何だ

ろう。 

② ソフィアになったつもりで、アヤたちからのお礼の手紙に対す

る返事を書く。 

Lesson 8 Water Problems 

① 世界の水問題に関する文章を読み、表にまとめる。 

Singapore Bangladesh Africa 

・import water from 

Malaysia 

・collect rainwater in 

special tanks 

・can’t get clean water 

・cannot attend school 

  ( many girls) 

② 教科書以外の資料も参考にしながら、世界の水問題に関する感

想や意見を書く。 

英文を読んだことを基にして感想や意見、賛否、また、その理由を発信する統合的な指導のた

めに 

① 感想や意見等、英文を書く目的、場面、状況を理解する。 

② 話の内容や書き手の意見などを主体的にとらえる。 

 ・ 英文の大事なところに線を引きながら読む。 

 ・ 何を書くか考えながら読み進める。 

③ 既習の表現を用いて、感想や意見、賛否及びその理由を表現する。 

 ・ 先生が示した役に立つ表現を活用して英文を書く。 

・ 書いた英文をグループ内で交流する。 

本設問の活用の手順 

世界の水問題に関する英文を読んで、自分の感想や意見

等を書く 


