
年間授業計画
教科：（ 理科 ）　科目：（ 物理基礎 ）　対象：（ 第３学年　自由選択 ） 単位数：２
教科担当者：（ 柏木 ）
使用教科書：『新編 物理基礎』（数研出版）

指導内容
【年間授業計画】

「物理基礎」の具体的な指導目標
【年間授業計画】

使用教材・教具
予定
時数

４
月

熱とエネルギー ・ブラウン運動などの観察を通して，原子や分子の熱運動と温度との関係を定
性的に理解する。
・原子や分子の熱運動というミクロな立場から，物質の三態変化，絶対温度，及
び潜熱（融解熱，蒸発熱）について理解する。
・熱量，熱容量，比熱，及び熱量の保存について理解し，熱を定量的に扱える
ようになる。
・仕事と熱の変換，内部エネルギー，及び熱力学第１法則について学び，熱現
象とエネルギーの関係について理解する。
・熱機関とその熱効率，及び熱現象の不可逆性について学び，エネルギーの有
効利用についての理解を深める。

18

５
月

波の性質 ・波の基本的な性質を理解し，波の波長，振動数，波の伝わる速さなどを量的
に扱えるようになる。
・横波と縦波の違いを理解する。また，波の伝わり方について，波の速さ，波
長，周期や振動数の量的関係を扱えるようになる。
・波の独立性，重ね合わせの原理，反射について観察や作図を通して学び，定
常波ができるしくみについて理解する。

６
月

音 ・音波の性質として，うなり，固有振動，共振，共鳴などを学び，身近な楽器の
原理について理解する。

７
月

物質と電気抵抗 ・静電気や電流について電子の移動と関連付けて理解するとともに，電荷や電
流の大きさを定量的に扱えるようになる。
・材質，長さ，断面積の異なる金属線の抵抗を調べる実験を通して，物質の種
類による抵抗の違いを抵抗率で表せることを理解する。また，物質の電気的性
質によって導体，半導体，絶縁体に区分できることを理解する。さらに，複数の
抵抗をつないだときの合成抵抗を求めることができるようになる。
・電流のエネルギーについて，電力と電力量を計算で求められるようになる。
・右ねじの法則を学び，電流による磁界について理解する。
・電流が磁界から受ける力について学び，モーターの原理を理解する。さらに，
モーターと発電機についてエネルギー変換の立場から理解する。

教科書，問題集



７
月

物質と電気抵抗 ・静電気や電流について電子の移動と関連付けて理解するとともに，電荷や電
流の大きさを定量的に扱えるようになる。
・材質，長さ，断面積の異なる金属線の抵抗を調べる実験を通して，物質の種
類による抵抗の違いを抵抗率で表せることを理解する。また，物質の電気的性
質によって導体，半導体，絶縁体に区分できることを理解する。さらに，複数の
抵抗をつないだときの合成抵抗を求めることができるようになる。
・電流のエネルギーについて，電力と電力量を計算で求められるようになる。
・右ねじの法則を学び，電流による磁界について理解する。
・電流が磁界から受ける力について学び，モーターの原理を理解する。さらに，
モーターと発電機についてエネルギー変換の立場から理解する。

９
月

交流と電磁波 ・交流と直流の違いを理解し，送電における交流の利点を知る。
・交流に関連して電磁波について学び，光を含めたいろいろな電磁波が現代の
社会生活に利用されていることを知る。
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１０
月

エネルギーとその利用 ・人類が利用可能な様々なエネルギーの特性や利用について，物理的な視点
から理解する。
・原子力発電や医療などにおける放射線及び原子力の利用とそれに伴うリスク
について，具体的な事例に触れながら理解を深める。
・放射線の種類と特性，及び人体や環境への影響について理解し，さらには放
射線や放射能の被曝から身を守るための対処法について，ベクレルやシーベ
ルトなどの単位を扱いながら理解する。
・近い将来に直面するであろうエネルギー問題について関心を持ち，その解決
のために必要とされる基本的な科学知識や態度を，討論や探究活動などを通
して身につける。

１１
月

物理学が拓く未来 ・エネルギーの和は一定に保たれるが，エネルギーを利用する段階で効率的な
方法があることを理解する。
・自動車が停止するときだけでなく，加速や曲がるときにも摩擦力が必要である
ことに気づかせ，そのときにはたらく摩擦力の向きについて考える。
・上履きやスポーツシューズの靴底の観察などを通して，身近なさまざまな場面
で摩擦力のはたらきが利用されていることを理解する。
・音波に関する物理学の研究成果として超音波検査について紹介し，媒質の境
界で波が反射するという既習事項と関連づけてしくみを理解する。
・電磁波の一種であるX線に関する研究成果としてX線撮影やX線CTスキャンを
紹介し，物質中をよく透過するというX線の性質と関連づけてしくみを理解する。

１２
月

問題演習 センター試験レベルの問題をある程度解けるようにする。

１
月

6

２
月

＊学習者への注意：公式は必ず覚える。間違えた問題は必ず解き直し，自力で解けるようにする。
＊評価の観点・方法：定期考査，小テスト，提出物及び授業態度を総合して評価する。

教科書，問題集



年間授業計画
教科：（ 理科 ）　科目：（ 物理 ）　対象：（ 第３学年 必修選択 ）　　 単位数：４
教科担当者：（ 柏木 ）
使用教科書：『物理』（数研出版）

指導内容
【年間授業計画】

「物理」の具体的な指導目標
【年間授業計画】

使用教材・教具
予定
時数

平面内の運動 平面内を運動する物体の運動について理解させる。 教科書，問題集 42

斜方投射された物体の運動について理解させる。

剛体 大きさのある物体のつり合いを理解させる。

運動量の保存 物体の衝突や分裂における運動量の保存を理解させる。

衝突におけるはね返りについて理解させる。

円運動と万有引力 円運動をする物体の様子を表す方法やその物体に働く力などに
ついて理解させる。

物体に働く慣性力と遠心力について理解させる。

単振動をする物体の様子を表す方法やその物体に働く力などに
ついて理解させる。

万有引力の法則及び万有引力による物体の運動について理解さ
せる。

気体のエネルギーと状態変化 気体分子の運動と圧力の関係について理解させる。

気体分子の圧力と気体分子の熱運動を理解させる。

気体の内部エネルギーについて，熱力学の第１法則に関連付け
て理解させる。

気体の状態変化における熱，仕事及び内部エネルギーの関係を
理解させる。

波の伝わり方 波の伝わり方とその表し方について理解させる。 48

波の干渉と回析について理解させる。

ホイヘンスの原理と波の反射と屈折を関連付けて理解させる。

音の伝わり方 音の三要素と音の干渉と回析について理解させる。

音のドップラー効果について理解させる。

光 光の伝わり方について理解させる。

光のスペクトルや光の散乱について理解させる。

レンズと球面鏡によってできる像と，式について理解させる。

光の回析と干渉について理解させる。

電場 静電気の種類と性質について理解させる。

クーロンの法則と電界について理解させる。

電界と電位の関係を理解させる。

コンデンサーの性質を理解させる。

電流 オームの法則とジュール熱について理解させる。 12

直流回路の性質を理解させる。

２
月

半導体の性質とその利用について理解させる。

＊学習者への注意：公式は必ず覚える。間違えた問題は必ず解き直し，自力で解けるようにする。
＊評価の観点・方法：定期考査，小テスト，提出物及び授業態度を総合して評価する。

４
月

５
月

６
月

７
月

９
月

１０
月

１１
月

１２
月

１
月



年間授業計画
教科：（  理科    ）科目：（  化学    ） 　対象：（第 ３学年自由選択・必修選択講座）　　 単位数：４

教科担当者：（A～Ｆ組：岩永　光正　㊞　 ）

使用教科書：『高等学校　化学』（第一学習社），『新編　化学基礎』（東京書籍）

36

＊評価の観点・方法：定期考査で合格点に達していることのほかに、ノート、及びプリントなどの提出物
の状況、平常点の授業態度を総合的に判断し、評価する。

指導内容
【年間授業計画】

「化学」の具体的な指導目標
【年間授業計画】

使用教材・教具
予定
時数

４
月

酸と塩基
・酸と塩基

①酸性、塩基性の特徴、定義を理解する。
②代表的な酸と塩基の電離を理解する。
③価数と強弱を理解する。
④ｐＨを表す。
⑤ｐＨの測定実験
⑥中和反応の化学反応式を立てる。
⑦中和反応の量関係の計算ができる。
⑧中和滴定を理解する。

教科書、プリント、試薬
各種

48

５
月

酸と塩基
・酸と塩基

酸化と還元
・酸化と還元

①中和滴定実験
②塩を分類し、塩の性質を理解する。
③滴定曲線の特徴を理解する。
④塩の性質の実験
⑤酸化と還元の定義
⑥酸化数をもとに酸化還元を判別する。
⑦酸化剤と還元剤を理解する。
⑧酸化還元の量的関係を理解する。

教科書、プリント
滴定実験器具、試薬各種

６
月

酸化と還元
・酸化と還元
・酸化還元反応の利用

物質の状態
・化学結合と結晶

①金属のイオン化傾向を理解する。
②電池の仕組みを理解する。
③電池の分解と製作の実験
④電気分解の仕組みを理解する
⑤電気分解の実験
⑥電気分解の量的関係を理解する。
⑦化学結合と結晶の性質を理解する
⑧金属結晶の構造を理解する。

教科書、プリント
試薬各種、電源装置

７
月

物質の状態
・化学結合と結晶
・物質の三態変化

①イオン結晶、共有結合結晶の構造を理解する。
②分子間力と分子結晶を理解する。
③物質の三態変化を理解する。
④気液平衡と蒸気圧を理解する。

教科書、プリント
試薬各種、電源装置

８
月

物質の状態
・気体の性質
・溶液の性質

①気体の温度・圧力・体積の関係を理解し計算をする。
②気体の状態方程式を表す。
③想気体と実在気体を理解する。
④分子量の測定の実験
⑤溶解の仕組みを理解する。
⑥希薄溶液の性質を理解する。
⑦コロイド溶液を理解する。
⑧④凝固点降下の実験
⑨コロイド溶液の実験

教科書、プリント
結晶模型各種、ライター
用ガスボンベ

56

９
月

物質の変化と平衡
・物質とエネルギー

物質の変化と平衡
・化学反応の速さ

①反応熱を理解し、熱化学方程式を立てる。
②ヘスの法則と結合エネルギーを理解する。
③反応熱の実験
④化学反応の速さと濃度、圧力、温度の関係を理解する。
⑤可逆反応と平衡を理解する。
⑥平衡定数と電離定数を理解する。

教科書、プリント
結晶模型各種、ライター
用ガスボンベ

10
月

無機物質
・非金属元素
・典型金属元素
・選金属元素
・人間生活

①元素の分類と性質を理解する。
②水素、希ガスの性質を理解する。
③ハロゲンをその化合物の性質を理解する。
④酸素、硫黄とその化合物の性質を理解する。
⑤窒素、リンとその化合物の性質を理解する。
⑥炭素・ケイ素とその化合物の性質を理解する。
⑦アルカリ金属とその化合物の性質を理解する。
⑧２族元素とその化合物の性質を理解する。
⑨亜鉛、水銀とその化合物の性質を理解する。
⑩スズ、鉛とその化合物の性質を理解する。
⑪鉄、銅、銀、クロム、マンガンとその化合物の性質を理解する。
⑫金属の定性分析を理解する。
⑬金属、セラミックスの利用を知る。
⑭有機化合物の特徴を理解する。

教科書、プリント
試薬各種

11
月

有機化合物
・有機化合物の特徴と構造
・脂肪族炭化水素
・酸素を含む脂肪族化合物
・芳香族炭化水素
・人間生活
・合成高分子化合物

①有機化合物の特徴を理解する。
②有機化合物の分析と化学式の決定を知る。
③飽和炭化水素を理解する。
④不飽和炭化水素を理解する。
⑤アルコールとエーテルを理解する。
⑥カルボン酸とエステルを理解する。
⑦油脂とセッケンを理解する。
⑧芳香族炭化水素を理解する。
⑨酸素を含む芳香族炭化水素を理解する。
⑩窒素を含む芳香族炭化水素を理解する。
⑪芳香族炭化水素の分析を理解する。
⑫糖類とアミノ酸を理解する。
⑬合成樹脂を理解する
⑭合成繊維を理解する。
⑮合成ゴムと機能性高分子を理解する。

教科書、プリント

12
月

有機化合物
・天然高分子化合物

①デンプンとセルロースを理解する。
②タンパク質を理解する。
③天然繊維と天然ゴムを理解する。
④核酸を理解する。

教科書、プリント

１月
化学の総まとめ ①センター試験の問題演習 教科書、プリント、ワー

ク



年間授業計画
教科：（   理科    ）科目：（   生物基礎    ） 　対象：（第3学年Ａ組～Ｆ組）　　 単位数：２

教科担当者：（A組～F組：間下　慎一　㊞　 ）

使用教科書：「新生物基礎」（第一学習社）

24

28

18

評価の観点・方法：授業中の実験・観察の取り組み、レポート・報告書など提出物

指導内容
【年間授業計画】

「生物基礎」の具体的な指導目標
【年間授業計画】

使用教材・教具
予定
時数

４

月

第1章　生物の特徴
１．生物の多様性と共通性
①生物の多様性
②生物の共通性と多様性の起源
③生物の特性
④細胞の多様性
⑤細胞の構造にみられる共通性
観察１　原核細胞と真核細胞の観察

　地球上のさまざまな環境には，多種多様な生物が生息しており，生物は多様で
あることを理解する。
　共通の祖先が長い年月の間に変化して，生物が多様化したことを理解する。
　生物が共通にもつ特徴を理解する。
　細胞にはさまざまな大きさや形のものがあることを認識し，単細胞生物，多細
胞生物の特徴を理解する。
　細胞には原核細胞と真核細胞があること，及びそれぞれの特徴について理解す
る。
　真核細胞において，核・細胞膜・細胞質基質・ミトコンドリア・葉緑体・液
胞・細胞壁の構造と機能の概要を理解する。

教科書
ノート
問題集

５

月

２．細胞とエネルギー
①代謝とＡＴＰ
②光合成
実験１　葉緑体と光合成
③呼吸
④ミトコンドリアと葉緑体
第2章　遺伝子とその働き
１．遺伝現象と遺伝子
①遺伝子の本体―ＤＮＡ
②　ＤＮＡの構造
実験２　ＤＮＡの抽出

　代謝には同化と異化があること，また，代謝に伴うエネルギーの移動にはＡＴ
Ｐが関わっていることを理解する。
　光合成は，光エネルギーによってＡＴＰをつくり，このエネルギーによって有
機物を合成する過程であることを理解する。
　呼吸は，酵素の働きによって有機物が段階的に分解されてエネルギーが取り出
され，ＡＴＰがつくられる過程であることを理解する。
　メンデルによる遺伝子の存在の仮定からＤＮＡの構造の解明に至るまでの概要
を理解する。

教科書
ノート
問題集

６

月

２．遺伝情報の複製と分配
①細胞周期
３．遺伝情報とタンパク質の合成
①タンパク質
実験３　酵素カタラーゼの働き
②タンパク質の合成
③遺伝子とゲノム
④細胞内での遺伝子の発現

　多細胞生物では，一部の細胞が分裂して増殖していること，分裂している細胞
には細胞周期がみられることを理解する。
　間期の間にＤＮＡが複製され，細胞分裂を通じて均等に分配されることで，細
胞分裂の前後で遺伝情報の同一性が保たれることを理解する。

教科書
ノート
問題集

７

月

３．遺伝情報とタンパク質の合成
①タンパク質
②タンパク質の合成
③遺伝子とゲノム
④細胞内での遺伝子の発現

　生体内には多種多様なタンパク質が存在し，酵素などとしてさまざまな働きを
していることを理解する。
　ＤＮＡの塩基配列がｍＲＮＡの塩基配列に写し取られ（転写），これがアミノ
酸配列に置き換えられる（翻訳）流れを理解する。
　遺伝子はゲノムの一部であることを理解する。
　全遺伝子が常に発現してはいないことを理解する。

教科書
ノート
問題集

９

月

第3章　生物の体内環境
１．体液とその働き
①体内環境と恒常性
②体液と物質の輸送
観察3　血球の観察
③肝臓の働き
④体液の濃度調節

　恒常性と体液の種類である血液，組織液，リンパ液について理解する。
　ヘモグロビンによる酸素の運搬を中心に，血液の働きと恒常性について理解す
る。
　ヒトの血球プレパラートを用いて，血球を観察する。
　血液凝固のしくみと体内環境の保持との関係について理解する。

教科書
ノート
問題集

10
月

２．生体防御
①皮膚の役割
②免疫
観察4　食作用の観察
③自然免疫
④獲得免疫
⑤免疫に関する身近な疾患
⑥免疫と医療

　皮膚や上皮による生体防御について理解する。
 免疫を担う細胞や器官の種類と働きの概要を理解する。
　白血球の食作用を観察する。
　自然免疫はほとんどの動物がもつ免疫のしくみであること，及びそのしくみを
理解する。
　獲得免疫には体液性免疫と細胞性免疫があること，及びそれぞれのしくみを理
解する。
　二次応答や拒絶反応が起こるしくみを理解する。

教科書
ノート
問題集

11
月

３．体内環境の維持のしくみ
①自律神経系の構造と働き
②ホルモンによる調節
③血糖量の調節
④体温の調節
第4章　バイオームの多様性と分布
１．生物の多様性とバイオーム
①バイオーム
２．バイオームの形成過程
①植生の成り立ち
②さまざまな植生
観察5　校庭の植生と光環境
③植生の遷移

　動物の体液の濃度が，自律神経系とホルモンの働きによって調節されているこ
とを理解する。
　自律神経系には交感神経と副交感神経があり，これらが拮抗的に働くことに
よって体内環境を調節していることを理解する。
　バイオームは，そこに生育する植物の生活形によって特徴づけられることを理
解する。
　バイオームは，相観によって森林・草原・荒原に大別されることを理解する。

教科書
ノート
問題集

12
月

３．バイオームとその分布
①気候とバイオーム
②世界のバイオーム
③日本のバイオーム
観察6　バイオーム調査
第5章　生態系とその保全
１．生態系
①生態系の成り立ち
②生態系内の物質循環とエネルギーの
流れ
２．生態系のバランスと保全
①生態系のバランス
②人間活動による生態系への影響

　気温と降水量の違いによってさまざまなバイオームが成立していることを理解
する。
　地球上には，それぞれの場所に適応した植物が生育し，いろいろなバイオーム
が成立していることを理解する。
生態系の構成について理解する。
　生物は，食物連鎖（食物網）によってつながっていることを理解する。
　生物の個体数や量は，常に一定の範囲内で変動しながらバランスが保たれてい
ることを理解する。

教科書
ノート
問題集

１

月

２．生態系のバランスと保全
①生態系のバランス
②人間活動による生態系への影響
３．生態系の保全
①自然環境の保全

　 生態系には復元力があるが，復元力を超えるような撹乱が起こった場合には，
以前とは異なる状態に移行することを理解する。
生態系を保全するために，さまざまな条約が締結され，それにもとづいた国内法
が整備されていることを理解する。
　人間は，生態系からさまざまな恩恵を受けており，それを受け続けるためには
生態系を保全する必要があることを理解する。
　外来生物に対する対策や絶滅危惧種に対する具体的な保全の取り組みについて
理解する。

教科書
ノート
問題集

11 

10 



年間授業計画
教科：（理科）科目：（生物） 　対象：（第３学年   Ａ組～Ｆ組：選択）　　 単位数：４

教科担当者：（A～Ｆ組：宇宿　公紀　㊞ ）

使用教科書：「高等学校　生物」（第一学習社）

評価の観点・方法：関心・意欲、態度、観察･実験の技能、知識、理解
実験レポート、確認テスト、授業における意欲･態度を総合的に判断する。

  アミノ酸の構造とペプチド結合について意欲的に学習しようとする。
  アミノ酸の配列と数の違いによって，タンパク質の構造が変化することを理解してい
る。
  アミノ酸やペプチド結合の構造を理解している。

教科書
セミナー生物基礎＋生物
ノート

指導内容
【年間授業計画】

「生物」の具体的な指導目標
【年間授業計画】

使用教材・教具
予定
時数

４

月

１．生体物質と細胞
①生命の基本単位‐細胞
②生物を構成する物質
③細胞内での生命活動を担う細胞小器
官
２．細胞膜を介した物質の移動
①細胞膜の性質と物質の透過性
②細胞膜を介した物質の通過

 生物を構成する元素や物質に関心をもち，意欲的に学習する態度を示す。
 水分子の特徴から，生物における水の働きを理論的に推定する。
 生物に含まれる元素は，主に酸素，炭素，水素，窒素であることを理解する。
 さまざまな細胞小器官について関心をもち，その働きと構造を理解しようとする。
 細胞内でのタンパク質の輸送について関心をもち，そのしくみを理解しようとする。
 分子の大きさと膜の透過性の関係を理解している。
 ナトリウムポンプのしくみに関心をもち，能動輸送について意欲的に学習しようとす
る。
 受動輸送と能動輸送との違いを説明することができる。
 動物細胞と植物細胞の水の浸透のようすの違いに関心をもち，意欲的に学習しようと
する。
 実験の目的に応じた材料を選定できるようになる。
 原形質分離を起こした細胞数から，論理的に細胞と等張な濃度を推定できる。

教科書
セミナー生物基礎＋生物
ノート

48

５

月

３．生命現象とタンパク質
①タンパク質の構造と性質
②酵素とその働き
実験1　カタラーゼの働き
③細胞間の相互作用とタンパク質

６

月

１．代謝とエネルギー代謝
①代謝
２．同化
①光合成と葉緑体
②光合成の過程
③細菌類による炭酸同化
４．異化
①異化によるエネルギーの獲得
②発酵
２．遺伝子の発現調節
①真核生物における遺伝子の発現調節
②原核生物における遺伝子の発現調節

  光合成色素と吸収する光の関係に関心をもち，意欲的に学習しようとする。
  光合成色素の吸収スペクトルと作用スペクトルとの関係を科学的に考察する。
  呼吸と発酵の違いについて意欲的に学習しようとする。
  いろいろな発酵の過程の共通点や相違点に関心をもち，意欲的に学習しようとする。

教科書
セミナー生物基礎＋生物
ノート

７

月

３．バイオテクノロジー
①遺伝子を扱う技術
②バイオテクノロジーの応用
③バイオテクノロジーの課題
第4章　有性生殖
１．減数分裂と受精
①無性生殖と有性生殖
②染色体と遺伝子
③減数分裂と生殖細胞の形成

・ 無性生殖と有性生殖の違いに関心を示し，積極的に理解しようとする。
・ 無性生殖と有性生殖の特徴を科学的に理解し，説明できる。
・ 生殖法には無性生殖と有性生殖があること，およびそれぞれの生殖法の特徴を理解
している。

教科書
セミナー生物基礎＋生物
ノート

９

月

２．遺伝子と染色体
①遺伝子の連鎖と組換え
第5章　動物の発生
１．配偶子形成と受精
①配偶子形成
②受精
２．初期発生の過程
①卵割
②原腸の形成と胚葉の分化
③胚葉からの器官形成
④母性因子による体軸の決定
３．細胞の分化と形態形成
①胚の区画化と調節遺伝子の働き
②胚葉の誘導
③器官形成における反応能と誘導の連
鎖
４．器官の形成と細胞の死
①プログラム細胞死

  遺伝子には連鎖しているものがあることや，組換えによって連鎖している遺伝子の組
み合わせが変化することに関心を示し，理解しようとする。
  三点交雑によって遺伝子間の相対的位置がわかり，これを用いて染色体地図が作成で
きることについて理解しようとする。
  精子や卵の構造について関心をもち，理解しようとする。
  卵割の様式と卵黄の分布の関係について関心をもち，意欲的に理解しようとする。
  いくつかの調節遺伝子群が段階的に発現することで発生が進むことに関心を示し，理
解しようとする。

教科書
セミナー生物基礎＋生物
ノート

56

10
月

第6章　植物の発生
１．配偶子形成と胚発生
①植物の体制と発生の特徴
②配偶子形成と胚発生
観察7　ナズナの胚発生の観察
③植物の器官の分化
第7章　植物の環境応答
１．植物の環境応答と植物ホルモン
①環境に応じた植物の成長
②植物の成長に関与する植物ホルモン
の種類と働き

  動物の発生と植物の発生との違いに関心を示し，植物の発生の特徴を理解しようとす
る。
  種子の発芽や休眠に関与する植物ホルモンについて関心をもち，理解しようとする。

教科書
セミナー生物基礎＋生物
ノート

11
月

２．植物の環境応答とそのしくみ
①光に対する環境応答
②花芽形成における環境応答
③その他の環境応答
第8章　動物の反応と行動
１．刺激の受容と反応
①刺激の受容
実験9　ヒトの眼の盲斑
②神経系
③効果器と反応
２．動物の行動
①生得的な行動
②学習による行動

  光受容体の性質と光形態形成の関係について関心をもち，意欲的に理解しようとす
る。
  受容器は特定の刺激のみを受容して感覚が生じることに関心をもち，積極的に理解し
ようとする。
  かぎ刺激によって生得的行動が生じることに関心をもち，意欲的に学習しようとす
る。

教科書
セミナー生物基礎＋生物
ノート

12
月

第9章　個体群と生物群集
１．個体群
①個体群動態
②個体群内の相互作用
③個体群間の相互作用
２．生物群集
①多様な種が共存するしくみ
②環境形成作用と多種の共存
第10章　生態系
１．生態系の物質生産
①生態系における物質生産
②生態系におけるエネルギーの移動
２．生態系と生物多様性
①生物多様性の3つのとらえ方
②生態系の攪乱と生物多様性
③生物多様性保全の意義

  動物や植物の個体群にみられる密度効果について関心をもち，理解しようとする。
  ニッチの分割と種の共存の関係を理解しようとする。
  生態系における物質生産の関係に関心をもち，理解しようとする。
  生物多様性の3つのとらえ方を理解しようとする。

教科書
セミナー生物基礎＋生物
ノート

１

月

第11章　生物の進化
１．進化のしくみ
①進化の証拠
②進化のしくみ
２．生物の起源と生物の変遷
①生命の誕生
②原核生物から真核生物へ
③地球環境の変化と生物界の変遷
④地質時代と生物界の変遷
第12章　生物の系統
１．生物の分類の変遷と系統
①生物の分類と系統

  塩基配列や染色体の構造や数に変化が生じることで形質に変化が現れることに関心を
もち，積極的に理解しようとする。
  原始地球の環境や化学進化に関心をもち，意欲的に学習しようとする。
  分類の階級に関心をもち，理解しようとする。

教科書
セミナー生物基礎＋生物
ノート

36





年間授業計画
教科：（ 理科 ）　科目：（ 物理基礎 ）　対象：（ 第２学年　A組～G組 ） 単位数：２
教科担当者：（ CDEF組 ： 柏木 ）（ ABG組 ： 宇宿 ）
使用教科書：『新編 物理基礎』（東京書籍）

指導内容 「物理基礎」の具体的な指導目標 使用教材・教具
予定
時数

４
月

直線運動の世界 ・物体の運動を測定し，その運動を変位－時間のグラフや，速度
－時間のグラフで表すことなどを通して，変位や速度などの物体
の運動の基本的な表し方について理解する。
・同一直線上を等速直線運動している物体の合成速度や相対速
度について理解する。

教科書，問題集 24

５
月

・物体が直線上を運動する場合の加速度について理解し，グラ
フや式を使って物体の運動を分析できるようになる。

６
月

力と運動の法則 ・物体にはたらく様々な力を見抜いてベクトルで表す方法を身に
つけるとともに，それらの力がつり合う条件を見いだせるようにな
る。
・力の合成や分解をベクトルで扱えるようになる。
・直線運動を中心に慣性の法則，運動の第二法則，作用反作用
の法則について理解する。さらに，これらの法則を用いて物体に
はたらく力と運動との関係を分析できるようになる。

７
月

・物体が空中を落下する際の運動の特徴，及び物体にはたらく
力と運動の関係について理解し，鉛直の落下運動，水平投射，
斜方投射について式を使って扱えるようになる。

日常に潜む力 摩擦力，及び液体や気体から受ける力（圧力，浮力，抵抗力）に
ついて理解し，それらがはたらくときの物体の運動を分析できる
ようになる。

26

仕事とエネルギー ・エネルギーを測るものさしとしての仕事の定義，及び仕事の原
理と仕事率について理解する。

１０
月

・仕事をする能力としての位置エネルギーと運動エネルギーの表
し方について理解する。
・力学的エネルギー保存の法則とその適用条件について，仕事
と関連付けて理解を深め，この法則を用いていろいろな運動を
分析できるようになる。

１１
月

熱 ・ブラウン運動などの観察を通して，原子や分子の熱運動と温度
との関係を定性的に理解する。
・原子や分子の熱運動というミクロな立場から，物質の三態変
化，絶対温度，及び潜熱（融解熱，蒸発熱）について理解する。
・熱量，熱容量，比熱，及び熱量の保存について理解し，熱を定
量的に扱えるようになる。

１２
月

・仕事と熱の変換，内部エネルギー，及び熱力学第１法則につい
て学び，熱現象とエネルギーの関係について理解する。
・熱機関とその熱効率，及び熱現象の不可逆性について学び，
エネルギーの有効利用についての理解を深める。

１
月

波 ・波の基本的な性質を理解し，波の波長，振動数，波の伝わる
速さなどを量的に扱えるようになる。
・横波と縦波の違いを理解する。また，波の伝わり方について，
波の速さ，波長，周期や振動数の量的関係を扱えるようになる。

14

２
月

・波の独立性，重ね合わせの原理，反射について観察や作図を
通して学び，定常波ができるしくみについて理解する。
・音波の性質として，うなり，固有振動，共振，共鳴などを学び，
身近な楽器の原理について理解する。

３月

＊学習者への注意：公式は必ず覚える。間違えた問題は必ず解き直し，自力で解けるようにする。
＊評価の観点・方法：定期考査，小テスト，提出物及び授業態度を総合して評価する。

９
月



年間授業計画
教科：（  理科    ）科目：（  化学基礎    ） 　対象：（第 ２学年　Ａ組～　F組）　　 単位数：２

教科担当者：（ACG組：岩永　光正　㊞　 ・BDEF組：間下　慎一　㊞　）

使用教科書『新編　化学基礎』（東京書籍）

＊評価の観点・方法：定期考査で合格点に達していることのほかに、ノート、及びプリントなどの提出物
の状況、平常の授業態度を総合的に判断し、評価する。

４

月

物質の性質と分離
・混合物と純物質
・混合物の分離と精製
・物質の三態
・熱運動

①オリエンテーション，元素記号を覚える。
②身近な物質を混合物と純物質に分類する。
③混合物の分類の方法を判別する。
④物質の三態の変化と粒子の熱運動を理解する。
⑤絶対温度とセルシウス温度を換算する。

教科書、プリント
蒸留器具、濾過器具

24

指導内容
【年間授業計画】

「化学基礎」の具体的な指導目標
【年間授業計画】

使用教材・教具

予
定
時
数

５

月

物質の性質と分離
・元素と元素記号
・単体と化合物
・元素の確認法

物質の構成粒子
・原子の構造

①純物質を単体と化合物に分類する。
②炎色反応、塩素の検出法、二酸化炭素を理解する。

③原子の構成粒子を理解する。
④原子番号、質量数の表し方を理解する。
⑤同位体について理解する。

教科書、プリント
硝酸銀水溶液、石灰
水、食塩等
硫黄、黒鉛等

６

月

物質の構成粒子
・電子配置と周期表

物質と化学結合
・イオンとイオン結合

①炎色反応の実験
②蒸留実験
③原子番号に基づいて原子の電子配置を書く。
④希ガスの特徴と電子配置の関係を理解する。
⑤周期表の成り立ちを理解する。
⑥特徴と周期表の成り立ちを知る。

⑦原子の電子配置に基づいてイオンの生成を理解する。電子配置やイオン式を書く。
⑧イオン式をもとに組成式や物質名を書く。

教科書、プリント
岩塩
蒸留実験器具、硫酸銅

７

月

物質と化学結合
・イオンとイオン結合

①イオン結晶の特徴を理解する。
②硫黄の同素体の実験

教科書、プリント
硫黄、ガスバーナー

９

月

物質と化学結合
・分子と共有結合

①分子の分子式と名称を書く。
②共有結合を理解する。
③分子の電子式を表す。
④分子を構造式で表す。
⑤主な有機化合物の構造式を表す。

教科書、プリント、分
子模型

28

10
月

物質と化学結合
・分子と共有結合
・金属と金属結合

物質量と化学変化
・原子量、分子量と物質量

①電気陰性度を分子の極性を理解する。
②分子間力と分子結晶の特徴を理解する。
③共有結合の結晶の特徴を理解する。
④金属結合と金属結晶の特徴を理解する。

⑤原子の相対質量、原子量を表す。
⑥分子量、式量を表す。
⑦物質量を理解する。

教科書、プリント
金属板、結晶模型

11
月

物質量と化学変化
・溶液の濃度
・化学変化の量的関係

①物質量と質量の換算ができる。
②物質量と気体の体積の換算ができる。
③溶解、溶液について理解する。
④質量パーセント濃度の計算ができる。
⑤モル濃度の計算ができる。
⑥化学反応式が書ける。
⑦イオン反応式が書ける。

教科書、プリント

12
月

物質量と化学変化
・化学変化の量的関係

①いろいろな化学反応の実験 試薬各種

１

月

物質量と化学変化
・化学変化の量的関係

①化学反応式の量的関係を理解する。
②化学反応の量的関係の実験

教科書、プリント
試薬各種

18

２

月

酸と塩基
・酸と塩基

①酸性、塩基性の特徴、定義を理解する。
②代表的な酸と塩基の電離を理解する。
③価数と強弱を理解する。
④ｐＨを表す。
⑤ｐＨの測定実験
⑥中和反応の化学反応式を立てる。

教科書、プリント、試
薬各種

３

月

酸と塩基
・酸と塩基

①中和反応による塩の生成を理解する。
②中和反応の実験

教科書、プリント、試
薬各種





年間授業計画
教科：（   理科    ）科目：（   生物基礎    ） 　対象：（第１学年Ａ組～G組）　　 単位数：２

教科担当者：（ABG組：間下　慎一　㊞　 ・CEF組：宇宿　公紀　㊞　・D組： 岩永　光正 ㊞ ）

使用教科書：「高等学校　新生物基礎」（第一学習社）

評価の観点・方法：定期考査の素点、ノート、授業に対する姿勢や態度を総合的に判断して評価する。

指導内容
【年間授業計画】

生物基礎の具体的な指導目標
【年間授業計画】

使用教材・教具
予定
時数

４
月

第1章　生物の特徴
１．生物の多様性と共通性
①生物の多様性
②生物の共通性と多様性の起源
③生物の特性
④細胞の多様性
⑤細胞の構造にみられる共通性
観察１　原核細胞と真核細胞の観察

・地球上のさまざまな環境には，多種多様な生物が生息しており，生物は多様である
ことを理解する。
・共通の祖先が長い年月の間に変化して，生物が多様化したことを理解する。
・生物が共通にもつ特徴を理解する。
・細胞にはさまざまな大きさや形のものがあることを認識し，単細胞生物，多細胞生
物の特徴を理解する。
・細胞には原核細胞と真核細胞があること，及びそれぞれの特徴について理解する。
・真核細胞において，核・細胞膜・細胞質基質・ミトコンドリア・葉緑体・液胞・細
胞壁の構造と機能の概要を理解する。

教科書
ノート
ネオパルノート

24

５
月

２．細胞とエネルギー
①代謝とＡＴＰ
②光合成
実験１　葉緑体と光合成
③呼吸
④ミトコンドリアと葉緑体
第2章　遺伝子とその働き
１．遺伝現象と遺伝子
①遺伝子の本体―ＤＮＡ
②　ＤＮＡの構造
実験２　ＤＮＡの抽出

・代謝には同化と異化があること，また，代謝に伴うエネルギーの移動にはＡＴＰが
関わっていることを理解する。
・光合成は，光エネルギーによってＡＴＰをつくり，このエネルギーによって有機物
を合成する過程であることを理解する。
・呼吸は，酵素の働きによって有機物が段階的に分解されてエネルギーが取り出さ
れ，ＡＴＰがつくられる過程であることを理解する。
・メンデルによる遺伝子の存在の仮定からＤＮＡの構造の解明に至るまでの概要を理
解する。

教科書
ノート
ネオパルノート

６
月

２．遺伝情報の複製と分配
①細胞周期
３．遺伝情報とタンパク質の合成
①タンパク質
実験３　酵素カタラーゼの働き
②タンパク質の合成
③遺伝子とゲノム
④細胞内での遺伝子の発現

・多細胞生物では，一部の細胞が分裂して増殖していること，分裂している細胞には
細胞周期がみられることを理解する。
・間期の間にＤＮＡが複製され，細胞分裂を通じて均等に分配されることで，細胞分
裂の前後で遺伝情報の同一性が保たれることを理解する。

教科書
ノート
ネオパルノート

７
月

３．遺伝情報とタンパク質の合成
①タンパク質
②タンパク質の合成
③遺伝子とゲノム
④細胞内での遺伝子の発現

・生体内には多種多様なタンパク質が存在し，酵素などとしてさまざまな働きをして
いることを理解する。
・ＤＮＡの塩基配列がｍＲＮＡの塩基配列に写し取られ（転写），これがアミノ酸配
列に置き換えられる（翻訳）流れを理解する。
・遺伝子はゲノムの一部であることを理解する。
・全遺伝子が常に発現してはいないことを理解する。

教科書
ノート
ネオパルノート

９
月

第3章　生物の体内環境
１．体液とその働き
①体内環境と恒常性
②体液と物質の輸送
観察3　血球の観察
③肝臓の働き
④体液の濃度調節

・恒常性と体液の種類である血液，組織液，リンパ液について理解する。
・ヘモグロビンによる酸素の運搬を中心に，血液の働きと恒常性について理解する。
・ヒトの血球プレパラートを用いて，血球を観察する。
・血液凝固のしくみと体内環境の保持との関係について理解する。

教科書
ノート
ネオパルノート

28

10
月

２．生体防御
①皮膚の役割
②免疫
観察4　食作用の観察
③自然免疫
④獲得免疫
⑤免疫に関する身近な疾患
⑥免疫と医療

　皮膚や上皮による生体防御について理解する。
 免疫を担う細胞や器官の種類と働きの概要を理解する。
　白血球の食作用を観察する。
　自然免疫はほとんどの動物がもつ免疫のしくみであること，及びそのしくみを理解
する。
　獲得免疫には体液性免疫と細胞性免疫があること，及びそれぞれのしくみを理解す
る。
　二次応答や拒絶反応が起こるしくみを理解する。

教科書
ノート
ネオパルノート

11
月

３．体内環境の維持のしくみ
①自律神経系の構造と働き
②ホルモンによる調節
③血糖量の調節
④体温の調節
第4章　バイオームの多様性と分布
１．生物の多様性とバイオーム
①バイオーム
２．バイオームの形成過程
①植生の成り立ち
②さまざまな植生
観察5　校庭の植生と光環境
③植生の遷移

・動物の体液の濃度が，自律神経系とホルモンの働きによって調節されていることを
理解する。
・自律神経系には交感神経と副交感神経があり，これらが拮抗的に働くことによって
体内環境を調節していることを理解する。
・バイオームは，そこに生育する植物の生活形によって特徴づけられることを理解す
る。
・バイオームは，相観によって森林・草原・荒原に大別されることを理解する。

教科書
ノート
ネオパルノート

12
月

３．バイオームとその分布
①気候とバイオーム
②世界のバイオーム
③日本のバイオーム
観察6　バイオーム調査

・気温と降水量の違いによってさまざまなバイオームが成立していることを理解す
る。
・地球上には，それぞれの場所に適応した植物が生育し，いろいろなバイオームが成
立していることを理解する。

教科書
ノート
ネオパルノート

１
月

第5章　生態系とその保全
１．生態系
①生態系の成り立ち
②生態系内の物質循環とエネルギーの
流れ
２．生態系のバランスと保全
①生態系のバランス
②人間活動による生態系への影響

・生態系の構成について理解する。
・生物は，食物連鎖（食物網）によってつながっていることを理解する。
・生物の個体数や量は，常に一定の範囲内で変動しながらバランスが保たれているこ
とを理解する。

教科書
ノート
ネオパルノート

18

２
月

２．生態系のバランスと保全
①生態系のバランス
②人間活動による生態系への影響

・生態系には復元力があるが，復元力を超えるような撹乱が起こった場合には，以前
とは異なる状態に移行することを理解する。

教科書
ノート
ネオパルノート

３
月

３．生態系の保全
①自然環境の保全

・生態系を保全するために，さまざまな条約が締結され，それにもとづいた国内法が
整備されていることを理解する。
・人間は，生態系からさまざまな恩恵を受けており，それを受け続けるためには生態
系を保全する必要があることを理解する。
・外来生物に対する対策や絶滅危惧種に対する具体的な保全の取り組みについて理解

教科書
ノート
ネオパルノート


