
平成 27 年度 Ｐ調査問題 中学校２年英語 

 ２年（    ）組（    ）番 氏名（             ）       

 

※答えは，すべて解答欄に書きなさい。 

１ 次の英文を読んで，【１】から【４】の各問いに答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１】下線部①の（   ）内の語を，最も適切な形になおして１語で書きなさい。 

【２】前後の文のつながりを考えて，       A        内に当てはまる最も適切な文をア～エの中から

一つ選び，記号を書きなさい。 
ア When do you play it?  
イ  What do you play? 
ウ  Which do you play, basketball or tennis? 
エ  Where do you play it? 

◇本文の内容について【３】，【４】の質問に英語で答えなさい。答えは（  ）内に１語ずつ書きなさい。 

【３】 Does Jiro like basketball and tennis? 
 (            ) ,  (            ) (           ). 

【４】 What sport does Paul like? 
     (             ) (             ) (            ). 
 

２ 次の英文を読んで，【５】から【７】の各問いに答えなさい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【５】下線部②はこの日記では何曜日にあたるか，その曜日を英語１語で書きなさい。 

＜ALT のマイク（Mike）と男子中学生の次郎（Jiro）が，スポーツについて話をしています。話の
途中で，マイクは弟のポール（Paul）の写真を見せています。＞ 
Jiro :  What’s your favorite sport, Mike? 
Mike:  My favorite sport is basketball.  
Jiro :  Basketball?  I don’t like basketball. It’s not easy. 
Mike:  I can’t play it well, but it’s fun.  My brother, Paul, likes it. 
       Jiro, please look at this picture.        
Jiro:  What is he doing？  
Mike:  He is ① ( play ) basketball.  He is a good basketball player. 

What’s your favorite sport, Jiro? 
Jiro:   I like tennis.  I play it every Sunday. 
Mike:     A     
Jiro:  In the park near my house.  Let’s play together! 
 
〔注〕fun：おもしろいこと together：一緒に 
 

                                   Saturday, January 2nd 
 ②Yesterday I went to a temple with Taro at five in the afternoon.  I saw many people.  

They threw some coins in a box and put their hands together.  
   After that, I went to Taro’s house at six.  His mother made ozoni for me.  Taro and I ate it. 
③( cooked / very well / it / she ).   Then, Taro and I played karuta with her.  We had a very 
good time. I came home at nine.  I went to bed at ten. 

 
〔注〕temple：お寺 threw some coins in a box and put their hands together：さい銭箱にお金

を投げ入れ，手を合わせた made：make の過去形 ozoni：お雑煮
ぞ う に

  ate：eat の過去形 
play karuta：カルタをする   



 
【６】下線部③が「彼女はそれをとても上手に料理しました」という意味になるように，（  ）内 

の語句を並びかえて書きなさい。 

【７】本文の内容に当てはまる文をア～エの中から一つ選び，記号を書きなさい。 

         ア ベッキーは，1月２日のことを日記に書いた。 

      イ  ベッキーと太郎は，朝５時にお寺に行った。 

      ウ 太郎の母親は，ベッキーのためにお雑煮を作り，カルタを一緒にした。 

      エ ベッキーは，太郎の家で４時間楽しい時間を過ごした。 

 
３ 次の【８】から【10】の各問いに答えなさい。 

【８】次の対話が自然な流れになるように，   A   ，   B    に当てはまる最も適切な組み合わせを

下のア～エから１つ選び，記号を書きなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ア  A：Sure.        B：I’m having lunch now. 
            イ   A：I’m sorry.      B：I usually eat lunch at the library. 
            ウ  A：No, I can’t.    B：It’s ten o’clock. 
                    エ   A：Well…        B：It’s six thirty. 
                               

【９】英語の授業中に，由紀(Yuki)は ALT の先生から下線部①のように話しかけられた。由紀は,｢自分

の持っている辞書(dictionary)をケビン先生が使いたいのだろう」と考え,吹き出しの内容のように

答えて，机の中にあった辞書を手渡した。吹き出しの部分にあてはまる英文を２文書きなさい。 
 
  

  

 

 

 

 

 

【10】あなたが放課後することについて１つ取り上げ，次の条件に従って英語２文で書きなさい。 
   【条件】 

① １文目は，あなたがふだん放課後にすることを英語で書くこと。 
② ２文目は，１文目の内容についてのあなたの考えや気持ち，付け加えの事実など  

を英語で書くこと。 
 
 

 ＜恵美（Emi）がポール（Paul）に電話をしています。＞ 

Paul:  Hello? 
Emi:  Hello.  This is Emi.  Is Paul there? 

  Paul:  Hi, Emi.  This is Paul. 
  Emi:  Hi, Paul. 

 Can you help me with my homework at the library?               
  Paul:     A     At the school library? 
  Emi:  Yes.  What time can we meet there? 
  Paul:         B        I can meet you there after lunch.  
  Emi:  OK.        
 
〔注〕at the library：図書館で  meet：会う there：そこに，そこで 

 ALT:  Yuki, ①do you have a dictionary? 
  Yuki:                                           
   
 

ALT:  Thank you.                         
   

 



 
 

平成 27 年度 Ｐ調査問題 中学校２年英語 

 

２年（    ）組（    ）番 氏名（              ） 

  ［解答欄］ 

１ 

【１】  

【２】  

【３】 （           ），（            ）（            ）． 

【４】 （            ）（            ）（             ）． 

２ 

【５】  

【６】 （                                                 ）. 

【７】  

３ 

【８】  

【９】 

 

 

【10】 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

正答数 

   問／10 問 

解答用紙 



 
 

平成 27 年度 Ｐ調査問題 中学校２年英語 

 

２年（    ）組（    ）番 氏名（              ） 

  ［解答欄］ 

１ 

【１】 playing 

【２】 エ 

【３】 （ No ），（ he ）（ doesn’t ）． 

【４】 （ He ）（ likes ）（ basketball ）． 

２ 

【５】 Friday 

【６】 （ She  cooked  it  very well ）. 

【７】 ウ 

３ 

【８】 ア 

【９】 

【例】Yes, I do. 

【例】You can use it. 

【10】 

【例】I play volleyball. 

【例】I like it very much. 
 

 

 

正答数 

   問／10 問 

正答例 

その他の解答例 
１文目：I go to my club. 
２文目：I play tennis. 
 
１文目：I go home. 
２文目：I studied English yesterday.   等 

その他の解答例 
１文目：Yes. 
２文目：Here you are. 
 
１文目：My dictionary? 
２文目：OK.       等 
                 等 



    

 

 

◆出題の趣旨 

対話の場面の状況に応じた表現となるように，動詞を活用することができるかどうかをみる問題

である。ここでは，前の文“ What is he doing? ”や直前に be 動詞の is があることから判断して，

一般動詞（現在）を進行形に直すことが求められる。 
 

◆学習指導要領との関連 

 ２ 内容 
 （３）言語材料 
  エ 文法事項 （エ）動詞の時制など 
    現在形，過去形，現在進行形，過去進行形，現在完了形及び助動詞などを用いた未来表現 
 
◆解答類型 

 1◎ playing と解答しているもの 人 ％ 
2 plays と解答しているもの   
3 play と解答しているもの   
4 played と解答しているもの   
9 上記以外の解答   
0 無解答   

◎解答として求める条件をすべて満たしている正答   

 
◆学習指導にあたって 

        

 

 

 

 

 

 

      
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

中学校２年英語【１】解説シート  

◇口頭練習では，メカニカルな繰り返しだけでなく，生徒が考えて発話できるように工夫し

ましょう。グループワークを取り入れると積極性が高まります。 

 
 A 生：自分の動作を表現する 

B 生：A 生のことを伝える 
C 生：A 生のことを伝える 
D 生：A 生のことを尋ねる 
E 生：関連する質問をする 
 
※質問のパターンを変えると 

  ３人、４人グループでも 
  行うことができます。 

進行形の導入では，教師や ALT が実際に動作をしながら，場面と関連付けて表現を理解すること

ができるようにしましょう。その後，口頭練習や音声による練習を十分行い，さらに，主語と be
動詞，～ing の関係に着目して書かせることで定着を図りましょう。 

【口頭練習の例】５人グループで行うリレートーク 
A 生：I’m playing tennis now.（動作をしながら） 
B 生：Oh, you’re playing tennis now. 
C 生：A is playing tennis now. 
D 生：Is A playing tennis now? 
E 生：Yes, he is. A, do you like tennis? 
A 生：Yes, I do. I really like it. 

※場面の中で，自分の役割を考え，be 動詞の使い方や疑問

文と答え方について考えながら発話する。 
※下線部をグループで考えさせると，各グループの発想を

さらに生かすことができる。 
※発表会を行うことでそれぞれのグループのよさを共有す

ることができる。 



 

 

◆出題の趣旨 

  本文の中から手がかりとなる語句や表現を見つけ，選択肢の中から適切な英文を選択することが

できるかどうかをみる問題である。ここでは，Mike と Jiro が好きなスポーツについて話題にして

いるということを理解して，Jiro がテニスについて述べているということや“In the park near my 
house. ”が場所について答えているということから判断して，「どこでテニスをしますか」という

内容の英文を適切に選ぶことが求められる。 

 

◆学習指導要領との関連   

 （１）言語活動   

    ウ 読むこと （ウ）物語のあらすじや説明文の大切な部分などを正確に読み取ること。 

 

◆解答類型 

1 ア と解答しているもの 人  ％  

2 イ  と解答しているもの         

3 ウ と解答しているもの   

  4◎ エ と解答しているもの   

9  上記以外の解答   

0 無解答   

◎解答として求める条件すべてを満たしている正答 

 
◆学習指導にあたって 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校２年英語【２】解説シート 

◇「読むこと」の指導では，書き手が伝えたいことを正確に読み取ることが大切です。そのため

に主人公は誰か，話がどのように展開していくのかなど，おおまなか流れをつかんだ上で，大

切な部分を捉えて的確に読み取る力を付けていきましょう。その際，まず，【概要の把握】とし

て，キーワード等をもとに内容を推測し，それらを関連させて概要をつかませます。次に【詳

細の読み取り】として，事実や事柄を的確に捉えさせるために，設問を工夫するなどして詳細

を理解できるようにします。さらに，「読んだ」感想を「書いて」まとめたり，「書いた」事柄

を「話して」伝えたりするなど，他の領域の言語活動と関連付ける指導の工夫も大切です。 

 
 
 

 《さらに》 
□読んだことについ

て，自分なりの感想
を書いたり，その理
由を書いたりする。 

□感想やその理由を
話して伝える。 

【概要の把握】 
◆文章全体からおおまか

な流れをつかむ。 
※指導の工夫 
・手がかりとなるヒント 
・事前に内容を尋ねる質問 
（ｵｰﾗﾙｲﾝﾄﾛﾀﾞｸｼｮﾝの工夫） 

【詳細の読み取り】 
◆大切な部分を捉えて的

確に読み取る。 
※指導の工夫 
・正確な読み取りのための

設問の工夫（英問英答，
Ｔ－Ｆテストなど） 

概要の把握→詳細の読み取りへ。３種類の質問を用いて読み深めていきましょう。 

３種類の質問（fact-finding Q, inferential Q, personal Q）を段階的に用いましょう。 



 

 

◆出題の趣旨 

  本文の内容について，簡単な質問を理解し，Yes か No を使って適切に答えることができるかど

うかをみる問題である。ここでは，本文中の“I don’t like basketball.”や“ I like tennis.”の 2
文に着目し，basketball と tennis の両方が好きなわけではないということを理解することと，Jiro
を代名詞の he にかえること，Does が疑問文の文頭にきているため，No の答え方では文末を doesn’t にす

ることが求められる。 
 

◆学習指導要領との関連 

 ２ 内容  

（１）言語活動  

ウ 読むこと （ウ）物語のあらすじや説明文の大切な部分などを正確に読み取ること。 

  エ 書くこと （ア）文字や符号を識別し，語と語の区切りなどに注意して正しく書くこと。 

 （３）言語材料 エ 文法事項 （ア）文 

  ｄ 疑問文のうち，動詞で始まるもの，助動詞( can，do，may など) で始まるもの，or を含む

もの及び疑問詞 (how，what，when，where，which，who，whose，why)で始まるもの 
 

◆解答類型 

1◎ No  he  doesn’t と解答しているもの 人 ％ 
2 No～と解答しているが，主語が he でないもの   
3 No  he～と解答しているが，最後が doesn’t でないもの   
4 Yes ～と解答しているもの   
9 上記以外の解答   
0 無解答   

◎解答として求める条件すべてを満たしている正答 

 

◆学習指導にあたって 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
                                 
                     
 

 

中学校２年英語【３】解説シート 

◇be 動詞と一般動詞の yes-no 疑問文と，その応答の仕方について基本的な特徴を理解させることに留

意し，聞いたり読んだりしたことなどについて問答するような言語活動に繰り返し取り組めるように

しましょう。その際，答えを書いて確認させたりするなどして，確実な定着を図りましょう。 
 

 
 
 
 
 
 
 

答えの文末はどんな形かな。 

答えの文ではどの代名詞を使えばよいかな。 

ここでは，Does で尋ねられているから，答えの文末に

does を付けて答えればよさそうだな。No だから does not
あるいは doesn’t だな。 

Jiro についてだから，he を使うといいな。 

尋ねられた内容について Yes かな No かな。 
尋ねられた内容が述べられている箇所はど

こかな。内容に照らし合わせて判断しよう。 

尋ねられたことに対し，どのように答えればよいのかを理解させ，言語活動を繰り返す中で確実に 

身に付けることができるように指導しましょう。 



 

 

◆出題の趣旨 

  本文の内容について，疑問詞を使った簡単な質問を理解し，適切に答えることができるかどうか

をみる問題である。ここでは，Mike の兄弟の Paul について「どんなスポーツが好きか」を尋ねて

いることが分かり，本文中の“My brother, Paul, likes it. ”の it が basketball を示していること

を読み取り，Paul を代名詞 he にかえて，適切に答えていくことが求められる。 
 

◆学習指導要領との関連 

 ２ 内容  

（１）言語活動  

ウ 読むこと （ウ）物語のあらすじや説明文の大切な部分などを正確に読み取ること。 

エ 書くこと （ア）文字や符号を識別し，語と語の区切りなどに注意して正しく書くこと。 

 （３）言語材料 エ 文法事項 （ア）文 

ｄ 疑問文のうち，動詞で始まるもの，助動詞( can，do，may など) で始まるもの，or を含む

もの及び疑問詞 (how，what，when，where，which，who，whose，why)で始まるもの 
 

◆解答類型 

1◎ He likes basketball と解答しているもの 人 ％ 

2 Paul likes basketball と解答しているもの   

3 He likes ～と解答しているが，最後が basketball でないもの   

4 He(Paul) like basketball と解答しているもの   

5 Yes ～/ No ～と解答しているもの   

9 上記以外の解答   

0 無解答   

◎解答として求める条件すべてを満たしている正答 

 

◆学習指導にあたって 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中学校２年英語【４】解説シート 
 

◇教科書本文内容についての QA 活動では，Yes / No 疑問文に加え，5W１H についても問うよ

うにしましょう。また，short answer,  full answer のそれぞれのパターンでの答え方につい

て，口頭だけでなく書かせることで確実に身に付けさせましょう。 
 
 
 
 
 
 

①教科書本文等の読み取りでは，読み取りの一助として代名詞（he, she, it, they 等）が何（誰）

を示すか，不定冠詞の a(an)，定冠詞の the の意味の違い（a book, the book の違い）等に着

目させましょう。 
②疑問詞を使った簡単な質問（疑問文）の意味が理解できているか確認しましょう。 
③文中のどの英文についての質問なのかなど，根拠となる英文にアンダーラインを引く習慣を

身に付けさせましょう。 
④教科書本文の QA 活動などで，５W１H などの様々な疑問文に対して書いて答えることがで

きるようにしましょう。 
⑤口頭練習や書く活動の中で確実な定着を図りましょう。 

wh-疑問文とその応答の仕方について，口頭練習や書く活動を通して確実に身に付けさせましょう。 



 
 
◆出題の趣旨 

中学１年生で指導する語を英語で正しく書く力をみる問題である。ここでは，yesterday が「昨

日」という意味であることや Saturday（土曜日）の前の日が Friday（金曜日）いうことを理解し

て，正しく書くことが求められる。 

 

◆学習指導要領との関連 

（３）言語材料 ウ 語，連語及び慣用表現   

（ア）1200 語程度の語 

 

◆解答類型 

 1◎ Friday と解答しているもの 人 ％ 

2 friday と単語の始まりを小文字で解答しているもの   

3 Fridai，fryday 等（綴りの誤り）と解答しているもの   

4 Friday，Saturday 以外の「曜日」の名称を正しく書いているもの   

9 上記以外の解答   

0 無解答   

◎解答として求める条件すべてを満たしている正答 

 

◆学習指導にあたって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校２年英語【５】解説シート 

曜日，月，数字などの基本的な語句は，日本語との違いや発音と綴りの関係に留意しながら 

指導しましょう。また，十分な口頭練習や学習カードやノートに書くなどして確認に定着を図り

ましょう。 

中学校２年英語【４】解説シート 

◇日常生活でよく用いられる曜日，月，数字のような基本的な語句を発音した後，綴りを確認し

ながら正しく書く場面を仕組みましょう。 
 
 
 
 
※綴りと発音の関係で注意が必要な語については，特に注意しましょう。 
 
 
 
◇授業開始時に，日付，曜日，時間などを全体で確認し，学習カードや授業用ノートにその日の

日付を英語で書いたり，家庭学習の際にも，家庭学習用ノートやプリントに英語で日付，曜日

を書いたりするなど，日常的に書く工夫をして定着を図りましょう。 
 

しっかりと言えていますね。では，７つ

の曜日を英語で書いてみよう。 

“Wednesday”は[d]と２つめの[e]は発音

していません。注意して書いてください。 

ｻﾝﾃﾞｲだから “Sandei” かな・・・。綴りを確認
してみよう “Sunday” だ。発音と綴りは違う
ぞ！！ 

“W-e-d-n-e-s-d-a-y” 綴りは｢ｳｪﾄﾞﾈｽﾃﾞｲ｣で覚え

よう。発音は｢ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｲ｣だ。注意して覚えよう。 

７つの曜日が英語で言えるかな。 ｻﾝﾃﾞｲ，ﾏﾝﾃﾞｲ，ﾁｭｰｽﾞﾃﾞｲ，ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｲ，ｻｰｽﾞﾃﾞｲ･･。 



 

 
◆出題の趣旨 

「主語＋動詞＋目的語」の語順の定着をみる問題である。ここでは，主語と動詞，目的語がどれ

であるかを判断することや「とても上手に」に当たる“very well”の位置にも注意して，正しく並

びかえることが求められる。                       
 

◆学習指導要領との関連 

 ２ 内容 

 （１）言語活動 

エ 書くこと （イ）語と語のつながりなどに注意して正しく文を書くこと。 

  

◆解答類型 

 1◎ She cooked it very well.と解答しているもの  人 ％ 
 2○ she cooked it very well.と文頭を小文字で解答しているもの   

3 語順は正しいが，単語の綴りを間違えているもの   
9 上記以外の解答   
0 無解答   

◎解答として求める条件をすべて満たしている正答    

○設問の趣旨に即し必要な条件を満たしている正答（準正答） 

 
◆学習指導にあたって 

 
 
         
        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇「主語」と「動詞」を見つけさせ，語順を意識付けましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
◇英語と日本語との違いを意識させましょう。（英語は，語順が大切であることを伝えましょう。） 

  

文の前後から太郎の母親のことを書いてい
るから，she が主語だな。 

動詞になりそうな語はどれかな。 

では，語順を意識して文を書いてみよう。 

主語になりそうな語はどれかな。 
何について言っている部分かな。 

文頭は大文字なので She と書き，「とても上

手に」の意味の very well は文の最後だな。 

中学校２年英語【６】解説シート 

it はお雑煮のことだから，cooked it でよさ
そうだ。 

Taro likes Hanako.の意味は？ 
Taro が主語になるので，「太郎は」となり，
Hanako は like の目的語となるので，「花子
を」となり，「太郎は花子を好きです。」と
いう意味になるぞ。 

日本語で「太郎は花子を好きです。」 
と「花子を太郎は好きです。」とでは 
どちらも同じ意味ですが，英語で Taro
と Hanako を入れ替えると，どうなるで

しょう。 

Hanako likes Taro.と Hanako とTaro を入
れ替えると，「花子は太郎を好きです。」と
なり，英語では，意味が変わってしまうな。 
 

英語は，語順が大切であることを伝え，語順に着目させると同時に，英語と日本語の語順の違

いも意識させましょう。 



 
 

◆出題の趣旨 

  英語で書かれた本文の内容について読み取ることができるか，本文の中から手がかりとなる語句

や表現を見つけ，それをもとに，選択肢の中から英文内容に適したものを選択することができるか

どうかをみる問題である。ここでは，“January”“yesterday”“in the afternoon”“at six”な

ど，日時を表す言葉と本文の内容から正誤を判断したり，“His mother made ozoni for me.”と“Taro 
and I played karuta with her.”から“her”が太郎の母親であることに着目したりして，選択肢の

中から適切な内容を選ぶことが求められる。 

 

◆学習指導要領との関連   

 （１）言語活動   

    ウ 読むこと （ウ）物語のあらすじや説明文の大切な部分などを正確に読み取ること。 

 

◆解答類型 

1 ア と解答しているもの 人  ％  

2 イ  と解答しているもの   

3◎ ウ と解答しているもの         

4 エ と解答しているもの   

9  上記以外の解答   

0 無解答   

◎解答として求める条件すべてを満たしている正答 

 
◆学習指導にあたって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校２年英語【７】解説シート 

◇中学校学習指導要領解説 外国語編  言語活動の指導事項 ウ 読むこと 
(ウ) 物語のあらすじや説明文の大切な部分などを正確に読み取ること  より  
「例えば，物語では，どんな登場人物がいるのか，主人公は誰か，話がどのように展開してい

くのかなど，大まかな流れをつかみながら読み取ったり，説明文では，特に中心となる事柄

など大切な部分をとらえて的確に読み取ったりすることである。」 
 
◇指導の具体 
  読む目的と題材内容に応じて２種類の読み方ができるよう，指示や発問を工夫しましょう。 

２種類の読み方（Skimming と Scanning）を用いて,正確な読み取りにつなげましょう。 

◎Skimming(大まかな流れをつかみながら読む)を使った読ませ方 
 ・５W1H を中心に読み取っていけるように，登場人物などのキーワードに○を付

けさせたり，時系列に出来事を表にまとめていくなどして読み取らせていく。 
◎Scanning(中心となる事柄など大切な部分を捉えて読む)を使った読ませ方 
・手がかりとなる語句や表現をヒントとして与えたり，事前に内容を尋ねる質問を

したり，また設問の仕方に工夫をしたりするなどして読み取らせていく。 



 

 
◆出題の趣旨 

  会話内容にまとまりをもたせながら，積極的に会話を継続し発展させていくため，紋切り型の応

答や一往復だけの言葉のやりとりで会話を終わらせるのではなく,必要な表現を用いて会話を継続

させることができるかをみる問題である。ここでは，Emi の Can you help me with my homework 
at the library?という発話に対して，その後の発話“At the school library?”“Yes.”の流れから，

賛同している相づち等を選び，また，その後の発話“What time can you go there?” “I can go there 
after lunch.”から，お昼に関することの表現を選ぶなど，複数の情報を関連させて適切な表現を選

ぶことが求められる。 
 
◆学習指導要領との関連   

 （１）言語活動   

    イ 話すこと （エ） つなぎ言葉を用いるなどのいろいろな工夫をして話を続けること。  

 

◆解答類型 

1◎ ア と解答しているもの  人 ％  

2 イ  と解答しているもの   

3 ウ と解答しているもの   

4 エ と解答しているもの         

9  上記以外の解答   

0  無解答   

◎解答として求める条件すべてを満たしている正答 

 
◆学習指導にあたって 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校２年英語【８】解説シート 

○場面設定を明確にし，目的をもたせた上で対話活動を行うことで，必要な表現や技法を用いて

会話を継続・発展させていけるように指導の工夫をしていきましょう。 
 

普段からつなぎ言葉や相づちをうつ表現に慣れ親しませながら,会話を継続する大切さを実感

できるような場面設定や指導の工夫をしていきましょう。 

そのために， 
◇帯活動などを通して，話を継続したり発展させたりすることに慣れ親しませましょう。 

・Let me see. や Well, など，会話を続けるために用いられる表現を練習する。１分間対 
話などの帯活動を位置付ける。使えた表現を蓄積していけるよう指導する。 

◇「いろいろな工夫」をして気持ちや考えを伝えるよさを指導しましょう。 
・会話を続けたり発展させたりするために，相手に質問をしたり，知らない表現について

は，身振り手振りや既習の表現などを使い，何とかして自分の考えを伝えようとする意

欲を評価する。（単元の評価計画の中に，評価規準として意図的に位置付ける。） 
・相手が話しやすいように，I see. や Sure. など，相づちをうつ表現を適宜用いるように，

教師がモデルとして示したり，指導したりする。 



 

 

◆出題の趣旨 

対話が行われている場面を理解し，問答の意味を考え，条件に合うように，英語を使って適切に

応じることが求められる。 

 

◆学習指導要領との関連 

（２）言語活動の取扱い ア （ウ）〔言語の働きの例〕 

   ｄ 考えや意図を伝える 

（３）言語材料 エ 文法事項 （ア） 文 

  ｄ 疑問文のうち，動詞で始まるもの，助動詞（can, do, may など）で始まるもの，or を含むも

の及び疑問詞（how, what, when, where, which, who, whose, why）で始まるもの 

 

正答例 

例１） Yes, I do.   You can use it. 

例２） Yes. Here you are. 
 

◆解答類型 

 1◎ 辞書を借りたいという ALT の意向を汲んで，正しい英文２文で答えているもの 人 ％ 

 2○ 
辞書を借りたいという ALT の意向を汲んで，英文２文で答えているが，英文に

綴りのミスや文法的な間違いがあるもの 
  

 3 辞書を借りたいという ALT の意向を汲んで，正しい英文１文で答えているもの   

 4 
辞書を借りたいという ALT の意向を汲んでいるとは判断できないが，英文２文

で答えているもの  
  

 9 上記以外の解答   

 0 無解答   

◎解答として求める条件すべてを満たしている正答 

○設問の趣旨に即し必要な条件を満たしている正答（準正答）  
 

◆学習指導にあたって 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

中学校２年英語【９】解説シート 

コミュニケーション活動を行う際は，話し手や聞き手の意向を正しく理解して取り組めるよう適

切な場面を設定し，考えや気持ちなどを正しく伝え合う活動を行いましょう。 

◇考えや気持ちを伝え合う活動においては，具体的な場面や状況に合った適切な表現を自ら考え

て言語活動ができるよう工夫しましょう。 
 

①具体的で分かりやすい場面を設定し，その場面にふさわしい表現をいくつか提示し，その

中から，話し手の意向に沿って表現を選択できるようにする。 
②考えや気持ちを伝え合う意欲を大切にし，「正確さ」だけでなく「適切さ」を観点に表現を

振り返るような場を授業に位置付けていく。 
③帯活動等で，既習事項を活用してコミュニケーションを図る場を意図的に設定する。 



 

 

◆出題の趣旨 

  「ふだん放課後すること」について，内容的に関連づけて英語２文で書くことができるかどうか

をみる問題である。ここでは，書く内容を構想する力，正しく文を書く力が求められる。 
 

◆学習指導要領との関連 

 （１）言語活動  

     エ 書くこと （エ）身近な場面における出来事や体験したことなどについて，自分の 
考えや気持ちなどを書くこと。 

正答例 ２文で完答とします。 

例１） I play volleyball.  I like it very much.      

例２） I (usually) go to my club.  I play tennis. 

例３） I (usually) go home.  I studied English yesterday. 
 

◆解答類型 

＜解答類型＞ ①,②,③,④については下の正答の条件を参照。 

 

1◎ ①,②,③,④ をすべて満たすもの 人 ％ 

2○ ①,②,③ を満たすもの   

3 １,２以外であるが，内容的に理解できる２文が書かれているもの   

4 内容的にも文法的にも正しいが，１文だけ書かれているもの   

5 文法的な間違いがあるが，内容的に理解できる１文が書かれているもの   

9 上記以外の解答   

0 無解答   

◎解答として求める条件をすべて満たしている正答 

○設問の趣旨に即し必要な条件を満たしている正答（準正答） 

 

◆学習指導にあたって 

       

 
 

正答の条件 

①１文目は，ふだん放課後することについて現在形を使って文法的に正しく書けている。 

②２文目は，１文目に書いた内容について自分の考えや気持ち，付け加えの事実が入って

書いている。（時制は，現在形でも過去形でもよい。） 

③２文とも，動詞の活用についての綴りミスをしていない。 

④動詞の活用以外の単語に綴りミスをしていない。 

中学校２年英語【１０】解説シート  

「まとまりのある文章を正しく書く」ために，段階を踏んで指導していきましょう。 

◇「まとまりある文章を正しく書く」ための段階を踏んだ指導（例） 

 

 
①身近な事柄や自分の考え，気持ちなどを表すために必要な文法事項や表現等を教科書で学習

したあと，生徒が書く必要感がもてる場を設定した上で，書く活動を位置付けましょう。 
②書く見通しをもたせるために，教科書本文をもとに書く型を示したり，教師のモデルから 

活用できる表現に気付かせたりするなどの指導の工夫をしましょう。 
③文の完成後は，観点を明確にして生徒同士で読み合ったり，教師が添削をしたりして，生徒

が英文の内容や構成，正しさに目を向けるような場面を位置付けましょう。 
④英文を正しく書く力の定着を図りましょう。 

・完成した英文を読んだり発表したりする活動を位置付け，文の語順や英文同士のつながり
などに着目できるよう指導しましょう。 

・家庭学習は，授業で学習した内容をもとに課題を出しましょう。 


