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2007(平成19)年度 年間授業計画（国語総合）

対象学年 １学年 単位数 ４単位 使用教科書(出版社) 高等学校改訂版国語総合（第一学習社）

１．目標
日本語を適切に表現し、的確に理解する能力を育成する。·
思考力を伸ばし、心情を豊かにする。·
言語感覚を磨き、言語文化に対する関心を深める。·

２．学習の到達目標
日本語の理解力・表現力を育成する。·
漢字力・語彙力を高める。·
古文・漢文の、文法・語法等の基本事項を理解させる。·

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元 配当 学 習 内 容 学習上の留意点

(教科書の章単元名で表記) 時間 (教科書の節単元名で表記)

１学期 現代文 48 ・評論の文章の流れをつかむ。 ・主体的な取り組みの意

評論『知的創造のヒント』 ・短編小説の面白さを理解す 義を理解させる。

小説『羅生門』詩『甃のう る。 ・音読を重視する。

へ』ほか ・近代詩に親しむ ・文法等の基本事項を押

・古文の特徴に慣れる。 さえながら、自力で現代

古典 ・古典文法の基礎知識を身につ 語訳をつけられるように

『児のそら寝』『絵仏師良 ける する。

秀』『竹取物語』

２学期 現代文 56 ・視野を広げ幅広い問題意識を ・人間のあり方を考えさ

評論『水の東西』『ものと 育てる。 せる。

ことば』小説『夢十夜』短 ・小説の主題をとらえる。 ・音読を重視する。

歌と俳句 ・伝奇物語と歌物語の特徴を理 ・文法等の基本事項を押

解する。 さえながら、自力で現代

古典 ・漢文訓読の原則を学ぶ。 語訳をつけられるように

『伊勢物語』 漢文入門 する。

『漁夫之利』 唐詩の世界

３学期 現代文 36 ・論理的な文章の読解力をつけ ・効果的な表現の鑑賞

小説『空き缶』評論『世界 る。 と人間の生き方を理解

中がハンバーガー』 ・小説の鑑賞方法を学ぶ。 させる。

・和歌の鑑賞方法を身につけ ・音読を重視する。

古典 る。 ・文法等の基本事項を押

和歌の世界 『土佐日記』 さえながら、自力で現代

語訳をつけられるように

する

４．学習者への注意
教材は必ず持参する。·
毎授業、各自工夫して必ずノートをとる。·
指示があった課題等は、期日に確実に提出する。·
多様な文章に読み慣れるためにも、日頃の読書週間を大切にする。·

５．評価の観点・方法
定期考査の結果を素点とし、課題プリント・小テスト・課題提出・意欲・態度等を平常点と·
して加算し、評価する。



- 2 -

2007(平成19)年度 年間授業計画（世界史Ａ）

対象学年 １学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 現代の世界史（山川）

１．目標
大航海時代以降の世界の一体化を理解させる·

２．学習の到達目標
世界の一体化の推進役となったヨーロッパの特質を理解させる·
一体化にともなって生起する対立や融合についてヨーロッパ以外の地域を中心に説明し、生·
徒に基本的な理解を促す

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元 配当 学 習 内 容 学習上の留意点

(教科書の章単元名で表記) 時間 (教科書の節単元名で表記)

１学期 欧米諸国における国民の形 24 産業革命 近代ヨーロッパの誕生

成 アメリカ独立革命

フランス革命とナポレオン 世界の一体化の開始

自由主義と国民主義

欧米における政治・経済社会

の変革と国民国家の成立を学

２学期 アジア諸国の変容 28 "アジアの植民地化と変容 習し、その発展の理由を理解

させる

列強による世界の分割 列強の帝国主義と対立

欧米列強によるアジア・アフ

諸民族の抵抗運動 民族解放運動の展開" リカの植民地化とアジア・ア

フリカ諸国の内部変革、解放

運動を中心に学習し、さらに

帝国主義列強の対立が世界大

戦を引き起こし、全体主義を

３学期 20世紀前半の世界 18 ヴェルサイユ体制 生み出したことを理解させ

る。

全体主義の時代

４．学習者への注意
教科書、ノートは毎時間準備すること·
過去の歴史が現代の世界の動きや国際関係に深く関わっていることを理解し、より強い興味·
をもってほしい。

５．評価の観点・方法
定期考査の点数だけでなく、提出物や平常の出欠、授業への参加の度合いも評価に加える。·
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2007(平成19)年度 年間授業計画（地理Ａ）

対象学年 １学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 高等学校地理Ａ（第一学習社）

１．目標
世界の諸地域への興味を引き出し、社会環境など物事を系統的に考える力を身につけさせる·

２．学習の到達目標
国際関係に絶えず関心をもち、自然や資源と人間生活との関係をよく理解させる·

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元 配当 学 習 内 容 学習上の留意点

(教科書の章単元名で表記) 時間 (教科書の節単元名で表記)

１学期 地理情報の活用と現代世界 24 ①球面上の世界と地図 ①さまざまな地

の特色（第１編） ②グローバル化する現代世界 図を比較して、

③多様化する世界の人々の活動 その利用方法を

考えさせる

②人間と自然の

関わりを世界の

地域から学ぶ

２学期 世界の諸地域の地域性（第 28 ①世界の人々の生活を取り巻く環境 世界の地誌を学

２編） ②世界の諸地域の生活・文化と環境 ぶ中で各地域の

特色をとらえつ

つ、日本との関

係も考える

３学期 現代世界の地球的課題（第 18 ①さまざまな地域からみた地球的課題 地球上の諸課題

３編） ②地球的課題への取り組みと国際 をグローバルな

視点から分析す

る

４．学習者への注意
授業内容にリンクした書き込み式のプリントを用いて授業を進める。·
プリントは毎回回収して評価するとともに、授業へのフィードバックも行う·

５．評価の観点・方法
定期考査の素点だけでなく、プリント、課題の達成状況や授業態度も加味して評価する。·
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2007(平成19)年度 年間授業計画（倫理）

対象学年 ２学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 新倫理（教育出版）

１．目標
自己の在り方および現代社会の基本的な問題について主体的に考察するとともに問題解決へ·
の道を探れる能力を養う。

２．学習の到達目標
青年として自己実現の筋道を立てられるようになること。·
人間として取り組むべき現代社会の課題を理解し、それらに自らを関わらせることができる·
ようになること。

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元 配当 学 習 内 容 学習上の留意点

(教科書の章単元名で表記) 時間 (教科書の節単元名で表記)

１学期 自己への問い 24 青年期の心と身体 青年としての自

青年期の人間関係 己を把握し、各

自にとっての課

題を自覚できる

他者とともに生きる 家族・コミュニティー よう促す。

情報化社会

２学期 人間を見つめて 28 哲学の起源 世界観・人生観

ギリシャ哲学 を築く手がかり

世界３大宗教 を与えるととも

仏教 に、「考え」を

キリスト教 構成する筋道を

イスラーム 立てる訓練とも

近現代の思想 なるような展開

ベーコンとデカルト を心がける。

社会主義思想

実存主義思想

３学期 自然と人間 18 現代社会と生命倫理 「生命をどうと

臓器移植と死の判定 らえるか」とい

遺伝子操作 う今日的な問題

生殖革命(体外受精・ を、自らに関わ

出生前診断等) ることとして受

け止められるよ

う最新の情報を

提供する。

４．学習者への注意
個々の学習課題を理解するとともに、自分なりの考えをまとめ、文章および口頭で表現でき·
る力をつけられるよう努力すること

学習規律の確立に努めること·

５．評価の観点・方法
授業態度、提出物、出欠状況、定期考査の得点を総合的に見て評価する·
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2007(平成19)年度 年間授業計画（政治・経済）

対象学年 学年 単位数 単位 使用教科書(出版社) 新政治・経済（清水書院）

１．目標
現代政治・社会を考察し、その中で自らの態度を決定する一助とする·

２．学習の到達目標
現代の政治、身近な経済現象の考察に必要となる、基礎的な用語や原理・しくみ等を理解す·
る

歴史的背景の上に現状が存在することを理解する。·

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元 配当 学 習 内 容 学習上の留意点

(教科書の章単元名 時間 (教科書の節単元名で表記)

で表記)

１学期 身のまわりの経済を 24 ・株式会社制度について 今日的な話題を導入に

理解しよう 株式会社制度、株主の特典、 用いる

Ｍ＆Ａ ・バブル景気を材料

・「バブル」について に、投機、通貨、信用

バブルの顛末、通貨の制度と仕組み 創造の理解を深める

・外国為替 ・「円高」の影響と要

「円高」の現象、影響、原因 因を輸出入の観点で探

る

２学期 日本国憲法 28 ・制定経過 ・ラウエル文書、チャ

原爆投下の背景を含めて、 ーチル回顧録などから

戦後史を扱う 状況を洞察する

・象徴天皇制 ・ロックの思想をホッ

・国民主権 ブズと比較しながら理

関連して社会契約説 解する

・平和主義 ・「国際連盟」の限界

戦争放棄の思想と試み と「国際連合」

各国の現状 ・アイスランドとコス

タリカの紹介

３学期 日本国憲法 16 ・憲法９条に関連した戦後史 ・５０年代からの世界

非核三原則と文民統制 状況との関連で考える

憲法９条関係の裁判例 ・「統帥権の独立」の

・基本的人権 結果をおさえる

人権思想の発展 ・自由権から社会権、

新しい人権

４．学習者への注意
下記「５－②」の方法を当初に周知しておく。授業態度不良の場合、減点もあることを伝え·
る

５．評価の観点・方法
授業へ取り組む姿勢、基本的知識の習得の度合い、社会科学的思考力の伸長などを評価の観·
点とする。

定期考査と自由課題の得点、授業中の発問・解答の評価点を合計し、【定期考査の満点の３·
０％＝１２０点を修得・未修得の点数上の境界、「評定⑤」の人数は対象生徒の１０％】を

目処とし、「評定④」から「評定②」は正規分布を考慮する。
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2007(平成19)年度 年間授業計画（数学I）

対象学年 １学年 単位数 ３単位 使用教科書(出版社) 新編 数学Ⅰ（数研出版）

１．目標
授業での説明や教師への質問などで不十分な箇所を補う。また理解を深めるための問題演習·
を教科書だけにとどまらず、問題集を活用して発展的内容まで意欲的に取り組めるようにす

る。

２．学習の到達目標
教科書の練習問題をすべて理解する。·
問題集の発展問題を解答集を利用して自学自習できる。·

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元 配当 学 習 内 容 学習上の留意点

(教科書の章単元名で表記) 時間 (教科書の節単元名で表記)

１学期 第１章 方程式と不等式 36 ①多項式の加法と減法 中学で学習した内容が

第１節 式の計算 ②多項式の乗法 多く含まれているた

第２節 実 数 ③因数分解 め、生徒にとって取り

第３節 方程式と不等式 ④実数 組みやすい。しかし、

⑤混合を含む式の計算 高校で学習する内容の

⑥１次方程式と１次不等式 出題で負担を感じるた

⑦２次方程式 め、めりはりをつけた

授業展開をしたい。

２学期 第２章 ２次関数 42 ①関数とグラフ 関数は生徒にとって、

第１節 ２次関数のグラフ ②２次関数のグラフ 苦手意識がある。その

第２節 ２次不等式 ③２次関数の最大・最小 ため抵抗感を持たない

④２次関数の決定 よう心がける。

⑤２次関数のグラフとｘ軸の ２次不等式は２次方程

位置関係 式の発展させたもので

⑥２次不等式 あるため、内容の定着

に気を配る。

３学期 第２章 図形と計量 27 ①三角比 既習の三平方の定理よ

第１節 三角比 ②三角比の相互関係 り学習に抵抗感を持た

第２節 正弦定理と余弦定理 ③三角比の拡張 せないよう配慮した

第３節 図形の計量 ④正弦定理 い。丁寧な板書を心が

⑤余弦定理 け、生徒が取り組みや

⑥正弦定理・余弦定理の応用 すいよう心がける。

⑦三角比の面積

⑧相似な図形の面積の比・体

積の比

⑨空間図形の計量

４．学習者への注意
授業では理解できなかった箇所を重点的に学習し、必要に応じて質問する。·
学習した内容はその日のうちに復習として問題集等を活用し理解を深める。·

５．評価の観点・方法
定期考査の得点と平常点を４：１の比重で評価する。·
平常点については小テストやレポートを重視し、学習態度等も反映させる。·
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2007(平成19)年度 年間授業計画（理科総合Ｂ）

対象学年 １学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 高等学校新理科総合Ｂ（第一学習社）

１．目標
生物とそれを取りまく環境を中心に、自然の事物・現象について理解する。·
人間と自然とのかかわりについて考察する。·
自然に対する総合的な見方や考え方を養う。·

２．学習の到達目標
基礎的な知識を習得する。·
科学的に判断し、考察することができる。·

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元 配当 学 習 内 容 学習上の留意点

(教科書の章単元名で表記) 時間 (教科書の節単元名で表

記)

１学期 地球の姿と移り変わり 24 地球の変動と多様な景観 中学校における既習事項の復

・大気と水の大循環・惑 習をおこなう。また、詳しい

星としての地球 解説を行い、科学的な探求が

できるように指導する。

２学期 生命の移り変わりと自然の 28 生命の移り変わり・遺伝 中学校における既習事項の復

つりあい の規則性 習をおこなう。また、詳しい

解説を行い、科学的な探求が

できるように指導する。

３学期 人間の活動と地球環境の変 18 生物と環境 中学校における既習事項の復

化 習をおこなう。また、詳しい

解説を行い、科学的な探求が

できるように指導する。

４．学習者への注意
携帯電話、おしゃべり、飲食、ガムは禁止です。·
きちんとノートを書いてください。·
ノートは各自で購入してください。·
授業中は、安全のため、教員の指示に確実に従って下さい。·

５．評価の観点・方法
評価の観点は、「関心、意欲、態度」「思考、判断」「観察、実験の技能表現」「知識、理解」·
です。

評価の方法は、「観察法による点」「提出物の点」「ノート点」「定期考査の点」これらを総合·
的に判断します。
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2007(平成19)年度 年間授業計画（体育）

対象学年 １学年 単位数 ３単位 使用教科書(出版社) 現代保健体育（大修館書店）

１．目標
"各種の運動を実践し、運動技能を高め、運動の楽しさを味わい、体力向上を図ると共に、公·
正・協力・責任の態度を育て、生涯を通じて運動ができる資質や能力を育てる。"

２．学習の到達目標
自己の能力に応じた着能力を高める。·
安全に留意し、互いに協力する。·
練習や競技の仕方を工夫する力を養う。·

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元 配当 学 習 内 容 学習上の留意点

(教科書の章単元名で表記) 時間 (教科書の節単元名で表

記)

１学期 陸上競技 36 効率的な技術の習得 協力し合い、工夫しゲームや試

合ができるようにする。

柔道 受け身・立ち技 お互いにタイム等の記録を取

バレーボール 個人技のから集団技能へ る。

安全に留意し、公正な態度を養

水泳 クロール・平泳ぎ う。

２学期 バスケットボール 42 個人技能から集団技能へ 協力し合い、工夫しゲームや試

バレーボール 合ができるようにする。

お互いにタイム等の記録を取

柔道 効率的な技術の習得 る。

安全に留意し、公正な態度を養

水泳 受け身・立ち技 う。

ソフトボール クロール・平泳ぎ

サッカー 基礎的な個人技能

３学期 持久走 27 自己のペースの把握と距 協力し合い、工夫しゲームや試

離によるペース配分 合ができるようにする。

お互いにタイム等の記録を取

柔道 受け身・立ち技・寝技 る。

安全に留意し、公正な態度を養

う。

４．学習者への注意
"・体育着の着用（指定された学年色の物）·
更衣室での更衣の徹底（盗難被害防止も含めて）·
装飾品の付着用（安全面の管理）·

５．評価の観点・方法
評価は5段階·
以下の観点にて総合的に評価する·
①関心、意欲、態度·
②思考、判断·
③運動技能·
④各種目に対する知識、理解·
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2007(平成19)年度 年間授業計画（保健）

対象学年 １学年 単位数 １単位 使用教科書(出版社) 現代保健体育（大修館書店）

１．目標
個人や社会生活における、健康・安全への理科を深める。·
生涯を通じて、健康の管理ができる能力を高める。·

２．学習の到達目標
ヘルスプロモーションの考え方を生かす。·
生活行動を選択し実践する。·

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元 配当 学 習 内 容 学習上の留意点

(教科書の章単元名で表記) 時間 (教科書の節単元名で表記)

１学期 現代社会と健康 12 健康のとらえ方 「健康」の概念やとらえ方

生活習慣病 等、健康に関しての様々な

喫煙 見方や指標を理解する。

飲酒 日常生活における健康を阻

害する行動に関して、理解

する。

２学期 現代社会と健康 14 薬物乱用 薬物乱用の実態と問題点、

医薬品 また医薬品の使用に関して

感染症 の注意点。

エイズ 感染症に対しての理解

３学期 現代社会と健康 9 適応機制 心身の相関に関して理解す

ストレス る。

自己実現 交通事故の現状と対策につ

交通事故 いて考える。

救急処置 救急救命処置の基本を理解

し、実技訓練を行う。

４．学習者への注意
授業への積極的参加·
健康に対して、自分の意見や考えを持って、それを実践できるように。·
自分の意見や考えを、文章にまとめて表現できる。·

５．評価の観点・方法
年間に３回の期末考査時に、テストを行う。この定期考査の点数と、授業時の課題プリント·
の完成と提出、小テストを加味して、５段階で評価する。
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2007(平成19)年度 年間授業計画（美術I）

対象学年 １学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 高校美術I（日本文教出版）

１．目標
色彩と形体の基礎的な理解とその表現技法の習得·

２．学習の到達目標
色調分割と視覚混合による色彩構成·
視点の変化による形体の変形理解と立体的な表現·
水性絵の具の多様な表現技法を理解し技術を身につける·

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元 配当 学 習 内 容 学習上の留意点

(教科書の章単元名で表記) 時間 (教科書の節単元名で表記)

１学期 平面構成 24 形体の変形による立体表現 特 定規・コンパスの使い

１三原色の混色 に楕円の表現と個々の色が持つ 方と絵の具の溶き方。

２文字の立体表現による明暗 特性理解 グラテーションの表現

技法

２学期 １春夏秋冬の文字構成 28 四季の漢字内をそのイメージで イメージの単純化

２ステンシル文字 表現

３ステンシル版多色刷の原画 ステンシルの技法説明とブラ 重色時の割合

シ、網の使い方。 カッティングの技法

３学期 ４ステンシル複数版多色刷 18 色調分割と視覚混合版分け 版分割の効率化

印刷時のズレ防止

４．学習者への注意
エスキースを丁寧に数多く制作しイメージを高める·
制作手順を理解し効率的に作業する·
用具を丁寧に扱い怪我の無いようにする·

５．評価の観点・方法
課題への理解度 オリジナリティー 表現技術の巧みさ 仕上がりの完成度·
制作への集中度を総合的に評価する·
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2007(平成19)年度 年間授業計画（OCI）

対象学年 １学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) empathy oral communication(教育出版)

１．目標
外国語を通じて、海外の文化や言語に対する理解を深め、英語を使った４技能に関する能力·
を高める

２．学習の到達目標
身近な話題について読み、書き、聴き、話す能力を育成する·

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元 配当 学 習 内 容 学習上の留意点

(教科書の章単元名で表記) 時間 (教科書の節単元名で表記)

１学期 Lesson1～Lesson6 24教室英語、興味・関心、会話の始め 学習上の積み上

勧誘、学校生活の話題 げの土台とする

許可・感想、値段、簡単なスピーチ

助言、気遣い、心配事 基礎的な文法事

経験、所要時間、計画 項を確立する

感想、場所、思い出

やや長めの英語

に慣れる

２学期 Lesson7～Lesson12 28気持ちの伝達、感謝、企画 内容を理解する

意見の要求、提案、寸劇 だけでなく、内

提案、説明、料理 容を楽しむレベ

体調、病院会話 ルを目指す

仮定・助言、説得

依頼、道案内

３学期 Lesson13～Lesson15 18議論の展開、賛成、身近な話題 内容を楽しむと

思い出、スピーチ 同時に、発展教

別れのあいさつ、スピーチ 材を利用して教

材の有効利用を

目指す

４．学習者への注意
授業に対する取り組みを重視する·
積極的に授業に参加すること·

５．評価の観点・方法
関心、意欲、態度、表現力、知識・理解を評価の観点として、授業の取り組み方、提出物、·
定期試験などにより総合的に評価する
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2007(平成19)年度 年間授業計画（家庭基礎）

対象学年 １学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 新家庭基礎（大修館書店）

１．目標
家庭の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させることにより、家庭の各分野·
に関する諸課題を主体的・合理的に解決できるようにする。

２．学習の到達目標
家庭生活の知識と技術の習得し実践的な態度を育てる。·

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元 配当 学 習 内 容 学習上の留意点

(教科書の章単元名で表記) 時間 (教科書の節単元名で表記)

１学期 オリエンテーション 24

衣生活を営む 人と被服

被服材料

被服製作 基礎縫い

ともに生きる 家族・家庭 身近な内容となるようにす

高齢者 る。

人生をみつめる 生活設計

家庭の経済生活 消費生活

２学期 被服製作 28 エプロン製作 実習では安全面に注意させ

る。

食生活を営む 人と食物

三大栄養素

食事を作ってみよう 調理実習 実習では安全面・衛生面に

注意させる。

３学期 被服実験 18 被服材料 実習では安全面に注意させ

子どもを育てる 成長と発達 る。

食生活を営む 五大栄養素 現代の食生活の問題につい

現代の食生活 て考える。

４．学習者への注意
講義の授業はプリントを主体とする。·
実習の授業では安全面への配慮と作品の提出。·

５．評価の観点・方法
出席点、プリント点、考査点（３回）、作品点、授業態度点。·

※進度に合わせて夏休み、冬休みにエプロン製作の補習期間を設ける。
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2007(平成19)年度 年間授業計画（情報Ｃ）

対象学年 ３学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 新版情報Ｃ（開隆堂）

１．目標
高度情報通信社会に主体的に参加していくために必要な態度を身につける。·

２．学習の到達目標
情報通信技術がどのようなものであるかを理解する。·
情報通信技術が社会の中でどのように組み込まれているかを理解する。·
情報通信社会で守らなければならい法律やルールを知り、適切に対応ができるようになる。·

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元 配当 学 習 内 容 学習上の留意点

(教科書の章単元名で表記) 時間 (教科書の節単元名で表記)

１学期 情報のディジタル化を探索 24 ・情報のディジタル化のしくみ ２進数、10進数、

する ・情報機器の種類と特性 16進数について

きちんと理解す

るようにするこ

と

コミュニケーションとネッ ・コミュニケーションと情報機器の発展 ネットワーク用

トワークを探索する ・コンピュータネットワークの基礎 語の意味を正確

・快適なネットワークを求めて に理解するよう

・コミュニケーションとネットワークの にする

活用 こと

２学期 情報社会を見つめる 28 ・情報の収集・発信に伴う個人の責任 モラル、ルール、

法律と情報社会

の関連について

きちんと整理

し、理解するよ

うにすること

情報社会を創造する ・社会で利用されている情報システム ネットワークと

・情報化が社会に及ぼす影響 社会の関連につ

いて整理し、理

解するようにす

ること

３学期 情報活用の総合実習 16 ・調査研究および発表 これまでに学習

した内容を使い

調査研究や発表

を行うこと

４．学習者への注意
全時間パソコン教室で授業を行う。·
座学と実習を両方行う。·
授業の指示や課題提出に「電子メール」を利用するので、メーラーの使い方に早く慣れ、キ·
ーボードを標準的なスピードで打てるように練習すること。

教材をきちんと購入し、毎時間授業に持参し、十分に活用しながら授業を受けること。·
パソコン教室のルール、授業のルールを守ること。·
特別な理由がない限り、遅刻や欠席をしないこと。遅刻や欠席があると、教科の性質上、学·
習理解の遅れが生じ、単位修得上、不利になることを自覚すること。

５．評価の観点・方法
授業態度、実習課題の提出内容、考査得点を総合的に判定し、評価する。·


