
年間授業計画

教科 ： （ 地理歴史 ）　　科目 ： （ 地理A ）　　対象 ： （　第 １ 学年　）

教科担当者 ： （ A ～ G組 ： 福田　貢士 ㊞ ）

使用教科書 ： 「 高等学校　地理A　世界に目を向け、地域を学ぶ 」 （ 第一学習社 ）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「 地理A 」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

第Ｉ編　現代世界の特色

第1章　地球儀や地図からとらえる現
代世界

＊災害に備える
・観光による結びつき
・地域間の結びつき

・国と国の結びつき

・地球儀と地図

第2章　世界の生活・文化の多様性

・人々を取りまく地形

・人々を取りまく気候

・人々を取りまく経済と文化

・世界各地の生活・文化

東・南・東南アジアの生活文化

・世界各地の生活・文化

西・中央アジア・アフリカの生活・文化

・世界各地の生活・文化

ヨーロッパの文化・アングロ・ラテンアメリ
カ・オセアニアの生活・文化

第3章　地球的課題の地理的考察

・環境問題

・資源・エネルギー問題

・人口・食料問題

・居住・都市問題

28

18

〔地球的課題と解決に向けた取組〕
・環境問題、資源・エネルギー問題、人口問題、食料問題、居住・都市問題など地球的課題が多く存在す
ることを知る。

・地球的課題は、同じ原因であっても、地域によって現れ方が異なることを知る。

教科書、プリント、ICT

〔地球的課題と解決に向けた取組〕
・環境問題、資源・エネルギー問題、人口問題、食料問題、居住・都市問題など地球的課題が多く存在す
ることを知る。

・地球的課題は、同じ原因であっても、地域によって現れ方が異なることを知る。

教科書、プリント、ICT

・世界の気候について、大気の大循環を踏まえ、熱帯、乾燥帯、温帯、亜寒帯（冷帯）、寒帯の分布を知
る。

教科書、プリント、ICT

〔宗教、民族と人間生活〕
・三大世界宗教について、その分布を大観し理解するとともに、その他のいくつかの宗教を知る。また、
宗教と日常生活のかかわりについて理解するとともに、世界の主な言語や民族の分布を大観し知る。

教科書、プリント、ICT

３月

12月

１月

２月

９月

10月

11月

〔世界の諸地域の生活･文化と多様性〕
・世界の諸地域の生活・文化について、日本の生活･文化との共通性や異質性に着目しながら、自然環境
や宗教や民族とともに、農業、工業、商業などの面からその特色を知る。また、貿易や観光など日本との
つながりについて関心をもつ。

教科書、プリント、ICT

〔世界の諸地域の生活･文化と多様性〕
・世界の諸地域の生活・文化について、日本の生活･文化との共通性や異質性に着目しながら、自然環境
や宗教や民族とともに、農業、工業、商業などの面からその特色を知る。また、貿易や観光など日本との
つながりについて関心をもつ。

教科書、プリント、ICT

評価の観点・方法 ： 方法：考査点　と　出席状況・授業に対する姿勢　、課題や宿題の提出状況・取り組み状況などの平常点の２側面を総合的に判断して評価する。

・地球儀や世界地図などを活用して、日本の位置をとらえられる。
・領土をめぐる問題や経済水域の問題について人々の生活に及ぼす影響などを理解できる。

・日本列島のおかれた地理的状況を把握し、想定される自然災害に備える方法を知る。

・国家間の結び付きや貿易について、主題図を活用し主要な組織とその役割を知る。
世界の観光の動向について知る。

教科書、プリント、ICT

・地球儀や世界地図を活用して、地球上の任意の位置を緯度・経度によって示すことができる。

・時差の存在とその必要性を理解し、簡単な時差の計算ができる。

・地球儀や世界地図を活用して、球面を平面にすることはできないことを知る。

教科書、プリント、ICT

〔地球的課題と解決に向けた取組〕
・環境問題、資源・エネルギー問題、人口問題、食料問題、居住・都市問題など地球的課題が多く存在す
ることを知る。

・地球的課題は、同じ原因であっても、地域によって現れ方が異なることを知る。

教科書、プリント、ICT

〔世界の諸地域の生活･文化と多様性〕
・世界の諸地域の生活・文化について、日本の生活･文化との共通性や異質性に着目しながら、自然環境
や宗教や民族とともに、農業、工業、商業などの面からその特色を知る。また、貿易や観光など日本との
つながりについて関心をもつ。

教科書、プリント、ICT

４月

24

単位数 ： ２

５月

６月

７月

〔自然環境と人間生活〕
・世界の陸地が、安定陸塊、古期造山帯、新期造山帯からなることを知り、環太平洋造山帯やアルプス=
ヒマラヤ造山帯からなる新期造山帯では地震の発生や火山活動が多く見られることを知る。
・世界や日本の主な地形の特色と人間生活との関わりについて知る。

教科書、プリント、ICT



年間授業計画

教科 ： （ 地歴 ）　　科目 ： （ 世界史Ｂ ）　　対象 ： （　第 ２ 学年　）

教科担当者 ： （ A ～ G組 ： 隅田　秀典 ㊞ ）

使用教科書 ： 「 詳説世界史Ｂ 」 （ 山川出版社 ）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「 世界史Ｂ 」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

近代ヨーロッパ・アメリカ世界の成立
アメリカ合衆国の成立とアメリカ大陸の歴史について学び、そのことがヨーロッパ社会に大きな影響を与
えたことを理解する。
フランス革命の発生とヨーロッパへの影響の拡大について理解する。

グローバルワイド最新世界史図表（第
一学習社）

7

西ヨーロッパ中世世界の変容

３月

12月

１月

２月

近代ヨーロッパ・アメリカ世界の成立 ナポレオン１世の登場と破滅、その後のウィーン体制について理解する。
グローバルワイド最新世界史図表（第
一学習社）

5

近代ヨーロッパ・アメリカ世界の成立 １７～１８世紀のヨーロッパの文化と社会、またイギリスから始まる産業革命について理解する。
グローバルワイド最新世界史図表（第
一学習社）

6

先史の世界
オリエントと地中海世界

人類の誕生とオリエント世界の成立について理解する。
グローバルワイド最新世界史図表（第
一学習社）

5

ギリシア世界
ローマ世界
インドの古典文明
中国の古典文明

ギリシア世界からローマへと続くヨーロッパ文明の成立について理解する。
インドの古典文明の成立について、理解する。
中国文明の成立と近隣諸地域への文化の波及について理解する。

グローバルワイド最新世界史図表（第
一学習社）

主権国家の成立 ヨーロッパ諸国が国王による主権国家体制に移行し、国家間の対立を迎える歴史を理解する。
グローバルワイド最新世界史図表（第
一学習社）

3

キリスト教と国家の関係などを理解し、中世社会の歴史や文化について理解する。
グローバルワイド最新世界史図表（第
一学習社）

7

9

９月

10月

11月 近代ヨーロッパ世界の形成
中世社会から近代に移行するヨーロッパについて、ルネサンス・宗教改革・大航海時代などを通じて理解
する。

グローバルワイド最新世界史図表（第
一学習社）

9

イスラーム世界の形成と発展
ヨーロッパ世界の形成と発展

ムハンマドによるイスラム教の成立とその後のイスラム諸国家について理解する。
ローマ滅亡以降のヨーロッパ地域を西ヨーロッパと東ヨーロッパに区別して理解する。

グローバルワイド最新世界史図表（第
一学習社）

7

５月

６月

７月

8

中国の古典文明
東アジア世界の変容

中国の歴代王朝（殷・周・秦・漢・魏晋南北朝・隋・唐・宋・元）の成立と各時代の特徴、王朝交代の詳
細や近隣諸国との関係などについて、体系的に理解できるように指導する。

グローバルワイド最新世界史図表（第
一学習社）

内陸アジア世界の形成
定期考査・小テスト・ノート・授業態
度

3草原の遊牧民とオアシスについて、中国との関係を中心に理解する。

４月

単位数 ： ２



年間授業計画

教科 ： （ 地歴 ）　　科目 ： （ 日本史A ）　　対象 ： （　第 ２ 学年　）

教科担当者 ： （ A ～ G組 ： 柳沢祐子 ㊞　 ）

使用教科書 ： 「 日本史A　人・くらし・未来 」 （第一学習社 ）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「 日本史A 」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

教科書・ノート

16

昭和恐慌
協調外交のゆきづまり
満州事変から国際的孤立へ

金融恐慌・昭和恐慌を取り上げ、背景となる関東大震災・金解禁・世界恐慌との関連を含めて理解でき
る。
軍部の政治的進出を背景に協調外交から積極外交へと転換していく過程を考察する。
日本の国際的孤立の過程について、国内外の対応を踏まえて考察できる。

教科書・ノート

軍部の政治的台頭
中国との戦い
第二次世界大戦と世界新秩序
太平洋戦争

政治家・財界人へのテロ事件や、学問への思想的弾圧などを踏まえ、軍部の政治関与が増大した過程を理
解する。
戦時体制下の経済統制と国民生活など、様々な角度から考察できる。
連合国と枢軸国の性格の違いやドイツ・ソ連との提携の過程について理解する。
満州事変・日中戦争から太平洋戦争まで戦域の拡大と性格の相違に考察できる。

教科書・ノート

30

日本の敗北
占領政策の展開
戦後民主主義の定着

戦争末期における国民生活の荒廃とその背景を理解できる。
ＧＨＱによる諸政策が、対日占領政策に基づくとともに、日本の国民の戦争に対する反省に支えられて実
施されたことに気づく。
急激な価値観の転換は、混乱を伴いながらも受け入れられていったことを理解。

教科書・ノート

政治・経済の再建
独立の回復

政党政治とインフレーションの抑制、生産復興のために採られた経済諸政策を理解する。
経済面では経済安定九原則、政治面では警察予備隊の新設に着目することができる。

教科書・ノート

55年体制の成立
安保体制下の日本
高度経済成長の光と影

冷戦構造下の日本で、５５年体制により安定した保守政権が成立した意義を理解できる。
新安保条約・日韓基本条約・沖縄返還問題・日中国交正常化などを取り上げ理解する。
特需景気の影響、産業構造の高度化などを踏まえ、開放経済体制のもとでの日本の動きを考察できる。

３月

評価の観点・方法 ： 考査の素点、授業ノート提出、宿題、その他の提出物、授業態度等を総合して評価する。

明治維新の背景
開国とその影響
政治秩序の崩壊

欧米列強の接近に伴う、東アジア世界の秩序の動揺について理解する。
日米和親条約・日米修好通商条約の締結、開港による経済・社会の情勢変化に着目して、幕末の政局への
影響を考察する。
公武合体、尊王攘夷、倒幕の動きに着目して、権力構造の変化を理解できたか。

教科書・ノート

明治維新と連続的改革
対外関係の変革と内乱の終結
立憲政治をめざして
憲法の制定と議会の開設
東アジアの国際環境と条約改正問題

廃藩置県・四民平等・徴兵制・秩禄処分・地租改正・殖産興業政策に着目して、明治政府が中央集権体制
を構築していく過程を理解できる。
国境画定を含む明治初期の外交政策について、欧米諸国への対応とアジア諸国への対応の違いを多面的・
多角的にとらえる。
国会開設要求の運動などに見られる国民の政治的関心の高揚と挫折の過程を理解する。
憲法の特色、議会と選挙の仕組み、内閣の在り方などを通して、戦前の立憲制のしくみを理解できる。
条約改正が、法典整備など国内体制の確立だけでなく、英露対立を背景にして進展した点を理解する。

教科書・ノート

12月

１月

２月

９月

10月

第一次世界大戦と日本の外交
デモクラシーの高まりと政党
国際協調と軍縮の進展
政党政治の時代

欧米からアジアに至るまで広い範囲の国際環境の推移に着目し、第一次世界大戦を考察する。
政党勢力が国民統合の中心的役割を果たしていく過程を理解する。
パリ講和会議を期に起こった中国・朝鮮における民族運動の高揚に着目する。
普通選挙法・治安維持法の成立などに着目して政党政治を考察できる。

教科書・ノート

11月

大戦中から戦後の経済と社会
都市化と大衆文化

大戦景気による産業構造の変化や労働者の増加など社会構造の変化について考察できる。
欧米文化の関わりとその浸透度、社会風潮との関連付けに着目することができる。

教科書・ノート

５月

６月

７月

清国との戦い
藩閥・政党の対立と協力
ロシアとの戦い
日露戦後の国際関係と日本
産業革命の進展

朝鮮問題が日清戦争の背景となった経緯を理解できたか。賠償金のグラフから政府の対応を読み取れる。
藩閥・政党・軍部・官僚・元老の関わりの中から、立憲政治の特徴を考察できる。
開戦への過程を英露対立など世界情勢と関連づけて考えることができる。
日本の勝利がアジア諸国の民族独立や近代化運動を刺激したことを理解できる。
殖産興業政策を基礎に、金融制度など産業基盤の整備が進み、繊維産業の部門で産業革命が達成されたこ
とを理解する。

教科書・ノート

24

製鉄・造船などの重化学工業の形成、鉄道・海運の伸張、財閥の形成を理解する。
劣悪な労働条件に対する労働争議の頻発と社会主義運動の高まり、足尾鉱毒事件などに関心を持つように
なる。
高い就学率を誇る教育の普及・拡充に着目して、国民が主体的に文化の創造に取り組んできた姿勢を考察
できる。

教科書・ノート

４月

資本主義の確立とその特色
社会問題の発生
国民文化の形成

単位数 ： ２



年間授業計画

教科 ： （ 公民 ）　　科目 ： （ 倫理 ）　　対象 ： （　第 ２ 学年　）

教科担当者 ： （ A ～ G組 ： 小池理雄 ㊞　 ）

使用教科書 ： 「 倫理 」 （ 第一学習社 ）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「 倫理 」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

第3節イスラーム
第4節仏教
 1インドの思想文化
 2ゴータマの教説
 3仏教思想の展開

キリスト教とイスラームの思想的な関係を理解し、イスラム共同体の意義を考える。
仏教が自己形成の実践であることを理解する。
ブッダの縁起説や無我の法について学習し、西洋思想とは異なる、仏教の世界観や人間観の特徴とを考え
る。
仏教の成立とアジアへの伝播を学習し、日本思想の伝統となる、大乗仏教の特徴を理解する。

教科書、プリント、ICT

第2編現代と倫理
第1章現代に生きる人間の倫理
第1節人間の尊厳
第2節科学技術と人間
第3節民主社会と自由の実現

ルネサンスにおいて、古代ギリシア・ローマの文芸復興が図られ、人間中心主義の文化が形成されたこと
や、ルターやカルヴァンの宗教改革によって、教会の権威ではなく個人の信仰心を基礎とする考え方が広
まったことを知る。
コペルニクスやガリレイ、ニュートンの考え方が近代科学の萌芽となり、宗教的な世界観からの転換を促
したことを知るとともに、学問的方法論としての帰納法や演繹法について知る。
民主社会を支える基本概念として社会契約説があることを知り、自由で平等な個人が国家や社会を形成す
る過程について、ホッブズ、ロック、ルソーの基本的な考え方について知る。

教科書、プリント、ICT

教科書、プリント、ICT

第4節社会と個人
第5節人間への新たな問い
第6節社会参加と幸福
第6節社会参加と幸福

近代市民社会の発展に伴って生じた不平等や貧困などの諸課題に対して、功利主義や社会主義の思想家が
それぞれの視点で問題の解決を図ろうとしてきたことを知る。
近代の理性中心的な考え方を問い直し、個人が自己の主体性を回復することの重要性を説いた実存主義の
考え方について知る。
身近なボランティア活動等を事例として、社会参加と奉仕の意義について考察し、主体的に社会に参加す
ることで得られる喜びや生きがいについて知る。
人間は社会的動物であり、社会を構成する人々と共に幸福を分かち合いながら、自己実現に努めていくこ
とが重要であることを知る。

教科書、プリント、ICT

3家族・地域社会と倫理課題
4情報社会と倫理課題
5宗教・文化と倫理課題
6国際平和と人類の福祉

我が国における家族や地域社会の変容について、核家族化や家族機能の外部化、コミュニティ機能の低下
などの現状について知る。
多様なメディアを通じて、日々、大量の情報が伝達・消費されている現代の情報社会の現状とその特徴に
ついて知る。
グローバル化の進展とともに、文化摩擦や外国人差別等の問題が発生するなど、異なる文化や宗教を理解
する重要性が高まっていることを知る。
地域社会、または情報化社会の現状について調査し、直面する諸課題について考える。
国際化と文化摩擦、または地域紛争の現状について調査し、異文化理解や平和の課題を考える。

教科書、プリント、ICT

12月

１月

２月

９月

評価の観点・方法 ：授業への参加度や授業態度。ファイル・ノートをきちんと記入し、整理できているか。考査の得点・授業態度・提出物等を総合的に判断し評価する

第1編第1章青年期の課題と自己形成
 1よく生きることを求めて
 2青年期の課題3自己の探求
 青年の心理とパーソナリティ

青年期は、将来に向けた進路選択など、自己の生き方について悩みながら、自己を確立する基礎を培う時
期であることを知る。
青年期の身体的・心理的特徴を、第二次性徴、心理的離乳、パーソナリティの形成といった概念を通じて
理解する。
自立した人生を送るためには、アイデンティティの確立が必要不可欠であり、このことが青年期における
最も重要な発達課題であることを知る。
身近な人間関係を通して、他者とのかかわりにおいて生きることの大切さや他者を一人の人間として尊重
することの大切さを知る。

教科書、プリント、ICT

 3自己の探求
 青年期の人間関係
第2章人間としての自覚
 ギリシアの思想
 1哲学の形成
 2ソクラテス
 3プラトン
 4アリストテレス

現代の倫理的課題として、例えば、非正規雇用労働の増加などを取り上げて、現代の若者の雇用をめぐる
諸課題が、同時代を生きる自己の生き方とも密接に結び付いていることを知る。
古代ギリシアの、自然哲学の誕生を通して、理性的人間観と合理的世界観の成立を理解する。
知的探求が善く生きることと一体である、ソクラテスの哲学的精神の意義を理解する。
理想主義であるイデア論の特徴を理解し、理性の役割や「哲人政治」の意義について考える。
アリストテレスの自然観、および道徳論・国家論の、現実主義的な特徴を理解する。

教科書、プリント、ICT

第２章　現代の諸課題と倫理
 1生命の問題と倫理課題
 2環境の問題と倫理課題

バイオテクノロジーや先端的な医療技術の発展に伴って生じる、人間の生命をめぐる諸課題を体系的に考
察しようとする生命倫理の考え方について知る。
地球環境問題の現状について理解し、世代間倫理の視点から、現在世代の活動の結果が、将来世代の生存
条件に大きな影響を与えることを知る。

教科書、プリント、ICT

第5節中国思想
 1中国の思想文化
 2儒家の思想
 3道家の思想
第3章日本人としての自覚　第1節古代
日本人の思想

孔子の説く人倫の道の特徴を理解し、漢字文化圏に共通する家族主義道徳について考える。
儒教的人間観および世界観の特徴を理解する。
老荘思想の「道」の捉え方を学習し、禅仏教の文化に通じる、文明批判について考える。
古代日本人が、自然神や英雄神などの多様な神々を信仰の対象とし、八百万神が共存する世界観を有して
いたことについて知る。

11月

第2節日本の仏教思想
第3節近世日本の思想
第4節西洋思想の受容と展開

外来宗教である仏教の移入と展開について学習し、神仏習合した宗教の在り方を考える。
我が国における仏教の受容について、聖徳太子による仏教導入、国家仏教の成立、日本独自の仏教の発
展、民衆の暮らしと仏教のかかわりなどについて知る。
江戸時代の蘭学や洋学の発展、明治時代における天賦人権論や民約論の広がりなどを基に、西洋思想が我
が国の近代化に与えた影響について知る。

教科書、プリント、ICT

単位数 ： ２

４月

24

28

18

５月

６月

７月

5ヘレニズム時代の思想
第2節キリスト教
1ユダヤ教の世界
2イエス
3キリスト教の発展

自然との一致を願う個人主義が、世界市民の自覚や自然法の観念を生んだことを理解する。
ユダヤ教の誕生について知るとともに、一神教における預言者の存在や神との契約などの考え方について
理解する。
キリスト教の形成を学習し、厳格な道徳意識に立つ、一神教の特徴を理解する。
神の愛アガペーと隣人愛の意義を考える。
イエス＝キリストの信仰の成立を学習し、パウロやアウグスティヌスの人間観を理解する。

教科書、プリント、ICT

10月



年間授業計画

教科 ： （ 地歴 ）　　科目 ： （ 世界史Ｂ ）　　対象 ： （　第 3 学年　） 単位数 ： ２

教科担当者 ： （ A ～ E，G組 ： 物部　篤士 ㊞ 　Ｆ組 ： 隅田　秀典 ㊞）

使用教科書 ： 「 詳説世界史Ｂ 」 （ 山川出版社 ）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「 世界史Ｂ 」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

６月

４月
第二次産業革命と帝国主義の成立について理解する。
２０世紀初頭の欧米列強の国内政治を理解する。

教科書・プリント・ＩＣＴ

24

７月
ヴェルサイユ体制とワシントン体制を欧米、日本、小国などそれぞれの立場への影響を多角的に理解す
る。
ファシズムの誕生と、国際社会の影響を考察する。

９月
第一次世界大戦が東アジアに及ぼした影響を理解する。
第一次世界大戦後の日本の動きとアジアの民族運動について理解する。

１０月
世界恐慌とファシズム諸国の侵略

第二次世界大戦

戦後世界秩序の形成とアジア諸地域の
独立

米ソ冷戦の激化と西欧・日本の経済復
興

第三世界の台頭と米・ソの歩み寄り

１２月

１月

１１月

帝国主義と列強の展開

世界分割と列強対立
アジア諸国の改革と民族運動

第一次世界大戦とロシア革命

ヴェルサイユ体制下の欧米諸国

アジア・アフリカ地域の民族運動
世界恐慌とファシズム諸国の侵略

教科書・プリント・ＩＣＴ

教科書・プリント・ＩＣＴ

28

14

アフリカの植民地化と列強の帝国主義について理解する。
列強諸国の二極分化を帝国主義前と帝国主義後の違いに着目しながら理解する。
中国の分割を日露の対立と関連づけながら理解する。
辛亥革命について理解する。

バルカン半島の危機を、小国間の対立、列強間の対立それぞれの側面から理解する。
第一次世界大戦の原因を理解する。
第一次世界大戦の戦時外交と総力戦ついて、現代への影響と関連づけながら理解する。
ロシア革命について理解する。
ソヴィエト政権と戦時共産主義について理解する。

教科書・プリント・ＩＣＴ

教科書・プリント・ＩＣＴ

教科書・プリント・ＩＣＴ

教科書・プリント・ＩＣＴ

第二次世界大戦後の世界秩序の形成過程を理解する。
アジア諸国の成立・独立と朝鮮分断を理解する。

朝鮮戦争・軍拡競争と冷戦のはじまりを関連つけて理解する。
各国の経済復興を理解する。
米・ソを中心とする各国の対立・紛争を理解する。

世界恐慌とその影響を各国のそれぞれの立場から多角的に理解する。
ナチス＝ドイツをはじめとする世界恐慌の各国の対策を理解する。

教科書・プリント・ＩＣＴ

第二次世界大戦の開戦原因を理解する。
第二次世界大戦のヨーロッパ戦争を各国の立場から多角的に理解する。
太平洋戦争について理解する。
大戦が及ぼした影響を理解する。

教科書・プリント・ＩＣＴ



年間授業計画　　
教科：（公民科）科目：（政治・経済） 　対象：（第３学年A組～Ｇ組）　　 単位数：２

教科担当者：（A組～F組：伊藤　聡史　㊞  G組：小池　理雄）

使用教科書：『最新　２政治・経済』（実教出版）「最新　政治・経済　演習ノート」

経済活動とは、分業と交換の仕組みを活用して、人間生活の維持･向上のため
に行われるものであることを知る

教科書・プリント

現代の国民経済を構成する主要な経済主体である家計、企業、政府の機能と役
割について知る

教科書・プリント

＊学習者への注意：学習した内容はその日のうちにプリント、教科書の読み直しなどをし、理解を深める。
                 予習よりは復習を重視すること。

＊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
　定期考査７０％、プリント提出・授業態度等の平常点３０％を基本とし評価する。考査合計点が５回で１５０点
　未満のものは原則としては単位が不認定となるので、考査で得点できない不安がある者は個別に担当教員に相談
　すること。授業態度が悪い場合は平常点を超えて減点する。指導内容については年度途中での見直しの可能性も
　ある。

国際的な地域統合や、南北問題など、現代の国際経済に関する諸課題を考える 教科書・プリント

円高や円安の仕組みを知り、ＧＡＴＴ、ＷＴＯ，ＩＭＦなどの世界経済に果た
した役割を考える

教科書・プリント

現代の日本政治

現代政治の特質として、国民の価値観の多様化をうけ、政府による利害調整の
働きへの期待が大きくなっていることを知る

教科書・プリント

1
月

現代の国際経済

国際分業における貿易の意義と変動相場制の基本的な仕組みを知る 教科書・プリント 18

12
月 55年体制の成立や、小選挙区比例代表並立制の採用といった歴史的経緯を踏ま

えながら、戦後日本の政党政治と選挙制度の変遷について、その概要を知る
教科書・プリント

裁判所の機構と仕組み、現代の課題とそれに対応するための改革について知る 教科書・プリント

内閣の機構と仕組み、現代の課題とそれに対応するための改革について知る 教科書・プリント
11
月

日本国憲法と政治機構

国会の機構としくみ、国会が国権の最高機関で唯一の立法機関であり、衆議
院・参議院の二院制を採用していることを知る

教科書・プリント

10
月

現代の日本経済と福祉の向上

経済活動の在り方と福祉の向上との関連について、経済発展を優先する効率性
を重視した考え方と、福祉向上に求められる公平性を重視した考え方は両立さ
せることが難しいことを知る

教科書・プリント

我が国が少子高齢化社会を迎えて、様々な面で国民経済に大きな影響が出始め
ていることや、医療や年金など社会保障の財政負担の増大が大きな問題となっ
ていることを知る

教科書・プリント

経済活動の在り方と福祉の向上との関連について、経済発展を優先する効率性
を重視した考え方と、福祉向上に求められる公平性を重視した考え方は両立さ
せることが難しいことを知る

教科書・プリント

現代経済の特徴について、我が国をはじめ世界の多くの国々の経済体制が、完
全な市場経済でも計画経済でもなく、混合経済と呼ばれる仕組みから成り立っ
ていることを知る

教科書・プリント
９
月

現代の日本経済と福祉の向上

金融市場や、現代の管理通貨制度の仕組みと中央銀行の機能について知る 教科書・プリント
28

物価や景気の変動が国民生活に大きな影響を与えることや、国民生活を向上さ
せるには、経済成長と物価の安定が必要であることについてしる

６
月

現代経済の仕組み

市場経済の仕組みにや、市場の失敗としての公害、消費者問題などについて知
る

教科書・プリント

法は社会生活における人間の行動を規律する社会規範の一つであることや、道
徳や慣習とは異なることを知る

教科書・プリント

教科書・プリント

４
月

民主政治の基本原理 基本原理として、ホッブズ、ロック、ルソーの社会契約説の内容を知る 教科書・プリント
24

日本国憲法と民主政治
日本国憲法が基本的人権の尊重、国民主権、平和主義を三大原則として、成立
したことを知る

５
月

日本国憲法と民主政治

日本国憲法の条文を踏まえて、国会、内閣、裁判所の諸機能について知る 教科書・プリント

７
月

現代経済の仕組み

市場経済の仕組みにや、市場の失敗としての公害、消費者問題などについて知
る

教科書・プリント

教科書・プリント

指導内容
【年間授業計画】

「政治･経済」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

12 

11 

10 

12 

11 

10 



年間授業計画
教科：（公民科）　科目：（現代社会） 　対象：（選択クラス）　　 単位数：２

教科担当者：（選択：伊藤　聡史　㊞ ）

使用教科書：「最新現代社会」（実教出版）　「最新現代社会　演習ノート」

評価の観点・方法：授業への参加度や授業態度。ファイル・ノートをきちんと記入し、整理できているか。
考査の得点・授業態度・提出物等を総合的に判断して評価する。

３
月

共に生きる社会を目指して ・持続可能な社会の形成に参画することの重要性について理解し、「個人と社会の関
係」、「社会と社会の関係」、「現役世代と将来世代の関係」のいずれかに注目して現代
社会の諸課題について考察できる。

教科書、補助プリント

２
月

共に生きる社会を目指して ・人種や民族の違いが、宗教や言語などの問題と結び付いて地域紛争を引き起こすことが
あることを知る。また、グローバル化の進展とともに、文化や宗教などの違いを越えて、
人類が共生に向けた努力を行うことが重要であることを理解する。
・核兵器をめぐる現状と世界の軍縮への取組について理解するとともに、国際連合をはじ
めとする国際機関や非政府組織などが軍縮に取り組んでいることを知る。

教科書、補助プリント

１
月

国際経済の動向と国際協力 ・世界的な規模で自由な経済活動が拡大していることや、国際経済問題の解決には地球規
模での連携が必要であることを理解する。

・グローバル化の進展とともに、国際的な経済の相互依存関係が深まっていることを理解
し、欧州連合などの事例を踏まえて地域的経済統合の動きについて知る。

教科書、補助プリント １８

１２
月

国際社会と人類の福祉
国際政治の動向

・現代のグローバル社会が、人、商品、資本、情報などが国境を越えて自由に移動し、国
際的な相互依存関係が深まる中で形成されてきたことを説明できる。
・人権、国家主権、領土に関する国際法上の規定や、国際平和に向けた各国の協調的な取
組が重要であることを知る。特に、北方領土、竹島、尖閣諸島が我が国固有の領土である
ことを知る。
・国際社会における国際法の重要性について知るとともに、国際平和の実現や国際的な人
権問題の解決に向けて、国際連合や非政府組織などの果たす役割が増大していることを理
解する。

教科書、補助プリント

１１
月

日本の政治機構と政治参加 ・日本の政治制度の基本的な仕組みについて理解するとともに、内閣が国会に対して連帯
して責任を負う議院内閣制を採用していることなどについて説明できる。
・民主社会における政治参加の重要性について理解し、新聞やニュースなどを通じて、現
実の政治の動きについて関心を深める。

教科書、補助プリント

９
月

日本国憲法の基本的性格 ・日本国憲法が保障する基本的人権には、自由権、社会権、平等権などがあり、さらに自
由権の内容として、人身の自由、精神の自由、経済活動の自由があることを理解する。

教科書、補助プリント ２８

１０
月

日本の政治機構と政治参加 ・国民主権が民主政治の根幹であることを知り、現在の我が国の選挙制度の仕組みについ
て理解する。

教科書、補助プリント

７
月

日本国憲法の基本的性格 ・日本国憲法の条文を踏まえて、天皇が日本国及び日本国民統合の象徴であることや天皇
が行う国事行為について理解する。
・日本国憲法第13条の「個人の尊重」について正しく理解し、個人の生命・自由及び幸福
追求の権利は最大限尊重されなければならないことを知る。
・法や社会規範が、私たちの生活のあらゆる領域にかかわっており、私たちの権利を守っ
ていることを理解する。

教科書、補助プリント

６
月

現代の民主政治と日本国憲法
現代国家と民主政治

・社会契約説の基本的な考え方を理解し、民主政治と国家の在り方について、個人と国家
の関係の視点から考察する。
・生命がかけがえのないものであることについて理解し、生命尊重の精神をあらゆる生活
の中に生かしていくことが重要であることを知る。
・社会生活を営む上で、自由・権利と責任・義務とは切り離すことのできない関係にある
ことを理解する。

教科書、補助プリント

２４

指導内容
【年間授業計画】

「現代社会」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

１青年期の自己形成 ・青年期とは、社会とかかわり合う中で自己を形成し、心理的、社会的な自立を遂げてい
くなど、自己を確立する基礎を培う重要な時期であることを理解する。また、青年期の意
義について、心理的離乳、第二の誕生、境界人、第二反抗期などの言葉を使って、説明で
きる。

・青年期の課題として、自分らしい生き方・価値観を見付け、「自分とは何者であるか」
を自覚するアイデンティティ（自我同一性）の確立があることを知る。また、自己実現に
つながる将来の職業生活について考察し、よりよく生きることの大切さを理解する。
・青年期の自己形成を図る上で、社会とのかかわりが重要であることを知るとともに、社
会参加が自己実現の可能性を高めることについて、具体的事例などを踏まえて理解する。

教科書、補助プリント

４
月

第1部わたしたちの生きる社会 「幸福、正義、公正」などの考え方が、現代社会の諸課題を考察するための基盤であるこ
とを知る。例えば、生命・情報・環境の問題では、様々な対立点があることを理解する。

教科書、補助プリント

12 

11 

10 



年間授業計画
教科：（公民科）　科目：（政治経済演習） 　対象：（選択クラス）　　 単位数：２

教科担当者：（選択：伊藤　聡史　㊞ ）

　
6
月

第二次世界大戦後の国際社会 第二次世界大戦後の国際社会について理解する。
教科書・問題集・
資料集

8

９
月

8

10
月

8

11
月

問題演習 問題集を解き、試験に対応できる力をつける。
教科書・問題集・
資料集

8

12
月

問題演習 問題集を解き、試験に対応できる力をつける。
教科書・問題集・
資料集

4

1
月

問題演習 問題集を解き、試験に対応できる力をつける。
教科書・問題集・
資料集

8

＊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定期考査７０％、プリン
ト提出・授業態度等の平常点３０％を基本とし評価する。考査合計点が５回で１５０点未満のものは原則としては単位が不認定
となるので、考査で得点できない不安がある者は個別に担当教員に相談すること。授業態度が悪い場合は平常点を超えて減点す
る。指導内容については年度途中での見直しの可能性もある。

＊学習者への注意：学習した内容はその日のうちにプリント、教科書の読み直しなどをし、理解を深める。
                 予習よりは復習を重視すること。

核兵器の廃絶と軍縮問題
国際平和と日本の役割

核兵器の廃絶と軍縮問題について理解する。
国際平和と日本の役割について理解する。

教科書・問題集・
資料集

７
月

今日の国際社会
国際政治の特質と国際紛争の諸要

因

今日の国際社会について理解する。
国際政治の特質と国際紛争の諸要因について理解する。

教科書・問題集・
資料集

2

５
月

教科書・問題集・
資料集

8

４
月

国際社会と国際法
国際連合の役割と国際協力

国際社会と国際法について理解する。
国際連合の役割と国際協力について理解する。

教科書・問題集・
資料集

8

使用教科書：「最新政治経済」（実教出版）
使用教材：「ベストセレクションセンター試験２０２０　政治・経済　需要問題集」(実教出版)、「最新図説　政経」(浜島書店)

指導内容
【年間授業計画】

「政治･経済」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

10 


