
2008(平成 20)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) 改訂版高等学校標準国語総合（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・語彙力を涵養する。

 古文・漢文の句法・句形・語法・文法の基本を理解させる。

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)

学習上の留意点

１学期 現代文

随想「自立と依存」小説「羅

生門」詩「二十億光年の孤独

」ほか。

古典「児のそら寝」「竹取物

語」「絵仏師良秀」

48 論理的文章の流れをつかむ。

短編小説の面白さを理解する。近

代史に親しむ。

古文の特徴に慣れる。古典文法

の基礎知識を身につける。

音読を重視する。

古文について文法等の基

本事項を押さえながら、

自力で現代語訳をつけら

れるようにする。

２学期 現代文

評論「水の東西」小説「卒業

ホームラン」短歌と俳句

古典

「伊勢物語」漢文入門

「漁夫の利」「唐詩の世界」

56 視野を広げ、幅広い問題意識を

育てる。

小説の主題を捉える。

伝奇物語と歌物語の特徴を理

解する。

漢文訓読の原則を学ぶ。

人間のあり方を考えさせ

る。

音読を重視する。

文法等の基本事項を押さ

えながら、自力で現代語

訳をつけられるようにす

る。

３学期 現代文

小説「夢十夜」「最後の一羽

」

古典

平家物語「木曾の最後」

36 小説の鑑賞方法を学ぶ。

軍記物に親しみ、朗読力をつけ

させる。

文法・語法の基礎知識を磨く。

効果的な表現の鑑賞の仕

方を学ぶ。

音読を重視する。

文法等の基本事項を押さ

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

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。



2008(平成 20)年度 年間授業計画（現代文）

対象学年 ２学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 新編現代文（東京書籍）

１．目標
 近代以降の様々な文章を読む能力を育成する。

 思考力を伸ばし、ものの見方、感じ方など心情を豊かにする。

 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
 文章を的確に読み取り、表現する力を育成する。

 文章の理解に役立つ漢字、語彙、語句などを理解させ、言語に対する知識を増やす。

 進んで読書する態度を育成する。

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)

学習上の留意点

１学期 生きる喜び 随想一

つながる心 小説一

考える楽しさ 評論一

命をうたう 詩歌

24 地球儀の裏側

みどりのゆび

「ふしぎ」ということ

牡丹花［短歌］

主体的な取り組みの意義

を理解させる。

言語文化に対する関心を

持たせる。

２学期 つながる心 小説一

生活の中の文章 実用的

な文章

生きるかたち 小説二

思考を広げる 評論二

28 ナイン

報道の文章

山椒魚

安心について

作者や登場人物の心理を

理解させる。

論理的文章の基本構造を

理解させる。

３学期 文学と人生 小説三

言葉がひらく世界

随想二

18 こころ

書かれた風景の中へ

人間のあり方について考

えさせる。

効果的な表現の鑑賞の仕

方を学ぶ。

４．学習者への注意
 授業に必要な教材を準備する。

 授業に集中し、各自工夫してノートをとる。

 提出物、課題等は期日を守って提出する。

５．評価の観点・方法
 定期考査の結果を素点とし、長期休業中の課題、各時間の提出物、小テスト、ノートを

中心に平常点とし、意欲、態度も含めて評価する。



2008(平成 20)年度 年間授業計画（古典講読）

対象学年 ２学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 標準古典講読物語選（第一学習社）

１．目標
 １時間の授業を充実させ、達成感を持たせる。

２．学習の到達目標
 古典に親しむ。

 基本的な古典文法の習得。

 日本文化に興味・関心を持つ。

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)

学習上の留意点

１学期 説話

物語

随筆

24 宇治拾遺物語

竹取物語、伊勢物語

徒然草、枕草子

文法、語句の意味等、小

テストを行い、力を積み

上げていけるようにする

。

２学期 物語

日記

28 源氏物語

更級日記

文法、語句の意味等、小

テストを行い、力を積み

上げていけるようにする

。

３学期 漢文

故事・寓話

諸家の思想

18

朝三暮四

推敲

孟子

漢文の基本的な読み方、

法則を徹底させる。

４．学習者への注意
 一人ひとりの生徒がしっかりと授業に取り組めているか眼を配る。

５．評価の観点・方法
 通常の授業態度（出席状況）、課題への取り組み（提出物）、定期テストの得点等（小

テスト）



2008(平成 20)年度 年間授業計画（現代文）

対象学年 ３学年 単位数 ３単位 使用教科書(出版社) 新編 現代文（三省堂）

１．目標

 近代以降の様々な文章を読む能力を育成する。

 思考力を伸ばし、ものの見方、感じ方など心情を豊かにする。

 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

 文章を的確に読み取り、表現する力を育成する。

 文章の理解に役立つ漢字、語彙、語句などを理解させ、言語に対する知識を増やす。

 進んで読書する態度を育成する。

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 １ 随想

２ 小説

３ 評論

３ 評論

36 「忘れられない場面」

「レキシントンの幽霊」

「聴くということ」

「アイヌ語を訪ねて」

人間性への考察

小説のおもしろさ

情報の読み取り

情報の読み取り

２学期 ４ 詩歌

４ 詩歌

５ 小説

５ 小説

42 「遺伝」

「流氷や」

「高瀬舟」

「なめとこ山の熊」

心情の読み取り

俳句の約束事を学ぶ

テーマの把握

人間の生への考察

３学期 ６ 評論

６ 評論

24 「病と科学」

「未来世代への責任」

現代社会をとらえる

現代社会をとらえる

４．学習者への注意
 授業に必要な教材を準備する。

 授業に集中し、各自工夫してノートをとる。

 提出物、課題等は期日を守って提出する。

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。



2008(平成 20)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（山川出版）

１．目標
 大航海時代以降の世界の一体化及び産業革命以後の世界の変化を理解する。

２．学習の到達目標
 ヨーロッパによる世界の一体化がなぜ可能となったのかを理解する。

 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からの視

点で捉え直し、その功罪を考える。

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 前近代の世界

文化圏を中心として

欧米諸国における国民の

形成

24 東アジア世界・南アジア世界

西アジア世界・ヨーロッパ世

界

東西世界の交流

大航海時代～市民革命

産業革命

アメリカ独立革命

フランス革命とナポレオン

自由主義と国民主義

各文化圏の特色と世界

史の流れを理解する上

で必要なことがらを精

選する。

近代ヨーロッパの誕生

世界の一体化の開始

欧米における政治・経済

社会の変革と国民国家

の成立を学習し、その発

展の理由を理解させる

２学期 アジア諸国の変容

列強による世界の分割

諸民族の抵抗運動

28 アジアの植民地化と変容

列強の帝国主義と対立

民族解放運動の展開

欧米列強によるアジア

・アフリカの植民地化と

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

主義を生み出したこと

を理解させる。

３学期 20世紀前半の世界

20世紀後半の世界

18 ヴェルサイユ体制

全体主義の時代

ヨーロッパ戦線

太平洋戦争

東西冷戦の時代

４．学習者への注意
 教科書、ノート、プリン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。



2008(平成 20)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) 高等学校改訂版地理Ａ(第一学習社)

１．目標
 地理的な視点で事象をとらえ、考える力を身につける。

 地球的な課題を自らの工夫で解決しようとする態度を養う。

２．学習の到達目標
 地球上の環境やグローバルな問題について正しく理解する。

 さまざまな問題について、身近な生活に引きつけて、自分の生き方を考える。

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 世界の人々の生活を取り

まく環境

24 様々な環境のなかで生きる人

々

世界的視野から見た地形

さまざまな地形と生活

略図や模式図を利用し

て基礎・基本を理解する

地球上のさまざまな地

域の環境とその場所で

２学期

さまざまな地域からみた

地球的環境

28 世界的視野から見た気候

世界の生活と気候

地球的課題の地理的な考え方

人口問題

の人々の生活について

考える

人類が直面している問

題について正しく理解

３学期 18 食糧問題

住居・都市問題

地球環境問題

し、各国・各個人が相互

に自覚し、協力して解決

に向けた努力をしなけ

ればならないことに気

づかせる

４．学習者への注意
 教科書・地図帳・資料集・筆記用具を毎時間持参し、不要な物は机の上に出さな

い。

 配付資料やプリントには板書以外に、自分で工夫してメモをとる。

 作業課題に丁寧に取り組む。

５．評価の観点・方法
 出席状況・授業に取り組む態度・作業課題への取り組み・考査の得点を総合的に

判断して評価する。



2008(平成 20)年度 年間授業計画（世界史Ｂ）

対象学年 ２学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 高校世界史Ｂ（実教出版）

１．目標
 一年次の学習に引き続き、各地域の歴史を学ぶとともにそこに生活した人々に対

する共感を育てる

２．学習の到達目標
 オリエント文明、ギリシア・ローマ文明、中国文明の特徴を理解する。周辺地域

との交流や影響について考える。

 ヨーロッパ封建社会の展開を跡づける。

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 世界史学習の課題

人類の起源

古代西アジア世界と地中

海世界

24 人類の進化

オリエント文明の盛衰

ギリシア文明の発展とヘレニ

ズム世界

地図・資料を始め、実感

的な把握を可能にする

教材を活用する

２学期 古代西アジア世界と地中

海世界（続）

東アジア・内陸アジアの形

成

38 ローマの地中海支配

中国文明の起源

平易な用語を用い、概念

の具体的な理解をはか

る

３学期 東アジア・内陸アジアの形

成（続）

18 中国文明の起源

秦漢帝国

東アジア世界という視

野で日本・中国の歴史を

捉える

４．学習者への注意
 学習する用語の意味・内容を明確にする

５．評価の観点・方法
 学習の定着度を確認するテストを行なう、また学習努力について十分配慮する



2008(平成 20)年度 年間授業計画（日本史Ｂ）

対象学年 ２学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 高等学校日本史Ｂ

１．目標
 日本史の基本的事項を理解し、歴史的思考力を養う

 日本史の流れを概観して把握し、受験にも対応できるようにする

２．学習の到達目標
 近世から現代までの歴史を学び、現代社会の問題点を理解できるようにする

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 日本史概説

近世

近代・現代

24 日本の歴史をたどる

近世の成立と変化

開国と明治維新

歴史の大まかな流れを

理解する

近世の特質を理解す

る

開国とその後の影響・変

化に留意する

２学期 近代・現代 28 立憲国家の成立と国際関係

近代産業の発展と国民生活

第一次世界大戦と日本の経済

明治以降の近代日本の

政治・経済・生活面の変

化を学び、軍国主義化の

流れを理解する

３学期 近代・現代 18 政党政治の発展と大衆文化

軍国日本の形成と第二次世界

大戦

戦後日本の国家軍縮と国民生

活

基本的な内容をしっか

りと理解し、問題点を体

系的に把握させる

４．学習者への注意
 教科書・資料集を毎時間持参する

 授業に不要なものは机の上に出さない

５．評価の観点・方法
 出席状況・授業態度・考査など総合的に評価する



2008(平成 20)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) 高等学校 改訂版倫理(第一学習社)

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書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

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 青年期の課題と自己形成 24 よく生きることを求めて

青年期の課題

自己の探求

現代の青年期

青年としての自己を把

握し、各自にとっての課

題を自覚できるよう促

す

２学期 人間としての自覚

現代に生きる人間の倫理

28 ギリシャの思想

仏教

キリスト教

イスラーム

近代の科学革命と自然観

自由で平等な社会の実現

人間性の回復と主体性の確立

世界観・人生観を築く手

がかりを与えるととも

に、｢考え｣を構成する筋

道をたてる訓練ともな

るような授業展開を心

がける

３学期 現代の諸課題と倫理 18 生命倫理と課題

環境倫理と課題

情報社会と課題

異文化の理解と課題

現代に生きる者として、

社会が抱える個々の問

題を明確に捉えること

ができるよう具体的活

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



2008(平成 20)年度 年間授業計画（政治・経済）

対象学年 ３学年 単位数 ２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

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期

身のまわりの

ちょっとした経済

24 ・株式会社制度について

株式会社制度、株主の特典、

Ｍ＆Ａ

・「バブル」について

バブルの顛末、

通貨の制度と仕組み

･外国為替

「円高」の現象、影響、原因

・今日的な話題を導入に用

いる

・バブル景気を材料に、投

機、通貨、信用創造の理

解を深める

・「円高」の影響と要因を

輸出入の観点で探る

２学期

日本国憲法

28 ・制定経過

原爆投下の背景を含めて、戦

後史を扱う

・象徴天皇制と国民主権

関連して社会契約説

・平和主義

戦争放棄の思想と試み

各国の現状

９条関連の政治史

・ラウエル文書、チャーチ

ル回顧録などから状況を洞

察する。

・ロックの思想を、ホッブ

ズと比較しながら理解する

・「国際連盟」の限界と「国

際連合」

・アイスランドとコスタリ

カの紹介

３学期 16 非核三原則と文民統制

憲法９条関係の裁判例

･基本的人権

人権思想の発展

・50 年代からの世界状況と

の関連で考える。

・「統帥権の独立」の結果

をおさえる。

・自由権から社会権、新し

い人権。

４．学習者への注意
 下記「★」の方法を年度当初に周知しておく。授業態度不良の場合、減点もある

事を伝える。

５．評価の観点・方法
 授業へ取組む姿勢、基本的知識の習得の度合い、社会科学的思考力の伸張などを

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 30％＝150 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。



2008(平成 20)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（啓林館）

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。

 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

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 第３章 図形と計量

第１節 鋭角の三角比

第２節 鈍角の三角比

中間考査

第３節 正弦定理と余弦定

理

第４節 図形の計量

期末考査

36 (1)鋭角の三角比

(2)鈍角の三角比

(3)正弦定理と余弦定理

(4)図形の計量

既習の三平方の定理より

学習に抵抗感を持たせな

いよう配慮したい。わか

りやすい板書を心がけ、

生徒が取り組みやすいよ

う心がける。

２学期 第１章 方程式と不等式

第１節 整式

第２節 実数

第３節 不等式

中間考査

第４節 ２次方程式

第２章 ２次関数

第１節 関数とそのグラフ

42 (1)整式

(2)実数

(3)不等式

(4)２次方程式

(1)関数とそのグラフ

中学で学習した内容が多

く含まれているため、生

徒にとって取り組みやす

い。しかし、高校で学習

する内容の出題で負担を

感じるため、めりはりを

つけた授業展開をした

い。

３学期 第２節 ２次関数の最大最

小

第３節 ２次関数と２次方

程式

第４節 ２次関数と２次不

等式

27 (2)２次関数の最大最小

(1)２次関数と２次方程式

(2)２次関数と２次不等式

関数は生徒にとって、苦

手意識がある。そのため

抵抗感を持たないよう心

がける。

２次不等式は２次方程式

の発展させたものである

ため、内容の定着に気を

配る。

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１０：１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。



2008(平成 20)年度 年間授業計画（数学Ａ）

対象学年 １学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 新編 数学Ａ（啓林館）

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。

 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

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 第１章 個数の処理

第１節 集合（４月）

第２節 場合の数

中間考査

第３節 順列

第４節 組合せ

期末考査

第５節 二項定理

24 (1)集合

(2)場合の数

(3)順列

(4)組合せ

(5)二項定理

第２節の場合の数を先に

学習することで抵抗感を

持たないようにし、スム

ーズに学習できるように

取り組む。

２学期 第２章 確率

第１節 確率の意味

第２節 独立な試行

中間考査

第３節 確率の計算

第４節 期待値

第３章 平面図形

第１節 三角形の性質

期末考査

第２節 円の性質

28 (1)確率の意味

(2)独立な試行

(3)確率の計算

(4)期待値

(1)三角形の性質

(2)円の性質

基礎事項の定着のため、

確率の基本的な考え方が

身に付くよう留意する。

論理的に物事を考える能

力をつけるように心がけ

る。

３学期 第４章 命題と論理

第５節 命題と論理

第２章 図形と方程式

第１節 直線上の点の

座標

第２節 平面上の点の

座標

第３節 直線の方程式

第４節 ２直線の位置

関係

18 (1)命題と論理

(1)直線上の点の座標

(2)平面上の点の座標

(3)直線の方程式

(4)２直線の位置関係

必要条件と十分条件や逆

と対偶・背理法などにつ

いて簡単に教える。

数学Ⅱを減単しているの

で、図形と方程式の一部

も教える。

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。

 定期考査の得点と平常点を１０：１の比重で評価する。

５．評価の観点・方法
 定期考査の得点と平常点を１０：１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。



2008(平成 20)年度 年間授業計画（数学Ⅱ）

対象学年 ２学年 単位数 ３単位 使用教科書(出版社) 新編数学Ⅱ（数研出版）

１．目標
 自学自習において教科書にある内容を理解し、授業での説明や教師への質問等で不十分

な箇所を補う。

 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取り組むとき、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

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

第１章 式と証明 36 (1) 多項式の除法

(2) 分数式とその計算

(3) 恒等式

計算の基礎を扱うので、

確実に理解させたい。

第２章 複素数と方程式 (1) 複素数

(2) ２次方程式の解と判別式

(3) 解と係数の関係

(4) 剰余の定理と因数定理

数学Ⅰで扱った２次方程

式の復習を取り入れた

い。

１学期

第３章 図形と方程式

第１節 点と直線

(1) 直線上の点

(2) 平面上の点

第２節 円

第３節 軌跡と領域

42 (1) 直線の方程式

(2) ２直線の関係

(3) 円の方程式

(4) 円と直線

グラフ用紙を配布するな

ど、直線や円をしっかり

と描けるように心掛けた

い。

第４章 三角関数

第１節 三角関数

第２節 加法定理

(1) 一般角と弧度法

(2) 三角関数

(2) 三角関数の性質

(4) 三角関数のグラフ

弧度法は生徒にとって、

理解しにくいので、特に

注意したい。

２学期

第５章 指数関数・対数関数 (1) 指数の拡張

(2) 指数関数

(3) 対数とその性質

(4) 対数関数

(5) 常用対数

指数・対数関数のグラフ

については、平行移動な

どの深入りは避ける。

３学期 第６章 微分法・積分法

第１節 微分係数と導関

数

第２節 導関数の応用

第３節 積分法

27 (1) 微分係数

(2) 導関数

(3) 接線

(4) 関数の増減と極大・極小

(5) 最大値・最小値

(6) 関数のグラフと方程式・

不等式

(7) 不定積分

(8) 定積分

(9) 面積

導関数の導入については

深入りせず、増減表から

グラフを描く、面積を求

める等の問題を重点的に

扱っていきたい。

４．学習者への注意
 予習として教科書の理解できない箇所をチェックしておく。

 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５：１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。



2008(平成 20)年度 年間授業計画（数学Ｂ）

対象学年 ２学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 新編数学Ｂ（数研出版）

１．目標
 自学自習において教科書にある内容を理解し、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。

 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取り組むとき、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

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 第３章 数列

第１節 数列とその和

第２節 数学的帰納法

24 (1) 数列

(2) 等差数列とその和

(3) 等比数列とその和

(4) 種々の数列

(5) 漸化式と数列

(6) 数学的帰納法

数列の和や階差数列にお

いて、理解に時間を必要

とする。反復練習を多く

取り入れていく。

第１章 平面上のベクトル

第１節 平面上のベクト

ルとその演算

第２節 ベクトルと平面

図形

28 (1) 平面上のベクトル

(2) ベクトルの演算

(3) ベクトルの成分

(4) ベクトルの内積

(5) 位置ベクトル

(6) ベクトル方程式

(7) ベクトルの応用

グラフ用紙を配布するな

ど、ベクトルの四則演算

を作図することで理解を

させたい。

２学期

第２章 空間のベクトル (1) 空間の基本的図形

(2) 空間の座標

３学期 第３章 空間のベクトル 18 (4) ベクトルの成分

(5) ベクトルの内積

(6) 位置ベクトル

(7) ベクトルの応用

(8) 座標空間における図形

平面上のベクトルと異な

り、作図がやや複雑にな

っている。そのため板書

においては丁寧な作図と

説明を行う。

４．学習者への注意
 予習として教科書の理解できない箇所をチェックしておく。

 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５：１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。



2008(平成 20)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、考察する力を身に付ける。

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

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

大気と水の大循環

基本的事項について十

分理解出来るよう解説

する。

単元毎の練習を必ず行

う。

２学期 地球の姿と移り変わり

生命の移り変わりと自然

のつりあい

28 惑星としての地球

生命の移り変わり

遺伝の規則性

基本的事項について十

分理解出来るよう解説

する。

単元毎の練習を必ず行

う。

３学期 生命の移り変わりと自然

のつりあい

人間の活動と地球環境の

変化

18 生物と環境

人間の活動と地球環境の変化

基本的事項について十

分理解出来るよう解説

する。

単元毎の練習を必ず行

う。

４．学習者への注意
 授業に集中し、授業には関係ないことをしない。

 プリントの練習問題は、きちんと自分でやってみること。

 間違いをそのままにせず、どこが違うかを必ず見直すこと。

５．評価の観点・方法
 定期考査の素点だけではなく、ノート及びプリントなどの提出物、授業に対する

姿勢･態度を総合的に判断し、評価する。



2008(平成 20)年度 年間授業計画（物理Ⅰ）

対象学年 ２学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 改訂新物理Ⅰ(第一学習社)

１．目標
 物理的な事物・現象について観察、実験などを行い、自然に対する関心や探究心

を高め、物理学的に探究する能力と態度を育てるとともに基本的な概念や原理・

法則を理解させ、科学的な自然観を育成する。

２．学習の到達目標
 基本的な概念や原理・法則の理解を深め、基礎的な知識、基礎学力を習得する。

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 第1章 力と運動

第1節 物体の運動

第2節 力と運動の法則

24 ・速さと速度

・速度の合成

・相対速度

・加速度

・等加速度直線運動

・落下運動

・力の種類と合力

・基礎的な事項について

十分に理解させる。

・ベクトルの計算につい

て十分に理解させる。

２学期

第2章 仕事とエネルギー

第1節 仕事と力学的エネ

ルギー

28 ・力の合成

・力のつりあい

・運動の法則

・運動方程式

・摩擦力

・仕事と仕事率

・基礎的な事項について

十分に理解させる。

・ベクトルの計算につい

て十分に理解させる。

３学期 18 ・仕事の原理

・運動エネルギー

・位置エネルギー

・エネルギーの変化と仕事

・力学的エネルギーの保存

・基礎的な事項について

十分に理解させるとと

もに、応用も出来るよう

に指導する。

・指数を使った計算も出

来るように指導する。

４．学習者への注意
 授業に集中し、授業には関係ないことをしない。

 プリントの練習問題は、きちんと自分でやってみること。

 間違いをそのままにせず、どこが違うかを必ず見直すこと。

５．評価の観点・方法
 定期考査の素点だけではなく、ノート及びプリントなどの提出物、授業に対する

姿勢･態度を点数化し、これらを総合的に判断し、評価する。



2008(平成 20)年度 年間授業計画（化学Ⅰ）

対象学年 ２学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 化学Ⅰ（啓林館）

１．目標
 中学校理科の基礎の上に、さらに進んだ化学的な方法で、自然の事象についての

探求的な学習を行い、化学の基本的な概念や原理・法則を理解し、科学的な自然

観を育てることを目標とする。さらに、観察・実験を通して、探求する態度を育

て問題解決能力を養い、化学的探究心を高めることを目標とする。

 化学が現代社会に果たす役割などについて広い視野に立った的確な判断ができ、

社会人として必要な基礎知識が得られることを目標とする。

 自然環境について、高い意識をもつ。

２．学習の到達目標
 化学を学ぶことによって、社会人として生きていくうえで必要な基礎知識が得ら

れることを目標とする。

 化学の目で身の回りの物質をみることができる力を得ることを目標とする。物質

について、自然科学的な方法で、探求し理解できる力を養う。

 環境問題について、積極的に取り組む姿勢と経験を積むことを目標とする。

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期

物質の構成

第1章 物質の構成

第2章物質をつくる粒子

第3章 物質の量

24 混合物と純物質、

純物質と物質の三態

原子の構造と電子配置

元素の性質と周期性

イオンからできた物質

原子や分子からできた物質

原子量・分子量・式量

物質を粒子的な立場で

理解することを目標と

する。原子の電子配置、

構造式、電子式、組成式

などを自在に書けるよ

うになる。単位「モル」

を導入する。学習ノート

を活用し、単元の理解を

深める。身の回りの物質

を用いた生徒化学実験

を行う。

２学期

物質の構成

第3章 物質の量

物質の変化

第1章 化学反応と熱

28 物質量

化学変化とその量的関係

熱化学方程式

ヘスの法則

化学変化を化学反応式

で理解できることを目

標とする。溶けるとは何

かを学び、簡単な濃度計

算ができるようになる。

学習ノートを活用し、単

元の理解を深める。身の

回りの物質を用いた生

徒化学実験を行う。

３学期 物質の変化

第1章 化学反応と熱

第2章 酸と塩基

第3章 酸化還元反応

○有機化合物

第1章 有機化合物の特徴

と構造

18 酸と塩基

水の電離とｐＨ

中和反応

酸化と還元

酸化剤と還元剤

電池と電気分解

有機化合物の特徴と分類

有機化合物の分析

酸と塩基は、身の回りの

物質を扱って学ぶ。PＨ

は、実用的な物質で学ぶ

。酸化と還元、電池は、

具体的な事例で学ぶ。学

習ノートを活用し、単元

の理解を深める。身の回

りの物質を用いた生徒

化学実験を行う。

４．学習者への注意
 身の回りの事象や物質を化学的な目で見る意識を化学の授業を通して学ぶ。

 実験中は、事故の無いように安全に留意する。

 なぜ、化学を学ばなければならないのか、生きていくうえでどう学んだことが

生かされていくのかを念頭において授業を行う。

５．評価の観点・方法
 ノート、実験レポート等、提出物がきちんと提出されていること。

 定期試験が合格点に達していること。

 平常の授業態度が真面目であること。
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2008(平成 20)年度 年間授業計画（体育）

対象学年
１ 学 年

男子
単位数 ３単位 使用教科書(出版社) 現代保健体育（大修館）

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適応力を高める。

 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

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 陸上競技

柔道

水泳

36 効率的な技術の習得

受け身・立ち技

クロール・平泳ぎ

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

安全に留意し、公正な態

度を養う。

２学期 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

柔道

水泳

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

42 個人技能から集団技能へ

効率的な技術の習得

受け身・立ち技

クロール・平泳ぎ

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

安全に留意し、公正な態

度を養う。

３学期 持久走

柔道

27 自己のペースの把握と距離に

よるペース配分

受け身・立ち技・寝技

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

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）

 装飾品の不着用（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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2008(平成 20)年度 年間授業計画（体育）

対象学年
１ 学 年

女子
単位数 ３単位 使用教科書(出版社) 現代保健体育（大修館）

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適応力を高める。

 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

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 陸上競技

バレーボール

水泳

36 率的な技術の習得

個人技のから集団技能へ

クロール・平泳ぎ

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

安全に留意し、公正な態

度を養う。

２学期 バレーボール

水泳

サッカー

42 個人技能から集団技能へ

クロール・平泳ぎ

基礎的な個人技能

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

安全に留意し、公正な態

度を養う。

３学期 持久走 27 自己のペースの把握と距離に

よるペース配分

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

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）

 装飾品の不着用（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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2008(平成 20)年度 年間授業計画（体育）

対象学年
２ 学 年

男子
単位数 ３単位 使用教科書(出版社) 現代保健体育（大修館）

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適応力を高める。

 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

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 陸上競技

ソフトボール

テニス

バドミントン

柔道

水泳

36 自己記録の更新を目指す

効率的な技術の習得

各種目の特性を理解

ゲームを運営

受け身・立ち技

個人メドレー

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

安全に留意し、公正な態

度を養う。

２学期 サッカー

テニス

バドミントン

柔道

水泳

42 個人技能から集団技能へ

効率的な技術の習得

受け身・立ち技

個人メドレー

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

安全に留意し、公正な態

度を養う。

３学期 持久走

サッカー

テニス

バドミントン

柔道

27 自己のペースの把握と距離に

よるペース配分

各種目特性の理解

試合の運営

受け身・立ち技・寝技

乱取り

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

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）

 装飾品の不着用（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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2008(平成 20)年度 年間授業計画（体育）

対象学年
２ 学 年

女子
単位数 ３単位 使用教科書(出版社) 現代保健体育（大修館）

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適応力を高める。

 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

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

バレーボール

ソフトボール

テニス

バドミントン

水泳

36 個人技能の習得

集団技能の理解と習得

効率的な技術の習得

各種目の特性を理解

ゲームを運営

個人メドレー

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

安全に留意し、公正な態

度を養う。

２学期 バレーボール

ソフトボール

テニス

バドミントン

水泳

42 個人技能の習得

集団技能の理解と習得

効率的な技術の習得

各種目の特性を理解

ゲームを運営

個人メドレー

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

安全に留意し、公正な態

度を養う。

３学期 持久走

バレーボール

テニス

バドミントン

27 持久走

バレーボール

テニス

バドミントン

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

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）

 装飾品の不着用（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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2008(平成 20)年度 年間授業計画（体育）

対象学年
３ 学 年

男子
単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 現代保健体育（大修館）

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

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 ソフトボール

テニス

バドミントン

水泳

24 個人技能の習得

集団技能の理解と習得

効率的な技術の習得

各種目の特性を理解

ゲームを運営

個人メドレー

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

安全に留意し、公正な態

度を養う。

２学期 ソフトボール

テニス

バドミントン

水泳

28 個人技能の習得

集団技能の理解と習得

効率的な技術の習得

各種目の特性を理解

ゲームを運営

個人メドレー

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

安全に留意し、公正な態

度を養う。

３学期 バレーボール

テニス

バドミントン

16 各種目特性の理解

試合の運営

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

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）

 装飾品の不着用（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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2008(平成 20)年度 年間授業計画（体育）

対象学年
３ 学 年

女子
単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 現代保健体育（大修館）

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

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 バレーボール

テニス

バドミントン

水泳

24 個人技能の習得

集団技能の理解と習得

効率的な技術の習得

各種目の特性を理解

ゲームを運営

個人メドレー

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

安全に留意し、公正な態

度を養う。

２学期 バレーボール

テニス

バドミントン

水泳

28 個人技能の習得

集団技能の理解と習得

効率的な技術の習得

各種目の特性を理解

ゲームを運営

個人メドレー

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

安全に留意し、公正な態

度を養う。

３学期 バレーボール

テニス

バドミントン

16 各種目特性の理解

試合の運営

協力し合い、工夫しゲー

ムや試合ができるよう

にする。

お互いにタイム等の記

録を取る。

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）

 装飾品の不着用（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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2008(平成 20)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）

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

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 現代社会と健康 12 健康のとらえ方

生活習慣病

喫煙

飲酒

「健康」の概念やとらえ

方等、健康に関しての様

々な見方や指標を理解

する。

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

医薬品

感染症

エイズ

薬物乱用の実態と問題

点、また医薬品の使用に

関しての注意点。

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

ストレス

自己実現

交通事故

救急処置

心身の相関に関して理

解する。

交通事故の現状と対策

について考える。

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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2008(平成 20)年度 年間授業計画（保健）

対象学年 ２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）

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

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 生涯を通じる健康 12 思春期と健康

性意識と行動

結婚生活

妊娠・出産・中絶

生涯における健康の課

題に応じて、自己管理が

実践できる。

２学期 生涯を通じる健康

社会生活と健康

14 加齢現象

大気汚染

水質汚濁

土壌汚染

環境が健康におよぼす

影響と、環境汚染による

健康被害を理解して環

境に対する意識を高め

る。

３学期 社会生活と健康 9 健康被害

働くこと

職業生活と健康

労働と健康に関する様

々な事項を、自己の進路

と照らし合わせて考え

る。

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。



2008(平成 20)年度 年間授業計画（音楽Ⅰ）

対象学年 １学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) Mousa1(教育芸術社)

１．目標
 音楽の諸活動を通じて、創造的な表現の能力を伸ばし、鑑賞の能力を高めると共

に、音楽に対する豊かな感性と音楽を愛する心情を養う。

２．学習の到達目標
 表現内容に応じた発生の工夫・歌詞を生かした表現を学び、音楽への関心を深め、

学習への積極定な態度を育てる。（情意的目標）

 音楽の種類や性質を識別し、その価値を判断して、音楽を理解する能力を育てる。

（認知的目標）

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 発声を含む歌唱

楽典

鑑賞

24 ・ 発声の基本的練習（呼吸・

口形）リズム、音程、フレ

ーズの練習

・ 音休符の名称、長さ、音名

等演習

・ 時代区分の特徴

・ 発声の基本の理解

と視唱力の伸長を

図る。

・ 音とリズムの関係

・ 西洋音楽の様式

２学期 歌唱

楽典

鑑賞

28 ・ 曲の内容把握

・ 歌詞や曲想を理解した表

現の工夫

・ 楽曲の調性

・ 時代区分の流れにそって

・ 母音の口の形の注

意

・ ＃形♭形の調性理

解

・ 西洋音楽の形態の

理解

３学期 歌唱

楽典

鑑賞

18 ・ 外国語の理解（外国語によ

る歌唱）

・ 全音・半音の演習

・ ミュージカルの曲

・ 外国語を読めるよ

うになり歌えるよ

うにする

・ コードネームへつ

なげる楽典

・ オペラとミュージ

カルの違い

４．学習者への注意
 声を出すための努力と基本を積み重ねさせる。

 集団的な音楽活動と同時に協調的な人間関係を得させる。

５．評価の観点・方法
 実技によるテストの結果（充分な声量、正しいリズム、音程、明瞭な発音）

 楽曲の理解度（ペーパーテスト）の結果

 鑑賞能力による感情表現のレポート提出

 授業中の授業の参加態度



2008(平成 20)年度 年間授業計画（音楽Ⅱ）

対象学年 ２学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) Tutti音楽Ⅱ(教育出版)

１．目標
 音楽の諸活動を通じて、創造的な表現に必要な知識や技術を習得させると共に、

音楽に対する豊かな感性と音楽を愛好する心を養う。

２．学習の到達目標
 コードネームを理解するための音程を理解する。

 キーボードによるコードネームの位置を理解する。

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 歌唱

楽典

リズム

24 ・ Around The Would(英語唱

法)意味

・ 階名の理解

・ コードネームの学習

・ 正しいリズム(パルスと拍

)

・ 音程を正しくとり、

そのメロディーに

英語を譜割してあ

てはめる。

・ コードの種類の理

解（複数音の響き）

・ 拍子の基礎の等間

隔を学ぶ

２学期 楽譜の創作

器楽

28 ・ メロディーを正しく写譜

し、コードネーム通りの和

音を作る

・ キーボードでコードを弾

く

・ 演奏移動

・ 弾きやすく見やす

い楽譜の正しい作

成

・ コードを左手で弾

く

・ 次の和音をつかみ

やすい位置の音に

する

３学期 歌唱

楽典

鑑賞

18 ・ 校歌の暗譜

・ Beethoven(喜びの歌)ドイ

ツ語

・ オーケストラの楽器

・ クラッシック音楽を楽し

く(ダニーケイ、ニューヨ

ークフィル)

・ 正しく歌える

・ 耳なれた曲をドイ

ツ語で正しく歌う

・ 各楽器群の種類と

名称

４．学習者への注意
 コードネームの理解と演奏への楽譜作成

 キーボードの鍵盤理解と実習（キーボード演奏の習熟）

 鑑賞による表現レポート提出

５．評価の観点・方法
 コードネームの種類と理解

 コードネームを正しく楽譜に作成する

 キーボードを正しく弾く

 校歌を正しく暗譜しているか



2008(平成20)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

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・コンパスの使い方

１三原色の混色 に楕円の表現と個々の色が持つ と絵の具の溶き方。

特性理解。 グラテーションの表現技

２文字の立体表 法。

現による明暗

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

表現。

２ステンシル版 画 文字 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ステンシル版 多色刷の

原画

３学期 １ステンシル複 数版多色 18 色調分割と視覚混合による版分 版分割の効率化

刷 け 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



2008(平成20)年度 年間授業計画（美術Ⅱ）

対象学年 ２学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 高校美術Ⅱ

１．目標
美術の社会生活における役割を理解し 日常生活に生かす·

選択課題を通じて 個性的で創造的な造形力を向上させる·

２．学習の到達目標
生活における機能性と装飾性を理解し 絵画表現の透視図法を修得する·

各自の得意分野を計画的に創作し その表現力を高める·

自分とは異なる価値観 感性の作品に積極的に触れ情操を豊かにする·

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 スペースデザイン 24 透視図法の理解と作図によ Ｄ点法の理解
り生活における機能性と装 比例の置き換えの修
飾性を理解し実生活に生か 得
す 参考となり得る雑誌

や新聞広告の持参

２学期 スペースデザイン着彩 28 淡彩による表現 絵の具と水の割合

ペン入れ 形の明確化 ペンと定規の使い方

選択課題 選択課題
１デザイン 絵文字 １デザイン 形の単純化 １デザイン 色の視

認性
１立体造形 ペーパー １立体造形 展開図 １材料の特性理解イ

クラフト メージに基づく展
２イメージの抽象化 開図

２平面構成 四季の抽 ２形体の分解と再構
象化 ２彫り 研磨 成

２木彫 ２用具の使い方

３学期 １模写 18 １色彩の組み合わせ 実社 １混色による色作り
会での色彩 １用具の使い方

１石彫 １彫り 研磨

４．学習者への注意
身近な日用品の機能やサイズに関心を持つ·

心のなかの世界 幻想の世界 詩や文学の世界など自己の心情を意識する·

課題毎の表現技法を積み重ね 各自ベストの作品となるよう創作を計画的に·

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



2008(平成 20)年度 年間授業計画（書道Ⅰ）

対象学年 １学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 書道Ⅰ（東京書籍）

１．目標
 書写と書道のちがいを理解して、毛筆・硬筆ともに技術と表現・鑑賞の能力を伸

ばす

２．学習の到達目標
 中学校の「書写」と高校の「芸術科書道」の相違を理解する。

 「墨を磨って書く」ことに慣れ、筆の線の幅広い表現に習熟する。

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 漢字仮名交じりの書

楷書

24  用具用材の理解の「書の

表現」を知る

 楷書の基本点画と楷書の

用筆法を理解する

 用具をそろえる

 落ち着いて書く

 名前を正確に書く

 毛筆の特性を生か

して文字を書く

２学期 行書

仮名

28  行書の特徴を理解する

 「蘭亭の序」を臨書する

 平仮名の単体と基本的な

連綿の臨書

 楷書との相違点に

着目する

 古典の臨書により

基礎的な表現力の

育成を図る

３学期 篆刻

実用の書

隷書

18  自用印を彫る(白文一字)

 書式と贈答用語

 隷書の用筆・連筆の理解

 実用印と雑印の区

別

 自作に印を捺す

 筆の表現の幅を広

げる

４．学習者への注意
 落ち着いたまじめな態度で授業に臨む

 必要な用具を準備する

 自作を客観的に見る目を養う

５．評価の観点・方法
 授業態度

 出欠・遅刻

 作品提出状況

 作品の室（完成度）

 道具の手入れ



2008(平成20)年度 年間授業計画（書道Ⅱ）

対象学年 ２学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) 書道Ⅱ（東京書籍）

１．目標
 書を愛好する心情を育て、書の文化や伝統についての理解を深める。

 個性豊かな表現と鑑賞の能力を伸ばす。

２．学習の到達目標
 漢字古典（草書、隷書、篆書）の筆づかいを身につける。

 仮名古典では仮名を正しく読めるようにする。

３．学習内容と学習上の留意点

学期 単 元
配当

時間
学 習 内 容 学習上の留意点

１学期 漢字古典

○隷書

24

書道Ⅰの復習

隷書の用筆法・臨書

（曹全碑、礼器碑）

逆筆の筆遣いに慣れる

半切サイズの作品を創

る。

２学期 漢字古典

○篆書

○草書

28

篆書の用筆法

草書の臨書（十七帖）、筆順

各書体の変遷と特徴を

実際に書くことで改め

て確認する。

３学期 仮名古典

○仮名

○漢字仮名交じりの書

18

仮名の臨書

作品集を作る

（表紙の創作）

散らし方のパターンに

注目し、様々な散らし方

で書く。

配当時間は一応の目安であり若干の増減はある。

４．学習者への注意
 忘れ物をしない。

 書についての歴史的背景や基礎知識を身につけたい。

 多様な古典に触れ、様々な書風があることを理解する。

５．評価の観点・方法
 毎時の授業態度（遅刻、忘れ物、中抜けなど）と提出物（作品、ノート）。

 授業冒頭で行う口頭テストも加味する。
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2008(平成 20)年度 年間授業計画（OCⅠ）

対象学年 １学年 単位数 ２学年 使用教科書(出版社)
WHY NOT? ORAL COMMUNICATION Ⅰ

（池田書店）

１．目標
学校生活や家庭生活などの身近な話題について、英語を聞いたり話したりして、情報や考え

などを理解し、伝える基礎的な能力を養う。

相手が話すことを理解しようと努めたり、自分が話したいことを伝えようと努めたりするこ

となど、積極的にコミュニケーションを図る能力を養う。

２．学習の到達目標
発表、ペアワーク、グループ活動などに積極的に参加して、コミュニケーションを図れるように

する。

身近な話題について、場面や目的に応じてそれにふさわしい表現ができるようにする。

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 Lesson1

Nice to Meet You!

Lesson2

Club Activities

Lesson3

Hobbies and Interests

Lesson4

My School Life

Lesson5

Let's Go Shopping

24 自己紹介

クラブ活動

趣味・関心

学校生活

買い物

インタヴューした内容を

友人に伝達できるように

する。

自分の言いたいことや聞

いたことををまとめて表

現できるようにする。

２学期 Lesson6

What's Wrong with You?

Lesson7

What's Your Favorite Sport?

Lesson8

Making a Call

Lesson9

My Favorite Food

Lesson 10

How Do I Get to Your House?

28 健康

運動

電話

食べ物

道案内

色々な場面での表現を

身につける。

３学期 Lesson 11

Plan for Vacation

Lesson 12

Let's Send an Email

Lesson 13

My Future Work

18 旅行

情報

進路・希望

自分の言いたいことや

聞いたことををまとめ

てジェスチャーを入れ

て生き生きと表現でき

るようにする。

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が求められる。

５．評価の観点・方法
定期考査

小テスト（各課終了時のリスニングテスト）

課題

出席状況

提出物

授業態度等、全てを総合して評価をする。
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2008(平成 20)年度 年間授業計画（英語Ⅰ）

対象学年 １学年 単位数 ３単位 使用教科書(出版社) POWWOW（文英堂）

１．目標
日常的な話題について、聞いたことや読んだことを理解し、情報や考えなどを英語で話したり書

いたりして伝える基礎的な能力を養うとともに、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態

度を育てる。

２．学習の到達目標
基礎・基本の定着

言語観の育成

異文化理解

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期

中学英語の復習

＜L1＞

FAIR TRADE

＜L2＞

THE MALDIVES THE LAST

PARADISE ON EARTH

36 文法の基礎固め

＜L1＞

フェアトレードの仕組みを知

り、発展途上国の現状について

学ぶ。

不定詞＋受動態

＜L2＞

モルディブの抱える環境問題

について学ぶ。

現在分詞＋過去分詞

中学英語の復習を行い、

時間をかけて学習上の積

み上げの土台をつくる

高校文法の導入

２学期 ＜L3＞

THE BIRTH OF ANNE SHIRLEY

＜L4＞

A LUCKY MAN

＜L5＞

RETURN TO THE WILD, MY

AQUA

＜L6＞

WATER SHORTAGES AROUND

THE WORLD

42 ＜L3＞

アンシャーリーを知る

現在完了＋過去完了

＜L4＞

マイケル・Ｊ・フォックの病と

の闘いについて読み取る

関係代名詞＋It is 形容詞

＜L5＞

アザラシの保護活動について

学ぶ。現在完了進行形＋疑問詞

＜L6＞

人口問題について考える。

関係副詞

ある程度長さのある長文

に慣れる

文法事項を確立し、内容

を理解するレベルをめざ

す

3学期

＜L7＞

THE ROCKET BOYS

＜L8＞

46664:GIVE ONE MINUTE OF

YOUR LIFE TO AIDES

27 ＜L7＞

ロケット打ち上げ成功までの

苦悩や喜びを読み取る。

強調構文＋助動詞＋関係代名

詞

＜L8＞

エイズ問題とそれに取り組む

人々の苦悩を知る。

分詞構文＋原形不定詞＋関係

副詞

内容を理解し、題材につ

いて考え楽しむレベルを

めざす

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
定期考査（中間×２ 期末×）

小テスト（各課終了時の単語・熟語テスト）

課題,出席状況,提出物

授業態度等、全てを総合して評価をする。
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2008(平成20)年度 年間授業計画（英語Ⅰ）

対象学年 ２学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) Vivid English Course I（第一学習社）

１．目標
英文法の基礎を固め、総合的な英語力を身につける。英語の４技能のうち主に「聞く」力と

「書く」力に焦点を当てて練習する

２．学習の到達目標
英語の音に慣れ、正しく発音し、正しく聞き取る力をつける。

文法の基礎を固め、正しく英文を書く力をつける。

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 Listening Trial （Basic）

Listening Test 1～15

ﾕｱｰｽﾞ演習ノート英語Ⅰ

ｐ.3～ｐ.25

24 日本語にない音を正確に聞き

取る

数字を正確に聞き取る

道案内の表現

天候を表す表現

文の時制

文の種類

助動詞

疑問詞

聞き取るだけでなく、自

分でも正確に言える

ように練習する。

現在形、過去形、進行形、

現在完了形の文を正しく

書けるようにする。

can, will, should,

shall の 意味 を 学 ぶ。

what, who, whose,

which, why, how を学ぶ

２学期 Listening Trial (Basic)

Listening Test 16～20

Listening Trial (Standard)

Listening Test 1～10

ﾕｱｰｽﾞ演習ノート英語Ⅰ

ｐ.26～ｐ.45

28 誘うときの表現

電話の応対によく使う表

同音異義語

弱く読まれる代名詞

よく使われる口語表現

似た音の区別

完了形の文

態

関係詞

準動詞

聞き取るだけでなく、自

分でも正確に言える

ように練習する

現在完了形と過去完了形

の文の意味を理解する。

能動態と受動態の違いを

理解する。

関係代名詞と関係副詞が

使えるように練習する。

３学期 Listening Trial (Standar

d)

Listening Test 11～20

ﾕｱｰｽﾞ演習ノート英語Ⅰ

ｐ.46～ｐ.59

18 音のつながりに慣れる

短縮語に慣れる

分数

準動詞

比較

聞き取るだけでなく、自

分でも正確に言える

ように練習する

不定詞と動名詞を学習す

る。

形容詞・副詞の原級、比

較級、最上級を覚え、比

較表現ができるようにす

る。

４．学習者への注意
積極的に授業に参加するよう働きかける。

予習・復習を習慣化させることを目標とする。

５．評価の観点・方法
授業への取り組み方、提出物、定期考査などにより総合的に評価する。
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2008(平成 20)年度 年間授業計画（英語Ⅱ）

対象学年 ２学年 単位数 ３単位 使用教科書(出版社) LovEng. English Course Ⅱ(文英堂)

１．目標
聞く・話す・読む・書くの 4 技能を有機的に関連させ、英語の基礎力をつける。

日常的な次元に留まらず、社会的な広がりを内包する題材を読むことで視野を広げる。

生徒個々人の意思や考え方を簡単な英語で表現できるようにする。

２．学習の到達目標
各課の新出単語は各自が予習して調べ、和訳ができる力をつける。

文法の基礎を固め、英文を正確に読む力をつける。

既習の内容を英語で理解するリスニング力をつける。

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 Lesson1

Seize the Day

Lesson2

New Trends of Japanese

Tradition

Lesson3

The Precious Heritage

Lesson4 Your Dream

36 ・各国の高校生が自分の生活・

将来を語る

・日本の伝統文化が若者により

新しい文化へと変容する有様

を学ぶ

・時代とともに変化する言語、

言葉の大切さ

・外国人落語家からの高校生へ

のメッセージ

SVC

SVOC

現在完了進行形

分詞構文

受身の現在完了

過去完了進行形

未来完了

SVOO

２学期 Lesson5

Fuji Jumps Again

Lesson6

We Must. We Can. We Wil

l.

Lesson7

More Than Words

Lesson8

Child Labor

42 ・尾びれを失ったイルカが人工

尾びれで再びジャンプできる

までのエピソード

・俳優クリストファー・リーブ

の悲劇と家族愛

・コミュニケーション手段とし

てのボディー・ランゲージ

・世界の児童労働の実態と子供

を救うための運動

It seems that～

It is 形容詞 that ～

Ｓ ｓｅｅｍ ｔｏ ｄ

ｏ

受動態

関係代名詞の非制限用法

関係代名詞what

不定詞の形容詞的用法

It is said that～

感情の原因を表すthat節

３学期

Lesson9

Anime And Manga

Lesson10

Is There a Santa Claus?

27

・世界に席捲するアニメ・マン

ガの魅力とは

・新聞社に届いた一通の手紙か

らの心温まる展開

完了形の不定詞

倒置

仮定法過去・部分否定

同格の that

４．学習者への注意
積極的に授業に参加すること

予習・復習の習慣化

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、授業への取り組み、提出物、定

期試験などにより総合的に評価する
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2008(平成 20)年度 年間授業計画（英語演習Ⅰ）

対象学年 ２学年 単位数 ２単位 使用教科書(出版社) なし

１．目標
日常的な次元に留まらず、社会的な広がりを内包する長文を読むことで視野を広げる。

パラグラフ・リーディングにより、英語を総合的に理解できるようにする。

文法事項の基礎を理解し習得する。

２．学習の到達目標
各課の新出単語は各自が予習して調べ、和訳ができる力をつける。

文法の基礎を固め、英文を的確に読む力をつける。

精読とすることにより、英文読解力を養う。

３．学習内容と学習上の留意点

学期
単 元

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 ・Earth Liner

Lesson1～Lesson4

pp.（2-13）

・Just! 英文法 22

基本時制～文型２

pp.（10-27）

24 【Earth Liner】

・アメリカでの活躍が期待さ

れる松坂大輔について

・アニメ映画の人気について

・世界各地の異常気象について

・日本三大祭りについて

【Just!英文法】

・基本時制 ・進行形・完了形

・助動詞・文型

・パラグラフとは何かを

理解する

・意味の切れ目を理解す

る

・筆者の主張を理解する

・文中で使われている単

語を覚える

・動詞の活用を覚える

・時制の感覚を理解する

・助動詞の使い分けを理

解する

・文型を理解する

２学期 ・Earth Liner

Lesson5～Lesson8

pp.（14-25）

・Just! 英文法 22

受動態１～分詞 2

pp.（28-41）

28 【Earth Liner】

・ロボットと近未来の生活に

ついて

・世界で活躍する女子フィギア

選手について

・紫外線の脅威について

・南アフリカでの病院列車につ

いて

【Just!英文法】

・受動態・動名詞・不定詞・分

詞

・パラグラフとパラグラ

フのつながりを理解する

・意味の切れ目を自分で

入れられるようにする

・筆者の主張を理解しそ

れを支持する文を理解す

る

・準動詞と受動態を理解

する

３学期 ・Earth Liner

Lesson9～Lesson11

pp.（26-31）

・Just! 英文法 22

関係詞１～仮定法２

pp.（42-55

18 【Earth Liner】

・世界中のヴァレンタインデイ

について

・南極の環境汚染について

・チェルノブイリ原発事故被災

児について

【Just!英文法】

・関係詞 ･比較 ･仮定法

・長文全体を読めるよう

になる

・意味の切れ目の順に文

を理解できるようになる

・筆者の主張とサポート

センテンスを自力でつか

めるようにする。

・関係詞、比較、仮定法

を理解する

４．学習者への注意
積極的に授業に参加すること

予習・復習の習慣化

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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2008(平成20)年度 年間授業計画（リーディング）

対象学年 ３学年 単位数 ３単位 使用教科書(出版社) New Stage English Reading（池田）

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る。
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

(教科書の章単元名で表

記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)

学習上の留意点

１学期 Part 1 Lesson 1 ～

Lesson 17

36 スポーツ、科学技術、芸術、政

治、文化をテーマとする読解

＋

以下をテーマとする文法学習

・仮定法 ・関係詞 ・時の

副詞節 ・否定構文 ・完了・

比較構文・譲歩・分詞構文

学習上の積み上げの土台

とする

基礎的な文法事項を確立

する

やや長めの英語に慣れる

２学期 Part 1 Lesson 18 ～

Part 2 Lesson 4

42 芸術、スポーツ、情報社会、文

化、健康をテーマとする読解

＋

以下をテーマとする文法学習

・目的の副詞節 ・受動態

・分詞 ・強調構文 ・動名詞

・倒置表現

内容を理解するだけでな

く、内容を楽しむレベル

を目指す。

３学期 Part 2 Lesson 5 ～

Lesson 6

24
文芸、環境問題をテーマとする

読解

内容を楽しむと同時に、

発展教材を利用して教材

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。



2008(平成 20)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）

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。

 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

(教科書の章単元名で表記)

配当

時間

学 習 内 容

(教科書の節単元名で表記)
学習上の留意点

１学期 ・人生をみつめる

・生活を営む

24 ・自分の生活をみつめよう

・人生を展望しよう

・衣生活を営む ミシンの正しい操作

２学期 ・生活を営む

・資源を生かす

・生活を営む

28 ・衣生活を営む

・家庭経済生活をみつめよう

・食生活を営む

ミシンの正しい操作

調理実習では、安全面と

衛生面に配慮

３学期 ・生活を営む

・ともに生きる

18 ・食生活を営む

・住生活を営む

・家族をみつめる

・子どもを育てる

調理実習では、安全面と

衛生面に配慮

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。



2008(平成20)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) みんなの情報Ｃ(オーム社)

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 時間 (教科書の節単元名で表記)

表記)

１学期 情報通信ネットワーク 24 ・情報通信ネットワークの形態 仕組みを学ぶことに

とコミュニケーション ・情報通信ネットワークの仕組み より、情報モラルに

・情報通信ネットワークを利用したコミ ついて意識する

ュニケーション

情報の検索・収集と発 ・情報通信ネットワークを利用した情報 情報の信ぴょう性お

信 の検索・収集と発信 よび情報発信する場

・情報の収集・発信と個人の責任 合の責任について意

・インターネット時代の著作権保護 識する

２学期 コミュニケーションと 28 ・情報通信の歴史

情報機器 ・新しい情報機器による新しい情報伝達

情報のディジタル化 ・情報機器における情報の表し方 アナログでは異なる

・ディジタル化の特徴 情報が、ディジタル

・ディジタル情報機器のいろいろ では統合できること

・情報の統合的な処理と発表方法 を意識する

３学期 情報社会 16 ・社会を支える多様な情報システム 情報システムの光と

・情報化と社会への影響 影について意識する

４．学習者への注意
全時間パソコン教室で授業を行い、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、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。·



2008(平成 20)年度 年間授業計画(総合的な学習の時間)
※１学年に「奉仕」を含む

１ 目標 ・学校生活の中で「自己実現」を図る

・生徒一人ひとりの進路意識を早期に芽生えさせ、育成する

・進路に関する取り組みの中で、「自己の在り方生き方」を考えさせる

・生徒同士、教員、様々な職業人との交流を通して、「自分探し」をさせる

・「奉仕」についての学習を通して体験実習等を交えながら、自己のあり方生き方と

社会とのつながりを考えさせる。

２ 内容 １学年・・・「自己をみつめる」

２学年・・・「自己の可能性を探る」

３学年・・・「自己の進路を拓く」

３ 育てようとする資質や能力及び態度

・自らの適性を早期に発見させ、進路に関する意識を持たせる

・「自己実現」を図る学習に取り組ませ、社会性を育成する

・体験活動を通し、社会に役立つ喜びと意義を実感する。

４ 学習活動、指導方法

・様々な進路に関する課題学習を行わせる。

・自己の振り返りレポ－トを書かせ、自分を見つめさせる

・生徒同士、教員、様々な職業人との交流を通して、「自分探し」をさせる

５ 指導体制

・教務部、キャリア教育推進委員会を中心にして、全校あげて実施する

６ 学習の評価の計画

・生徒一人ひとりにファイルを持たせ、ポ－トフォリオ評価を行う

７ 学年別年間授業計画 別表参照



2008(平成 20)年度 年間授業計画(総合的な学習の時間)

対象学年：３学年「自己の進路を拓く」 単位数：１単位

学期 月 配当時間 活 動 項 目 活 動 内 容 評 価 計 画

１

２

３

4

4

～

5

5

6

6

～

7

7

7

～

8

9

9

9

10

～

11

1

3

1

3

3

1

7

1

7

3

1

1

4

2

1

進路希望調査

学力テストと課題

進路ガイダンス

進路研究①

進路研究②

１学期まとめ

進路研究③

学力テストと課題

個人面談

模擬面接指導

社会との関わりを考

える

まとめ

卒業にあたって

２年間の学校生活を振り返り、自己の適

性を見つめ、希望を明確にする。

ワークシート・個人面談

小論文と基本５教科についての自己の

実力を客観的に認識し、今後の課題を明

確にする。

ワークシート・テスト

進路希望分野別の分科会で説明を受け、

各自に必要な準備・スケジュールを確認

する。ワークシート

「進路の手引き」を熟読し、研究する。

ワークシート

各自の希望進路についての資料を収集

するとともに、学業成績等も加味して具

体的な進路先を確定する。レポート

１学期の総合的な学習の時間について

の振り返りを行う。ワークシート

各自の希望分野に合わせ、具体的な準備

を進める。大学オープンキャンパス参

加、専門学校体験入学参加、会社見学等、

レポート

1 学期と同様。

１学期までの評定平均値を基に、具体的

な進路希望と準備を確認する。

自己ＰＲをレポート化しておく。面接受

験の心構えやマナーを学ぶ。

言葉遣い・時事常識・消費者としての知

識などについて、社会人として身に付け

ておきたいことを知る。

ワークシート

受験報告、総合的学習の時間全体の振り

返りを行う。ワークシート

高校生活の反省、社会に出るにあたって

の抱負等を作文する。作文

発言の確認

記述の点検

記述の点検

結果の点検

行動の観察

記述の点検

記述の点検

行動の観察

記述の点検

記述の点検

行動の観察

記述の点検

記述の点検

結果の点検

発言の確認

記述の点検

行動の観察

記述の点検

記述の点検

記述の点検



2008(平成 20)年度 年間授業計画(総合的な学習の時間)

対象学年：２学年「自己の可能性を探る」 単位数：１単位

学期 月 配当時間 活 動 項 目 活 動 内 容 評 価 計 画

１

２

4

4

4

5

5

6

6

6

6

7

7

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

高校生活の抱負

進路希望調査

大学・短大研究

学力テストと課題

生活実態調査

職業適性検査

専門学校研究

進路の手引きを読む

講座別学習ガイダン

ス・登録

第１回進路ガイダン

ス

個人面談

学力テストと課題

第２回進路ガイダン

ス

２学年進級時の抱負、目標を考察する。

作文

昨年の学校生活を振り返り、自己の適性

を見つめ、現時点での希望を明確にす

る。ワークシート

４年制大学・短期大学の特徴について知

る。ワークシート

基本３教科についての自己の実力を客

観的に認識し、今後の課題を明確にす

る。

テスト・バックアップノート

各自の生活を振り返り、学校生活の充実

と自己の在り方を考える。

ワークシート

各自の適性を客観的に把握することで、

自己の在り方・生き方と具体的な進路希

望とを考える。

検査・ワークシート

専門学校の特徴について知る。

ワークシート

「進路の手引き」の見方を理解し、先輩

の経験から自己の進路選択を考える。ワ

ークシート

講座別学習のねらいと活動内容を理解

し、自己の目標や課題に合致した講座に

登録を行う。

進路分野別のガイダンスに参加し、各自

の進路決定に役立てる。

ワークシート

担任との個別面談をもとに、現在の進路

や高校生活の在り方の課題と解決方法

を考える。

1 学期と同様。

記述の点検

記述の点検

記述の点検

記述の点検

結果の点検

記述の点検

記述の点検

結果の点検

記述の点検

記述の点検

記述の点検

行動の観察

記述の点検

行動の観察

記述の点検

発言の確認

記述の点検

結果の点検



３

２・

３

12

1

2

3

3

7

～

2

2

1

1

1

2

15

修学旅行事前学習

修学旅行レポート

１年間を振り返って

卒業生進路体験発表

会

講座別学習

進路分野別のガイダンスに参加し、各自

の進路決定に役立てる。

ワークシート

沖縄の自然・地理・修学旅行体験学習内

容等について理解し、各自の課題を考え

る。

体験学習や集団生活を通して感じた、自

己の在り方・適性・課題等についてまと

める。

総合的な学習の時間の学習内容、高校生

活全般を振り返り、反省と今後の課題を

作文する。作文

本校の卒業生の体験談を聞くことで、進

路選択に関する情報を収集するととも

に、各自の適性や今後必要な準備等につ

いて考える。ワークシート

幅広い視点から自己の進路や在り方を

考察する。

記述の点検

記述の点検

行動の観察

記述の点検

記述の点検

行動の観察

記述の点検

記述の点検

行動の観察



2008(平成 20)年度 年間授業計画(総合的な学習の時間：「奉仕」)

対象学年：１学年「自己をみつめる」 単位数：１単位

学期 月 配当時間 活 動 項 目 活 動 内 容 評 価 計 画

１

２

４

５

６

７

８

９

10

11
12
１

０

２

１

１

１

１

３

１

１

2

11

1

5

2

総合的な学習の時

間

オリエンテーシ

ョン

自分を知る

(事前学習)

社会を知る

(事前学習)

具体的活動を考え

る

(事前学習)

地域とのつながり

を考える

(体験学習)

講座別体験学習

(体験学習)

体験学習合宿

(事前学習)

体験学習合宿

(体験学習)

体験学習合宿

(事後学習)

講座別体験学習

(体験学習)

① 入学前課題として高校生活の抱負

を考えさせ、作文させる。

② オリエンテーションで３年間の総

学の進行、１年生での「奉仕」の学習

内容についての説明を受けさせる。

① これまでの自分を振り返るワーク

シートに取り組ませる。

② これからの自分の生き方を想像す

るワークシートに取り組ませる。

③ 適性検査結果を踏まえ、客観的な自

己の適性について知り、今後の活動を

考えるワークシートに取り組ませる。

④ 実力テスト結果を踏まえ、客観的な

自己の学力について知り、サービスラ

ーニングの考え方から振り返るワー

クシートに取り組ませる。

① テキストを通し、社会での様々な問

題や取り組みについて知り、考えるワ

ークシートに取り組ませる。

② 様々な立場の方の講演を聞き、その

内容を踏まえて考えたことをレポー

トにまとめさせる。

① 今の自分が生かせる能力は何か、具

体的にはどのような活動と結びつけ

られるかを考えるワークシートに取

り組ませる。

② 具体的活動の選択と講座登録をさ

せ、活動ルールの徹底と登録調整を行

う。

学年で地域清掃を行う。

各自が選択した活動の内容に従い、講

座ごとに体験活動を行わせる。

体験学習合宿(植林活動)についての学

校での事前学習

学年全員参加の二日間に渡る植樹活

動

現地で夜レクチャーを受け、翌日資料

館を見学する事後学習

各自が選択した活動の内容に従い、講

座ごとに体験活動を行わせる。

記述の確認

(作文提出)

行動の観察

(関心・意欲・態

度)

記述の確認

(レポート提出)

行動の観察

(関心・意欲・態

度)

記述の確認

( ワークシート

提出)

〃

〃

〃

〃

行動の観察

(関心・意欲・態

度)

記述の確認

( ワークシート

提出)

行動の観察

(関心・意欲・態

度)

記述の確認

( ワークシート

提出)

(登録票の提出)

行動の観察

(関心・意欲・態

度)

報告の確認

(報告書提出)

同じ

同じ

同じ



３ ２

３

１

１

１

体験を振り返って

考える

(事後学習)

成果発表会

(事後学習)

① 各自が講座別体験学習を振り返り、

そこから学んだこと・考えたことにつ

いてワークシートにまとめさせる。

② 同じ体験学習をした生徒で模造紙

１枚程度のポスターに成果をまとめ

させる。

談話コーナーに掲示した各講座のポス

ターを見て、感想をレポートにする。

行動の観察

(関心・意欲・態

度)

記述の確認

( ワークシート

提出)

(ポスター掲示)

記述の確認

(レポート提出)


