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３ 各教科の問題ごとの結果分析と授業改善のポイント 

 

(1) 国語（小学校第５学年対象） 

１ 聞き取るべき内容を自分で判断し、話の中心となる必要な情報についてメモを取りながら聞

くことができる。                         【話す・聞く能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

１(1)は、めぐみさんの「速く泳げるようになるには、どのようにするとよいですか。」という質

問に対して、田中さんが答えている部分に着目する。 

その際、田中さんの発言にある「まず、たくさん泳ぐこと」「それともう一つ、負けたくないとい

う気持ちを強くもつこと」「でも、まずは、とにかく泳ぐことを好きになること」を正しく聞き取り、

田中さんが伝えようとしていることの中心を考えることができるかをみる問題である。 

正答は「ウ」で、91.9％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは、「エ」で 4.8％であ

る。この誤答の要因として、めぐみさんの「一日に何時間くらい練習しているのですか。」という質

問に対する田中さんの答えである「合宿になると９時間くらい練習しています。」の部分から判断し

たことによるものと考えられる。 

 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

１(2)は、このインタビューの中で、めぐみさんがどのような質問の仕方をしているかに着目す

る。めぐみさんは、田中さんに練習の内容について質問する際、田中さんの答えに対して、「練習と

 めぐみさんの「速く泳げるようになるには、どのようにするとよいですか。」という質問に 

対して、田中さんが答えていることとして、最もふさわしいものはどれですか。次のアからエ 

までの中から一つ選び、記号で答えましょう。 

ア 速く泳げるようになるには、三才から水泳を習い始めて、努力を続けるとよい。 

イ 速く泳げるようになるには、毎日、宿舎で焼き肉やラーメンを食べるとよい。 

ウ 速く泳げるようになるには、まずは、泳ぐことを好きになって、楽しむとよい。 

エ 速く泳げるようになるには、プールで九時間泳ぎ続けて、体力をつけるとよい。 

ア イ ウ（正答） エ その他 無解答 

2.7％ 0.3％ 91.9％ 4.8％ 0.1％ 0.1％ 

めぐみさんのインタビューのしかたでよかったこととして、最もふさわしいものはどれです 

か。次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えましょう。  

ア 田中さんに質問したいことを四つにした理由を伝えて、田中さんが安心して質問に答え

られるようにしていること。 

イ 田中さんの答えに対して、さらにくわしく聞く質問をして、田中さんからより多くの情

報を聞き出そうとしていること。 

ウ 田中さんからの質問に対して、ていねいに調べてから答えるようにして、田中さんに失

礼がないようにしていること。 

エ 田中さんの考えに対して、賛成か反対かを伝えるようにして、田中さんの考えをさらに

聞き出そうとしていること。 

ア イ（正答） ウ エ その他 無解答 

16.6％ 57.7％ 22.9％ 2.5％ 0.1％ 0.2％ 



−  17  −

 

- 17 -

いっても、プールで泳ぐだけではないのですね。では、一日に何時間くらい練習しているのですか。」

などと、さらに詳しく聞く質問をして、田中さんからより多くの情報を聞き出そうとしている。こ

のようなめぐみさんのいくつかの発言から、今回のインタビューの中でめぐみさんが行っているイ

ンタビューの仕方の工夫に気付くことができるかをみる問題である。正答は「イ」で、57.7％の正

答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは、「ウ」で 22.9％である。この誤答の要因として、

今回のインタビューの中でめぐみさんは行っていないが、インタビューの仕方として適切であるた

め、今回のインタビューの内容とは関係なく選んでしまったことによるものと考えられる。また、

田中さんからの質問に対して、ていねいに答えていることから、調べてから答えていると誤って判

断したことによるものと考えられる。 

 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

１(3)は、めぐみさんが「ちょっと、ゆうじくん。」と言ったあとの発言に着目する。その発言の

中に「まだ、みんなで考えた質問が残っているのだから、自分の質問はあとにして。」という部分が

ある。このことから、インタビューの内容が事前に準備していた内容から外れていることに気付く

ことができるかをみる問題である。正答は「エ」で、97.2％の正答率である。誤答の中で最も反応

率が高いのは、「ウ」で 1.8％である。この誤答の要因として、めぐみさんが、ゆうじくんの話をさ

えぎって注意した部分のやりとりを正確に聞き取ることができなかったことによるものと考えられ

る。 

 

【問題の概要】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 めぐみさんは、インタビューのと中で、「ちょっと、ゆうじくん。」と、ゆうじくんの質問を 

止めました。その理由として最もふさわしいものはどれですか。次のアからエまでの中から一 

つ選び、記号で答えましょう。 

ア ゆうじくんが、田中さんをおこらせてしまいそうな言葉づかいで質問をしようとしてい

たから。 

イ ゆうじくんが、これまでの話を聞かずに、めぐみさんと同じ質問をくり返そうとしてい

たから。 

ウ ゆうじくんが、田中さんが話し終わるのを待たずに、一方的に質問を続けようとしてい

たから。 

エ ゆうじくんが、代表委員会で考えた質問とはちがう質問を自分勝手に続けようとしてい

たから。 

ア イ ウ エ（正答） その他 無解答 

0.3％ 0.3％ 1.8％ 97.2％ 0.1％ 0.2％ 

 あなたは、インタビューをするときに、どのようなことに気をつけるとよいと思いますか。 

次のアからエまでの中には、ふさわしいものがいくつかありますが、あなたの考えに最も近い 

ものを一つ選び、記号で答えましょう。 

ア 時間内に必要な情報を聞き出すために、事前に聞きたいことを整理して、質問や流れを

考えておくとよい。 

イ 相手からできるだけ正確な情報を聞き出すために、相手が答えを考える間を十分にとる

ようにするとよい。 

ウ 相手からたくさんの情報を聞き出すために、相づちを打ったり、必要に応じて質問を付

け加えたりするとよい。 

エ インタビューをした内容を友達に伝えるために、段落と段落とのつながりを考えて報告

する文章を書くとよい。 
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【結果分析】 

 ア（正答） イ（正答） ウ（正答） エ その他 無解答 

反応率 66.0％ 9.0％ 21.7％ 2.7％ 0.2％ 0.3％ 

教科全体の平均正答率 75.4％ 64.4％ 78.8％ 50.8％ 43.3％ 28.1％ 

１(4)は、インタビューをするときに、どのようなことに気を付けるとよいかについて理解でき

ているかどうかをみる問題である。正答は「ア」、「イ」、「ウ」のいずれかで、96.7％の正答率であ

る。誤答の要因として、インタビューをするときではなく、インタビューをしたあとの活動を想起

し、インタビューしたことの内容を友達に伝えるために、段落と段落とのつながりを考えて報告す

る文章を書くことを、インタビューをするときに気を付けるとよいことと捉えてしまったことによ

るものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 聞き取るべき事柄を予想させたり判断させたりして、聞き取った情報から

考えさせる指導の充実を図る。 

話合いやインタビューなど、児童に交流をさせる活動を行う場合、児童にその活動の目的を明確

に示すことで、聞き取るべき事柄を予想させたり、判断させたりすることができる。また、聞き取

った情報と、資料（メモ、図表、絵、写真など）から得た情報とを結び付けることを通して、自分

の考えをもてるように指導することが必要である。 

 ＜指導事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習場面  学校の代表として全校集会で水泳選手の田中さんにインタビューをしている場面 

 
質問したいことを、もう一

度確認しておこう。 

目的を明確にする。 

○聞き取るべきことは何かを考えさ

せるために、目的を明確に示す。 

事前に考えておいた「水泳選手の田中さんに質問したいこと」について、より多くの情報を聞

き出したり、インタビューの内容が質問したいことから逸れないように話題を整理したりして、

水泳選手の田中さんについて知ろうという目的を果たせるようにインタビューを進めていくこと

が大事ですね。オリンピックに向けて努力する姿から、たくさんのことを学べるとよいですね。 

 

 

そうですね。泳ぐ以外にもいろいろ

な練習をしていますよ。 

聞き取るべき事柄を予想させた

り、判断させたりする。 

○「きっとこういうことを話してく

れるだろうな」「そのことについて

もっと聞かせてほしいな」など、

必要に応じて聞き方を工夫するよ

うに指導する。 

練習といっても、プールで泳ぐだけでは

ないのですね。 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

インタビューをするときに気を

付けるとよいことを理解させる。 

○準備しておくこと、相手への気遣

い、相づちの打ち方や質問の付け加

え方など、よりよいインタビューに

するために必要なことを指導する。 

では、一日に何時間くらい練

習しているのですか。 

目的をもってインタビューするのですから、その目的をしっかり果たせるように準備をしたり

工夫をしたりする必要があります。相手の立場を考えて質問することはもちろんですが、せっか

く答えてくれた情報ですから、その情報を基に自分の考えをもつためにも、必要に応じてメモを

とり、活用できるようにしておくことも忘れないようにしましょう。 

質問したいことを時間内に聞けるように、整理

したり、事前にある程度調べたりしておこう。水

泳競技の種目のことを何も知らないで質問するの

はよくないよね。 

田中さんが質問に答えやすいように、考える間

を取ったり、ちゃんと相づちを打ったりしよう。 

田中さん 
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２ 第４学年までに配当されている漢字を文脈に即して正しく読むことができる。 

【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

【結果分析】 

２(1) 

 

 

 

２(1)は、「養」という漢字を文脈に即して正しく読むことができるかをみる問題である。「養」

は第４学年の配当漢字である。正答は「やしな」で、70.5％の正答率である。誤答の要因として、

「やしな」という読みが十分身に付いておらず、音読みの「よう」と間違えてしまったり、「かう」

のように文の意味から読みを推測してしまったりしたことによるものと考えられる。 

 

２(2) 

 

 

 

２(2)は、「天然」という漢字を文脈に即して正しく読むことができるかをみる問題である。「天」

は第１学年、「然」は第４学年の配当漢字である。正答は「てんねん」で、96.6％の正答率である。

誤答の中で最も反応率が高いのは、「てんぜん」で 1.3％である。この誤答の要因として、「然」を

「自然」のように「ぜん」と間違えてしまったことによるものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 教室掲示などを利用し、漢字の読みの定着を図る。 

  (1)「養」よりも (2)「天然」の読みの正答率が高い要因として、「てんねん」という語彙が「天

然記念物」などの言葉として広く認識されていることが考えられる。漢字の表記としても、社会科

や理科、総合的な学習の時間など、日常の学習場面で接する機会が多いことによるものと考えられ

る。「養」については、「かう」のように文の意味から読みを推測しやすいため、訓読みについて間

違ってしまうことが考えられる。このような訓読みを間違えやすい漢字については、教師が把握し

ておき、意図的に熟語や例文を使って指導したり教室掲示を行ったりして、日常的に目に触れるよ

うに努め、定着を図る必要がある。 

＜指導事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 次の(1)と(2)の   をつけた漢字の読みをひらがなで書きましょう。 
(1)まゆから糸をとるために、かいこを養う。 
(2)旅行に行って、天然の温せんに入った。 

「やしな」（正答） 「か」 「よう」 その他 無解答 

70.5％ 10.2％ 0.5％ 14.7％ 4.1％ 

「てんねん」（正答） 「てんぜん」 「しぜん」 その他 無解答 

96.6％ 1.3％ 0.4％ 1.0％ 0.6％ 

学習場面  社会で、漁業の学習で学んだことについて、新聞にまとめている場面 

  
「サケの栽ばい漁業やマグロの養しょく漁業に

ついて学びました。これからの漁業は、つかまえる

だけでなく、育て増やしていくことも大事だという

ことが分かりました。」 

国語科の授業では、基本的な

指導(音読み、訓読み、書き順、

画数、意味、部首 等)を行う。 
○他教科の学習で接した場

合、意図的に漢字を取り上
げて指導したり、教室掲示
を行ったりするなどしてお
く。 

そうですね。「栽ばい」や「養しょく」の漢字の意

味からもどのような漁業かが分かりますね。「養」は、

他に「養豚」「養鶏」「養蚕」などの言葉もあります。 
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３ 第３学年までに配当されている漢字を文脈に即して正しく書くことができる。 

【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

【結果分析】 

３(1) 

 

 

 

３(1)は、「練」という漢字を文脈に即して正しく書くことができるかをみる問題である。「練」

は第３学年の配当漢字である。正答は「練」で、61.3％の正答率である。誤答の要因として、「練習」

のように音読み「れん」は理解しているが、漢字の意味や訓読みについて、正確に理解していなか

ったことによるものと考えられる。 

３(2) 

 

 

 

 

３(2)は、「道路」という漢字を文脈に即して正しく書くことができるかをみる問題である。「道」

は第２学年、「路」は第３学年の配当漢字である。正答は「道路」で、78.7％の正答率である。誤答

の要因として、一画足りなかったり、多かったりするなど、漢字を構成するそれぞれの部分につい

て、正確に習得していないことによるものと考えられる。また、平成 22 年度「児童・生徒の学力向

上を図るための調査」では、「路線」という漢字を正しく読むことができるかという問題で、90.0％

の正答率であった。このことから、「路」を「ろ」と読むことはできているが、正確に書くことに課

題があることが考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 画数の多い漢字の学習をするときは、画数で確認したり、部首や組み立て

を意識したりして、児童一人一人の覚えやすい方法に合わせて、様々な学び

方ができるよう指導の充実を図る。 

  画数が多く、一画多かったり少なかったりするなどの誤答が見られたり、漢字の構成を間違えた

りする漢字は、画数を声に出して書きながら練習したり、部首や組み立てを意識して確認しながら

書いて練習したりすることが大切である。漢字を覚えるときに、書き順を基に覚えるのが得意な児

童、構成する部分の組み立てを考えながら覚えるのが得意な児童など、個に応じて様々な学び方が

できるよう指導の充実を図ることが必要である。 

＜指導事例＞ 

 

 

 

 

 

 

３ 次の(1)と(2)の   をつけたカタカナの部分にあたる漢字を書きましょう。 
(1)運動会のつな引きで勝つために、作戦をネる。 
(2)大きなドウロをたくさんの車が走っている。 

学習場面  画数の多い漢字について指導する場面 

 
 漢字を構成するそれぞれの部

分の意味を手がかりに指導す

る。 

糸を作るときに、ごみや余分なものを取り除き、より

よい糸を作ろうとしたことから、「練」という漢字がで

きたそうです。昔は「練」を糸へんに「選り分ける」と

いう意味の「柬」を結び付けて書いていたそうです。 

「練」（正答） 「寝」 その他 無解答 

61.3％ 0.1％ 21.3％ 17.3％ 

「道路」 

（正答） 

「道」の書き

はできている 

「路」の書き

はできている 

「道」も「路」も

間違っている 
その他 無解答 

78.7％ 14.4％ 1.0％ 1.4％ 1.1％ 3.4％ 
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４ 目的や意図をもって二つの資料を読み、筆者の思いや考えを理解・解釈してまとめの文を書く。 

 

 

 

 

 

(1) 【資料Ａ】の文章から、トマトの実の色についての情報を正確に取り出すことができる。      

【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

４(1)は、【資料Ａ】に着目して、トマトの実の色についての情報を正確に取り出し、トマトの

実が熟す前と後でどのように色を変化させるかについての説明を正確に理解することができるか

をみる問題である。【資料Ａ】の１、３段落に着目し、１段落にある熟す前のトマトの実の色につ

いての記述や、３段落のトマトの実が育ち、種ができるころの色についての記述に着目することで

正答を導くことができる。正答は、①は「緑」、②は「赤」で、78.2％の正答率である。誤答の中

で反応率が高いのは、①を緑、②を赤以外の漢字一文字で解答しているもので 0.6％である。この

誤答の要因として、「赤」を連想させるトマトの「実」と解答するなど、本文と問題文を正確に読

むことができなかったことによるものと考えられる。 

 

(2) 【資料Ａ】と【資料Ｂ】の二つの資料の内容を比較・関連付けて読み取ることができる。 

【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 さとるくんは、【資料Ａ】を読んで、トマトの実の色について、次のように整理しました。①

と②に当てはまる色を表す漢字一文字を【資料Ａ】からそれぞれぬき出して答えましょう。 

〔トマトの実の色について〕 

・じゅくす前は、葉と同じ（①）色である。 

 ・実が育ち、種ができるころには（②）色になる。 

①緑、②赤 
（正答） 

①を緑、②を赤以外の漢字 
一文字で解答している 

①を緑以外の漢字一文字で、 
②を赤と解答している 

①赤、②緑と 
解答している 

その他 無解答 

78.2％ 0.6％ 0.5％ 0.4％ 19.4％ 0.9％ 

さとるくんは、【資料Ａ】と【資料Ｂ】の二つの資料から分かったことを整理しようとしてい

ます。【資料Ａ】と【資料Ｂ】の二つの資料から分かったこととして最もふさわしいものはどれ

ですか。次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えましょう。 

ア トマト以外にも、じゅくす前と後とで色が変化する果実がある。変化後の色はさまざま

でとても鮮やかである。 

イ トマト以外には、じゅくす前と後とで色が変化する果実はない。しかし、どれも鮮やか

で目立つ色である。 

ウ トマト以外にも、じゅくす前と後とで色が変化する果実がある。変化後はどれも緑色で

栄養をたくわえている。 

エ トマト以外にも、じゅくす前と後とで色が変化する果実がある。変化後はどれも食べら

れにくいように硬くなる。 

さとるくんの学級では、自分が関心をもったことについて調べて、学級のみんなに発表する

ことになりました。さとるくんは、野菜や果物の色について調べたいと思い、【資料Ａ】を見つ

けて読みました。そのあと、野菜や果物の色の変化のしかたについて調べたいと思い、【資料Ｂ】

を見つけて読みました。あとの(1)から(3)までの各問題に答えましょう。 

ア（正答） イ ウ エ その他 無解答 

74.1％ 4.3％ 7.7％ 12.0％ 0.8％ 1.1％ 
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４(2)は、トマトと果物や野菜の果実の熟す前後の色の変化について、【資料Ａ】と【資料Ｂ】

の二つの資料の内容を比較・関連付けて読み取ることができるかをみる問題である。正答は「ア」

で、74.1％の正答率である。【資料Ａ】からは、トマトが熟す前と熟した頃とで色が変化する果実

であることが分かる。また、変化後の色は赤で、とても鮮やかであることが分かる。【資料Ｂ】か

らは、１段落から２段落の４行目までに着目すると、果物や野菜の果実の色の変化について述べ

ており、その変化はトマトと同様に変化後の色がとても鮮やかであることが分かる。二つの資料

にある、果物や野菜の果実の熟す前と熟した頃の色についての記述に着目して、果物や野菜の果

実の熟す前後の色の変化の様子を探るという目的に応じて資料を比較・関連付けて読むことで正

答を導くことができる。誤答の中で最も反応率が高いのは、「エ」で 12.0％である。この誤答の要

因として、【資料Ａ】と【資料Ｂ】の中から、果物や野菜の果実の色や硬さについての情報を、「じ

ゅくす前とじゅくしたころ」に焦点を当てて、「同じ・似ている」といった観点で、比較・関連付

けて読み取ることができなかったことによるものと考えられる。 

 

(3) 【資料Ａ】と【資料Ｂ】の筆者の考えを理解・解釈して、さとるくんが目的に応じてまとめた

文章を考えることができる。     【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

４(3)は、二つの資料から分かることをまとめた文章を考えることができるかをみる問題である。

正答は「ウ」で、33.1％の正答率である。【資料Ａ】からは、トマトが、熟す前と熟した頃とで色

が変化する果実であることが分かる。また、変化後の色は赤でとても鮮やかであることが分かる。 

【資料Ｂ】からは、トマト以外の果物や野菜の果実も熟す前と熟した頃とで色が変化する果実で

あることが分かる。また、変化後の色は赤で、とても鮮やかであることが分かる。【資料Ａ】と【資

料Ｂ】の二つの資料から、「熟す前で実が緑色だと目立たないため鳥や動物に見つからない」「熟す

前で実が硬く甘くないと鳥や動物に食べられにくい」「熟すと実が赤くなり目立つので鳥や動物に

見つけられやすい」「熟すと実が柔らかく甘くなるので鳥や動物に食べられやすい」ということが

 次の文章は、さとるくんが【資料Ａ】と【資料Ｂ】の二つの資料から分かったことをもとに

自分の考えをまとめた文章の一部です。       の部分に入る文章として、最もふさわ

しいものはどれですか。あとのアからエまでの中から一つ選び、記号で答えましょう。 

野菜や果物の果実には、トマトのように色を変化させるものがあります。 

果実は、じゅくすと、あいうえおかきく             けこ 

果実の色には、野菜や果物が仲間をふやす役わりがあるのだと思いました。 

ア 鳥や動物に見つからないようにして身を守ります。その結果、鳥や動物に食べられにく

くすることで種が入っている実をできるだけ残して、ぜつめつしないようにすることがで

きるのです。 

イ 実が育ち、種ができるころには、甘くて栄養分が多くなります。その結果、それを食べ

た鳥や動物は、体が大きく元気に育ち、他の動物から身を守ることができるのです。 

ウ 色や香りが変化して、鳥や動物に食べてもらいやすくなります。その結果、果実といっし

ょに食べられた種は、鳥や動物によって遠くに運ばれ、別の場所で育つことができるのです。 

エ　カラフルでおいしくなり、人間によってたくさん育てられるようになりました。その結果、

果物や野菜のおかげで人間は、健康な生活を送ることができるのです。 

ア イ ウ（正答） エ その他 無解答 

19.4％ 10.8％ 33.1％ 34.2％ 1.0％ 1.5％ 
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分かり、これらのことから、「熟した実は、鳥や動物に食べられやすくなり、食べられた実と一緒

に種が運ばれ、離れた場所で鳥や動物がふんをすることで種が一緒に排出される」ということや、

「遠く、いろいろな場所に種をまくことができ、広く仲間を増やすことができる」ということを推

論することができ、正答を導くことができる。誤答の中で最も反応率が高いのは、「エ」で 34.2％

である。この誤答の要因として、果物や野菜の果実の色と果物や野菜が仲間を増やすこととの関連

について考えることができなかったことによるものと考えられる。果実が色を変化させる理由につ

いて調べて、「果実の色には、野菜や果物が仲間をふやす役わりがあるのだと思いました」という

主張につなげるにはどれが当てはまるかと考えると、「ウ」を選択することができる。 

 

【授業改善のポイント】 目的や意図をもって複数の資料を読み、内容を関連付けながら筆者の思い

を理解・解釈した上で、自分の目的に合うようにまとめ直す指導を図る。 

ある目的や意図をもって複数の資料を読むことで、筆者の考えをより深く理解することができる

とともに、自分の考えを広げたり深めたりできるようになる。目的に応じて複数の資料を読む中で、

内容がどのように関連付けられるかを考えるように指導することが大切である。 

＜指導事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習場面  「野菜や果物の色」について、関係のある資料を調べてまとめている場面 

 
ぼくは、鮮やかな赤色や黄色のトマトやパプリカを

見て、野菜や果物の色について調べたいと思い、その

理由についても興味をもったので調べてみることに

しました。最後は、調べて分かったことをまとめてク

ラスの友達に発表したいです。 

資料を読む目的を明確にさ
せ、そのために必要な情報
を取り出す。 
○「何のために」、「何を」、「だ

れに」、「どのように」などの

視点から目的を明確にさせ

る。 

○筆者が、どのように考えたり

思ったりしているかを理解・

解釈することが必要であるこ

とを伝える。 

目的に応じて文章を要約したり複数の情報を関連付

けて理解を深めたりすることが大切です。まずは、資

料Ａの筆者が、トマトの実の色の変化について述べた

ことを整理して、要約してみましょう。 

 

 

 

 

 

目的に合うように、【資料Ａ】と【資

料Ｂ】に書いてあることをまとめ

た文章を書く。 
○二つの資料を読み、比較・関連させ

て気付いたことや分かったこと、考

えたことを書くように指導する。 

 

何について比較・関連付けるのか観

点を決めることは、とても大切なこと

です。観点を決めないと、目的から逸

れてしまい、何について調べているの

かが分からなくなってしまいますね。 

複数の資料を読み、内容を関連付

ける。 
○共通する内容について他の資料では

どのように書かれているかを比べる

よう指導する。 

資料Ａを基にトマトの実の色の変化について

要約したことと、果物や野菜の果実について述べ

ている資料Ｂを、果実の色の変化という観点で比

較してみることにしました。 

トマト以外にも、熟す前後で色が変化する果

実があることが分かりました。確かにミカンも

色を変化させているな。熟すとオレンジ色にな

って、とても鮮やかだな。どうして、色を変化

させるのだろう？もっと調べたいな。 

二つの資料の内容から、果物や野菜の果実が色を変

化させる理由についての情報を読み取ると、実際には

記述されていないけれど、果実の色には、果物や野菜

が仲間を増やす役割があることを推論できましたね。

自分がどうしてそう考えたのか、根拠（事実）を基に

理由をまとめて、文章にして発表してみましょう。 
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５(1)  叙述をもとに場面の様子を正確に読み取ることができる。         【読む能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

５(1)は、叙述をもとに場面の様子を正確に読み取ることができるかをみる問題である。正答は

「イ」で、66.2％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは、「エ」で 11.5％である。こ

の誤答の要因として、畑で働く人たちといっしょに作業をしているという記述はないため、文章

全体を正しく読み取れなかったことによるものと考えられる。 

 

(2)  叙述の工夫を読み取ることができる。                  【読む能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

５(2)は、叙述の工夫を読み取ることができるかをみる問題である。正答は「エ」で、74.9％の

正答率である。本文の叙述に着目すると、「夜のように暗く、ミルクのような濃い霧」、「暗い畑」、

「暗闇」、「朝の光」、「金色」などと、色や明るさを想像させる言葉を多用し、日の出前のまだ暗

い光景から日の出を迎えて明るくなっていく様子を効果的に表現していることから、正答を導く

ことができる。また、「印象的な語や言葉等をくり返し使うこと」や「文章にリズムをもたせるこ

と」、「会話を中心に話を進めること」など、表現の仕方には様々な工夫があるが、この物語のこ

の場面でどのように用いられているかを考えることで正答を導くことができる。誤答の中で最も

反応率が高いのは、「ウ」で 12.0％である。この誤答の要因として、物語の中心となる人物である

「風香」と「拓也」の会話に着目できなかったことによるものと考えられる。 

 

 

 この場面の説明として、最もふさわしいものはどれですか。次のアからエまでの中から一つ選

び、記号で答えましょう。 

ア 風香が拓也と、早朝のまだ暗い中で金色のキャベツをとる作業をしている仁を手伝っている。

イ 風香が拓也と、早朝のキャベツ畑に来て、作業をする人たちや畑が朝の光につつまれてい

くのを見ている。 

ウ 風香が拓也と、キャベツとりの作業の手順を穂波から学んでいる。 

エ 風香が拓也と、濃い霧がたちこめる中、畑で働く人たちといっしょに作業をしている。 

ア イ（正答） ウ エ 無解答 

10.7％ 66.2％ 10.6％ 11.5％ 1.7％ 

 

 本文中の表現の特色について説明したものとして、最もふさわしいものはどれですか。次のア

からエまで中から一つ選び、記号で答えましょう。 

ア 霧という言葉をくり返し使うことで、読み手に霧が発生するしくみを分かりやすく伝えて

いる。 

イ 一文を短くして文章にリズムをもたせることで、読み手をどきどきした気持ちにさせている。 

ウ 三人の会話を中心に話を進めることで、読み手に自分もその会話の中に参加しているように

感じさせている。 

エ　色や明るさを想像させる言葉をくふうして使うことで、読み手にその場の光景が思いうかぶ

ようにしている。 

ア イ ウ エ（正答） その他 無解答 

6.3％ 5.6％ 12.0％ 74.9％ 0.1％ 1.2％ 
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(3)  「風香」の行動の意図を話の展開や言動から読み取ることができる。    【読む能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

５(3)は、「風香」の行動の意図を話の展開や言動から読み取ることができるかをみる問題であ

る。正答は「イ」で、77.4％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは、「ウ」で 11.5％

である。この誤答の要因として、「拓也」の「こんな暗い畑で、びしょぬれになって、みんな仕事

してたんだな。」という言葉と結び付けて読み取ってしまったことによるものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 言語活動を通してどのような資質・能力を身に付けさせようとしているの

か、指導のねらいを明確にする。 

事例１ 「読むこと」の領域における基礎的・基本的な知識・技能の育成を目的とする言語活動

の充実を図る場合 

〔物語を読んで、内容を要約する力を身に付けさせる場合〕 

文学的な文章においては、まず「いつ」、「どこで」、「だれが」、「何をしている」などの場

面設定を正確に捉えさせる。次に、叙述を基にして登場人物の性格や気持ちを想像させる。

特に、登場人物がどのような出来事をきっかけとして、どのように気持ちを変化させていく

のかを捉えさせる。その際、直接的な描写だけでなく、登場人物相互の関係に基づいた行動

や会話、情景などを通して暗示的に表現されている部分にも注意して捉えさせることが大切

である。これらの情報を、総合的に整理して内容を要約できるようにさせることが大切であ

る。 

＜指導事例１－１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「畑から立ちのぼる青く冷たい空気、そして日の光に満ちた空気を、風香は胸いっぱいにすいこ

んだ。」とありますが、「風香」が空気を胸いっぱいにすいこんだ理由として、最もふさわしいも

のはどれですか。次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えましょう。 

ア 朝の光の中につつまれていくことにおそろしさを感じ、そのおそろしさに負けない強い心

をもちたいと思ったから。 

イ 日の光にかがやく光景に感動し、今、感じたことや見たものを心と体の中にしっかりとど

めておきたいと思ったから。 

ウ 早朝の畑の暗さや気温の低さにおどろき、そこで働く人たちの苦労をいつまでも覚えてお

きたいと思ったから。 

エ 明日からも早起きをしようという決意を固めるために、朝のすがすがしさを全身で感じた

いと思ったから。 

ア イ（正答） ウ エ その他 無解答 

4.7％ 77.4％ 11.5％ 5.0％ 0.1％ 1.3％ 

学習場面  文学的な文章について、叙述を基に想像して読む場面 

 場面設定を正確に捉えさせる。 

○授業の導入において、場面設定を捉えさせ

るために、具体的な視点を示し、確認する。 

このお話は、「いつ」、「どこで」、「だ

れが」、「何をしている」のかな。表など

に整理してみよう。 

いつ どこで だれが 何をしている 

まだ暗い早朝
から日の出ま
での間 

キャベツ畑 風香と拓也 
（中心人物） 

作業をしている様子を見に来
ている。朝の光に包まれていく
畑の様子を見ている。 

表を使って整

理すると分かり

やすいな。 
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＜指導事例１－２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例２ 「読むこと」の領域における基礎的・基本的な知識・技能を手段として活用して、思考

力・判断力・表現力等を育成するとともに、基礎的・基本的な知識・技能の定着を図るこ

とを目的とする言語活動の充実を図る場合 

〔物語を読んだことを基に、自分の考えを表現させる場合〕 

文学的な文章を読み、感想を話す（又は感想文を書く）という言語活動は度々行われてい

る。その活動のねらいは、「読むこと」の「自分の考えの形成及び交流に関する指導事項」に

あるとおり、高学年であれば、「本や文章を読んで考えたことを発表し合い、自分の考えを広

げたり深めたりすること」に他ならない。しかし、漠然と感想を伝えようという課題を出し

ても、それでは児童にとって言語活動を行う必然性もなく、意欲もわかない。当然、主体的

な学びにつながらず、児童にとっては何について書いてよいのか分からない授業となってし

まう。 

そこで、「この物語を読んで、心を揺さぶられた場面について紹介し合おう」という活動の

ゴールと、「心を揺さぶられた場面について、物語の展開上どのような役割があるのか、また、

どのような表現の工夫がされているのかを読み、読んだことを基に自分の感想や考えをもつ」

という学習のゴールを設定する。 

これまで学んできた「読むこと」の領域における基礎的・基本的な知識・技能である「物

語の展開や場面の役割を読むこと」や、「表現の工夫」についての知識・技能を活用して、自

分の感想や考えをもち、伝えるという言語活動を通して、学習のゴールである「読んだこと

を基に自分の感想や考えをもち、表現する」力を育成することが大切である。 

＜指導事例２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習場面  文学的な文章を読んで、心を揺さぶられた場面について紹介する場面 

 

この物語を読んで、

一番心に残った場面

やその理由を、経験し

たことなどと関連さ

せて紹介してみよう。 

風香は、どうして畑から立ちの

ぼる青く冷たい空気、そして日の

光に満ちた空気を胸いっぱいにす

いこんだのだろう。 

登場人物の行動の意図を話の展開や言

動から捉えさせる。 

○文章全体の中の発言の位置付けや、直

前・直後の叙述を手がかりにして読み取

るように指導する。 

風香が、日の光にかがやく

光景に感動し、今、感じたこ

とや見たものを心と体の中に

しっかりとどめておきたいと

思って空気を胸いっぱいにす

いこんだ場面が印象に残りま

した。私も、日光に旅行した

時、……。 

学習場面  文学的な文章について、表現の工夫を基に想像して読む場面 

 叙述を関連付けて気持ちを捉えさせる。 

○登場人物の気持ちを捉えさせるために、気

持ちを想像するときの手がかりとなる叙述

を複数見付け、関連付けるように指導する。 

霧という言葉を繰り返し用いることで、読み手に

霧が発生した時の白くもやがかかっている様子を

想像しやすくさせていますね。また、二人の会話を

中心に話を進めることで、読み手にその会話の臨場

感が伝わってきます。日の出が進むにしたがって、

畑が光に包まれて、キャベツが金色に輝き始める場

面では、二人と一緒に気持ちが高ぶってきますね。

この場面全体を、読み取ったことを基にして、50

字で要約してみましょう。 

色や明るさを想像させ

る言葉を工夫して使うこ

とで、その場の光景が思い

浮かぶわ。 

活動のゴール 
これまでに学んだ「物語の

展開や場面の役割を読むこ

と」や、「表現の工夫」につ

いての知識・技能を活かし

て、読んだことを基に自分の

感想や考えをもつことがで

きるようになったよ。また、

感想文を書いてみたいな。 

学習のゴール 
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６ 

 

(1) 相手や目的に応じて書きたいことが適切に伝わるように書くことができる。   【書く能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

６(1)は、相手や目的に応じて書きたいことが伝わるように書くことができるかをみる問題であ

る。正答は「ウ」で、78.5％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは、「イ」で 11.8％

である。この誤答の要因として、メダカの様子について観察したことを記録するという目的に応

じて、さおりさんが書き直す前の①から⑤の記録と書き直した後の③の記録を基に考えなければ

ならないところ、③と④の記録のみに着目して選んでしまったことによるものと考えられる。今

回の観察の目的は、メダカのたまごのみに限って正確な成長の記録を残すことではない。このこ

とは、①②⑤の記録からも分かる。 

 

(2) 書きたいことが正しく伝わるように書けているかを確かめることができる。   【書く能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６(2)は、書きたいことが正しく伝わるように書けているかを確かめることができるかをみる問

題である。「書くこと」の指導の過程である推敲の段階で、主語と述語の働きについて正しく理解

 さおりさんは、自分が書いた観察の記録を読んで、③の記録を次のように書き直しました。そ

の理由として最もふさわしいものはどれですか。あとのアからエまでの中から一つ選び、記号で

答えましょう。 

③ 夏に近づき水温が十八度前後になってくると、めすは水草にたまごを産み始める。 

ア メダカを楽しく大切に育てている気持ちを表現力豊かに書けていなかったから。 

イ メダカのたまごがどのように成長するのかについて正確に書けていなかったから。 

ウ メダカがたまごを産むときの細かい情報についてくわしく書けていなかったから。 

エ メダカを入れる水そうの準備のしかたについて分かりやすく書けていなかったから。 

ア イ ウ（正答） エ その他 無解答 

3.7％ 11.8％ 78.5％ 4.3％ 0.4％ 1.4％ 

 

 さおりさんは、観察の記録の⑤を書きましたが、    部が、    部に合っていなかった

ので、意味を変えないように     部を書き直そうとしています。次の   の中に当ては

まるように    部を書き直しましょう。 
 
⑤  メダカの赤ちゃんの不思議なところは、たまごからかえったあと、しばらくえさ

を     。 

「食べないところだ」 
「食べないところである」 
「食べないところだった」 
「食べないというところだ」 
「食べないというところであ
る」 
「食べないというところだっ
た」 
 

（正答） 

「食べないところです」 
「食べないところでした」 
「食べないというところで
す」 
「食べないというところで
した」 
 
 
 

（正答） 

「食べないことだ」 
「食べないことである」 
「食べないことだった」 
「食べないということ
だ」 
「食べないということで
ある」 
「食べないということだ
った」 

（正答） 

「食べないことです」 
「食べないことでした」 
「食べないということ
です」 
「食べないということ
でした」 
 
 
 
（正答） 

「食べないだ」 
「食べないである」 
「食べないだった」 

その他 無解答 

19.0％ 1.6％ 7.9％ 1.0％ 16.7％ 50.0％ 3.8％ 

さおりさんは、学級で飼っているメダカを観察し、観察の記録をまとめようとしています。【さ

おりさんの観察の記録】を読んで、あとの(1)から(3)までの各問題に答えましょう。 



−  28  −

 

- 28 -

して書くことができているかを確かめる問題である。正答は、「食べないことだ」「食べないこと

である」「食べないことだった」「食べないということだ」「食べないということである」「食べな

いということだった」「食べないところだ」「食べないところである」「食べないところだった」「食

べないというところだ」「食べないというところである」「食べないというところだった」など、「こ

と」「ということ」「ところ」「というところ」を入れて書き直しているもので、29.5％の正答率で

ある。また、文末を敬体にしている「食べないことです」「食べないことでした」なども正答とし

て許容する。誤答の中で最も反応率が高いのは、「食べないだ」「食べないである」など、「こと」

「ということ」「ところ」「というところ」が抜けているもので、16.7％である。また、その他で

「食べないこと」で終わっているものも誤答とする。この誤答の要因として、   の部分「食

べない」について、主語と述語の働きを理解しておらず、間違いがあることに気付けなかったこ

とによるものと考えられる。 

 

(3) 観察の記録を見直すときに気を付けることが身に付いている。 【国語への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 ア(正答) イ(正答) ウ エ(正答) その他 無解答 

反応率 62.7％ 16.2％ 13.4％ 5.4％ 0.2％ 2.1％ 

教科全体の平均正答率 78.0％ 75.9％ 64.8％ 66.3％ 40.0％ 35.1％ 
 

６(3)は、観察の記録を見直すときに気を付けることが身に付いているかをみる問題である。正

答は「ア」、「イ」、「エ」のいずれかで、84.3％の正答率である。誤答の要因として、想像したこ

とを実際に観察したことのように書くことは、例え想像を基に詳しく書いてあったとしても、観

察の記録にならないという理解が十分でなかったことによるものと考えられる。 

正答の中で最も反応率が低いのは、「エ」で 5.4％である。このことから、児童の「引用したり、

図表やグラフ、絵や写真等と関連付けて書いたりする」ことへの意識の低さが伺える。 

「教育課程企画特別部会における論点整理について（報告）」（中央教育審議会 初等中等教育

分科会 教育課程部会 教育課程企画特別部会  平成 27 年 8 月）で国語に関する現状について、

伝えたい内容を明確にして表現したり、文章の内容や形式等を正確に理解したりすることに課題

があることが示された。特に「伝えたい事柄が適切に伝わるように、図やグラフと関連付けて書

いたり、文章の種類や特徴に応じて効果的に書いたりすることや、目的に応じて必要な情報を適

切に取り上げて書いたり、書き方を工夫して書いたりすることに課題がある」こと、「文の構成を

理解したり、表現の工夫を捉えたりすることや、必要な箇所を適切に引用することに課題がある。

また、文の中における主語を捉えることに課題がある」ことが分かった。 

これらのことから、相手や目的に応じて書きたいことが伝わるように、本や文章などから必要

な語句や文を引用したり、図表やグラフ、絵や写真等と関連付けて書いたりする指導の充実が求

められていることが分かる。今後は特に、文章を引用する場合には、引用する部分をかぎ（「 」）

でくくることや、図表を用いる場合には、本文に「図１は、～」といった表現を用いて本文との

関連を示すことなどの指導を充実させて、相手や目的に応じて書きたいことが正しく伝わるよう

 あなたが、自分が書いた観察の記録を見直すとしたら、どのようなことについて確かめたいと

思いますか。次のアからエまでの中にはふさわしいものがいくつかありますが、あなたの考えに

最も近いものを一つ選び、記号で答えましょう。 

ア 必要な情報をわすれずに書き、正しく伝えることができているかを確かめたい。 

イ 文章を声に出して読み、文字や言葉の使い方にまちがいがないかを確かめたい。 

ウ 想像したことを実際に観察したことのようにくわしく書けているかを確かめたい。 

エ 絵や写真が文章だけでは伝えきれないことをおぎなうことができているかを確かめたい。 
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に書けているか確かめさせるように推敲させることが必要である。 

 

【授業改善のポイント】 相手や目的に応じて書きたいことが伝わるように書く指導の充実を図る。 

  相手に何かを伝える時、相手や目的に応じてどのように伝えるかを考えて、自分の主張に説得力

をもたせることが大切である。そのためには、「読むこと」の指導との関連を図り、根拠として本や

文章などから必要な語句・文等を引用したり要約したりする学習を充実させる必要がある。また、

目的に応じて必要な図表やグラフ、絵や写真等を選択して関連付けて書く学習の充実も必要である。

読むことを通して学んだ様々な表現の仕方を思い出しながら書くように指導の工夫を図ることが重

要である。 

 ＜指導事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

 

 

(1) 適切な接続語を使うことができる。           【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

ア イ ウ エ（正答） 無解答 

1.8％ 2.9％ 0.8％ 92.5％ 2.0％ 

  ７(1)は、文と文とをつなぐために、適切な接続語を使うことができるかをみる問題である。正

答は「エ」で、92.5％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは、「イ」で 2.9％である。

この誤答の要因として、接続語「そこで」が、前の事柄に続いて後の事柄が起こることを表すとき

に使うことを十分に理解できていなかったことと、前後の文章の関係を適切に読み取ることができ

ていなかったことによるものと考えられる。 

  Ａ に当てはまる接続語として最もふさわしいものはどれですか。次のアからエまでの中か

ら一つ選び、記号で答えましょう。 

ア または 

イ しかし  

ウ ただし 

エ そこで 

学習場面  ４年生に紹介文を書いている場面 

  紹介文を読むことを通して
学んだ、紹介文の基本的な
特徴を整理して確認する。 
○何について紹介しているのか

を明確に示すようにする。 

○体験したことや実際に調べた

ことを例として挙げる。 

○読み手に具体的なイメージを

もたせるため、具体的な数値、

絵、写真などを用いる。 

など 

私は、「飼育委員会活動」のことについて４年生に

紹介したいと思います。でも、どのように書けばい

いか悩んでます。書き出しは、どうしよう。私の体

験も書いた方がいいだろうな。…… 

そうですね。いい題材を見付けましたね。何かを紹介

するのであれば、新聞の読み方で学習したことを思い出

しましょう。まず、「いつ」、「どのような活動」が、ある

のかを書いてみたらどうですか。また、活動中の写真や

課題を示すグラフと関連付けて書くのもよいですね。 

そうか。私たちが世話をしているウサギ小屋の掃除の様子を写真を使って具体

的に示したり、最近ウサギ小屋にウサギを見に来てくれる人の数が少ないことを

示すためにグラフを使ったりして、４年生に委員会活動の役割や責任、私たちの

提案、そして、来年に向けた心構えを伝えることができそうね。 

給食委員会のけいたくんは、お昼の放送で給食のおかずに使われている小松菜のしょうかい

をすることになりました。次の【けいたくんが書いた放送原こうの一部】を読み、あとの(1)

から(3)までの各問題に答えましょう。 
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(2) 適切な接続語を使うことができる。          【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

ア（正答） イ ウ エ その他 無解答 

79.9％ 1.9％ 7.3％ 8.8％ 0.1％ 2.2％ 

７(2)は、段落と段落とをつなぐために、適切な接続語を選ぶことができるかをみる問題である。

正答は「ア」で、79.9％の正答率である。 Ｂ の前の段落は、小松菜の歴史や江戸時代に殿様が

名付けたと言われていることについて述べている。 Ｂ から始まる段落は、「冬に収かくされる

ことから冬菜、雪菜などともよばれています。」と、別の名の呼ばれ方もあることについて述べてい

る。この前後の段落の関係を適切に読み取ることで、正答を導くことができる。 

誤答の中で最も反応率が高いのは、「エ」で 8.8％である。この誤答の要因として、「また」が、

二つ以上の事柄を対等に並べるときに使うことを十分に理解できていなかったこと、前後の文章の

関係を適切に読み取ることができていなかったこと、 Ｂ が含まれる段落が、原稿の一部と示さ

れた文章の最後の段落であったために「まとめ」の段落であると誤って認識してしまったことによ

るものと考えられる。 

 

(3) 指示語が指し示すものを的確に捉えることができる。  【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

ア イ ウ（正答） エ その他 無解答 

10.6％ 10.8％ 66.3％ 9.5％ 0.1％ 2.7％ 

  ７(3)は、指示語が指し示すものを的確に捉えることができるかをみる問題である。正答は「ウ」

で、66.3％の正答率である。誤答は、どれも反応率が 10％前後である。これらの誤答の要因として、

「ア」を選択した場合は、放送原稿の前半に着目して、「小松菜は、学校のとなりにある木村さんの

畑で収かくされた」という記述から、木村さんの畑のある場所で古くから栽培をしているのではな

いかと想像し、殿様が名付けた場所と結び付けたことによるものと考えられる。「イ」を選択した場

合は、「そこ」が含まれた段落の前半に着目して、「ヨーロッパや中国から伝わった」という記述か

ら、「そこ」が、小松菜の原産地ではないかと想像し、殿様が名付けた場所と結び付けたことによる

  Ｂ に当てはまる接続語として最もふさわしいものはどれですか。次のアからエまでの中か

ら一つ選び、記号で答えましょう。 

ア また 

イ もし 

ウ つまり 

エ このように 

 【けいたくんが書いた放送原こうの一部】の「そこ」が指し示す言葉として、最もふさわしい

ものはどれですか。次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えましょう。 

ア 木村さんの畑 

イ ヨーロッパや中国 

ウ 小松川地いき 

エ 日本各地 
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ものと考えられる。「エ」を選択した場合は、「そこ」が含まれた文の前半に着目して、「日本各地で

生産されている」という記述から、「そこ」が、「日本各地」ではないかと想像し、日本各地で殿様

が名付けたと予想したことによるものと考えられる。 

誤答はいずれも、【けいたくんが書いた放送原こうの一部】の文章全体を正しく読み取れなかった

ことによるものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 接続語の学習では、同じ役割をする接続語を整理して指導するとともに、

前後の文章や段落の関係から適切な接続語を選ぶ指導の充実を図る。 

指示語については、指し示すものが離れた位置にあっても的確に捉えるこ

とができる指導の充実を図る。 

接続語、指示語の知識の定着を図るために、他教科等の指導の中でも、機会を捉えて繰り返し確認

していくことが重要である。 

＜指導事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習場面  接続語の指導の場面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習場面  指示語の指導の場面 

 ・同じ役割をする接続語を整理し

て指導する。 

・前後の文章や段落の関係を考え

させる指導をする。 

前後の文や段落の関係によって、使われる接続

語が違ってきます。例文をもとに整理してみまし

ょう。接続語「そこで」は、前の事柄に続いて後

の事柄が起こることを表すときに使います。 

≪例文≫ 
 今日の給食のおかずに使われている小松菜は、学校のとなりにある木村さんの畑で収かくされ
たものです。朝、学校に来るときに、木村さんが水やりをしているすがたを見たことがある人も
いることでしょう。そこで、今日はこの身近な野菜の小松菜が、どのようなものかをしょうかい
したいと思います。 

 ・指示語が指し示す言葉を指示語と入れ換えて

も文意が変わらないことを指導する。 

・指し示す言葉が離れた位置にある場合につい

て指導する。 

指示語は、指示語が指し示す言葉と

入れ替えても文章の内容は変わりませ

ん。 

≪例文①≫の指示語「それ」が、指

し示す言葉は「ボール」です。だから、

「それ」の部分を「ボール」に入れ替

えても、文章の内容は変わりません。 

≪例文①≫ 
私は、兄にボールを借りました。それは、兄

がとても大切にしているものでした。 

≪例文②≫ 

　江戸時代のころから小松川地いきでたくさん

さいばいされていたそうです。今では小松菜と

いう名前でみんなによばれて、日本各地で生産

されていますが、当時は、別のよび方をされて

いました。ところがある日、そこをおとずれた

との様がその野菜を食べたところ、とても気に

入り、「小松菜」と名付けたといわれています。 

では、≪例文②≫の「そこ」は何を指

し示しているでしょうか。 

そこは、場所を表していて、「小松川

地いき」だと思います。 

そうですね。≪例文①≫よりも指示語

が指し示している言葉が少し離れてい

ますが、先ほどと同様に、「そこ」の部

分を「小松川地いき」に入れ替えても、

文章の内容は変わりませんね。 




