
＜評価の方法＞ ＜提出物＞
定期考査、提出物、授業態度などを総合して判断する。 問題集の該当範囲・ノート

月 頁 提出日
古文を読むために１

児のそら寝

□ストーリーを理解している。

古文に親しむ　なよ竹のかぐや姫 P232～
P235

古典を読むために２　品詞の種類

古文を読むために３ 活用 P238～
P239

【中間考査】 問題集の該当範囲・ノート 考査当日
古文に親しむ　絵仏師良秀 P236～

P237

古文を読むために４ 助動詞 P264～
P267

随筆を読む　つれづれなるままに（徒然草） P246

随筆を読む　仁和寺にある法師（徒然草） P247 □法師の失敗の理由を説明することができる。

【期末考査】 問題集の該当範囲・ノート 考査当日
漢文入門　訓読に親しむ（一） P290～ □漢文の文構造について理解できる。

P291

漢文入門　訓読に親しむ（二） P292～ □助字や置き字がわかる。

P293

漢文入門　訓読に親しむ（三） P294～
P296

故事成語　矛盾 P300～
301

□漢文を現代語訳し、文意を理解できる。
□「盾」「矛」「楚人」が何をたとえているかわかる。

【中間考査】 問題集の該当範囲・ノート 考査当日

漢詩の鑑賞　春暁 P307

漢詩の鑑賞　春望 P309

物語を読む　筒井筒 P258～
P259

【期末考査】 問題集の該当範囲・ノート 考査当日

物語を読む　筒井筒 P260～
261

百人一首 □和歌を選び、暗唱できる。

和歌と俳諧　旅立ち（奥の細道） P281～
283

中国の思想　論語 P324～ □『論語』と孔子の思想の概略がわかる。
学問 325

□学問についての孔子の考えがわかる。

【学年末考査】 問題集の該当範囲・ノート 考査当日
仁 P326～

327
□「仁」とはどのようなものかわかる。

□詩から作者の心情を読み取り、自分の言葉でま
とめることができる。

□火事の時の良秀の行動とその心情がわかる。
□良秀と世間の人とのものの考え方や感じ方の
違いを考えることができる。

□歴史的仮名遣いに注意して正しく音読できる。

P228～
P229

□古語辞典を使いながら現代語訳ができる。
□かぐや姫の様子や翁の心情について正しく読み
取ることができる。

□助動詞の種類と用法を整理して理解できる。

□古文において、省略されているものがわかる。
□単語の品詞を指摘することができる。

□再読文字を正しく書き下すことができる。

対象年次

□詩形や押韻、詩の構成などを理解できる。
□詩から情景や心情を読み取ることができる。

□詩形や押韻、詩の構成などを指摘できる。
□自然と人間界の対比がわかる。

□活用や活用形について理解できる。
□係り結びの法則がわかる。

□返り点や置き字に注意して、書き下し文に直す
ことができる。

□ノートの取り方がわかる。

国語

国語総合（古）

7

単位数

科目名

教科名

5

単元･学習項目

古典作品の音読や現代語訳、読解を通して、当時の人々の習慣
や文化、思想などを知るとともに、我々と古人との共通点や相違
点を考えることで古典作品への興味・関心を高め、物事を捉える
視野を広げる。

4

3

1年

学習方法
（留意点）

使用教材

□歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直せる。
追加課題課題の範囲（問題番号）学習目標

授業の進め方 基本的に教科書を進めていく。文法事項はプリント学習や小テストも行う。古語辞典は必携。

8

□返り点に従って正しく書き下すことができる。

□執筆の動機・対象・記述態度を指摘することが
できる。

□古語辞典を使いながら、ノートを作ることができる。
□歴史的仮名遣いに注意して正しく音読できる。

6

指導目標

9

10

11

12

1

2

3

教科書：第一学習社　標準国語総合
問題集：第一学習社　標準国語総合　学習課題集

①予習：教科書の指定範囲を読み、ノートに教科書本文を写し、新出語句は古語辞典を引き、現代語訳をする。
（漢文教材の場合は、書き下し文もノートに書くこと）

②復習：授業時にとったノートの内容を整理し、学習課題集に取り組む。

P224～
P225

P222～
P223

□仮定形、反語形、限定形、禁止形などの句形に
注意して現代語訳することができる。

□感嘆形、否定形、疑問形などの句形に注意して
現代語訳することができる。

□作者の旅立ちの様子を想像しながら読める。
□俳諧と日記の関わりを味わう。

□和歌の修辞技法を確認し、歌の意味を理解でき
る。

□辞書や脚注を活かして正しく現代語訳ができる。
□歌の果たす役割を理解し、展開がわかる。

□辞書や脚注を活かして正しく現代語訳ができる。
□男の気持ちの変化と、二人の女の態度がわかる。



＜評価の方法＞ ＜提出物＞
定期テスト、小テスト、提出物、学習態度などを総合的に見て評価する。 ①標準国語総合学習課題集、②標準漢字演習、③各種プリント

月 頁 提出日
随想 ・標準漢字演習 随時
　世界は謎に満ちている P18～24 ・小テスト直し

小説
　羅生門 P26～41

・①②の考査範囲 考査当日
【中間考査】 ・中間考査直し 三日以内

評論
　水の東西 P56～62

【期末考査】 ・①②の考査範囲 考査当日
詩 ・期末考査直し 三日以内
　二十億光年の孤独 P78～80

表現の実践②
　スピーチをする P198～199 ・スピーチ原稿

・聞き取りプリント 終了時

表現の実践③ P206～207
　説明文を書く

随想
　黄色い花束 P82～91

小説
　卒業ホームラン P105～117

・①②の考査範囲 考査当日
【中間考査】 ・中間考査直し 三日以内

表現の実践④
　創作をする P202～203 ・創作作品 10月中

評論
　コミュニケーションは創造的に P120 ～128

表現の実践⑤ □手紙の意義と特徴が理解できる。
　手紙の書き方 P204～206 □封筒やはがきの書き方が理解できる。 ・手紙作品 終了時

評論
　人はなぜ仕事をするのか P129～136

【期末考査】 ・①②の考査範囲 考査当日
・期末考査直し 三日以内

短歌・俳句 P138～146

小説
　夢十夜 P148～164

評論
　イースター島になぜ森がないのか P179～187

・①②の考査範囲 考査当日
【学年末考査】 ・考査直し 三日以内

表現の実践⑦
　ディベートで討論する P210～212

教科名 国語 単位数 2
使用教材

教科書：高等学校　標準国語総合（第一学習社）
問題集：標準国語総合　学習課題集（第一学習社）、３回書き込み式標準漢字演習（とうほう）

科目名
国語総合
（現代文）

指導目標

漢字や言葉の使い方など基本事項を押さえながら、評論・小説・
随筆・詩など、近代以降に著された様々な文章を読むことを通し
て、思考力や想像力を伸ばし、言語文化に対する関心を深める。
また、筆者の主張や作品の主題を読み取る能力を育成し、生徒
自身の表現力を高め、コミュニケーション能力を伸長させる。

学習方法
（留意点）

予習：教科書を一読し、わからない語句を確認してくる。

復習：授業時にとったノートの内容を整理し、問題集に取り組む。

□夏期休業中にあった出来事をわかりやすく表現す
ることができる。

追加課題

4

□文章の展開に注目し、筆者の考えを理解すること
ができる。

□具体例を通して、筆者が何を言おうとしているの
か把握できる。

単元学習項目 学習目標（評価規準） 課題の範囲（問題番号）

□内容について自分の現状に引き寄せて考え、本
文への理解を深めることで、より豊かなものの見方
ができる。

対象年次 １年
授業の進め方 教科書を読み進める。随時小テスト（漢字等）を行う。

授業：各課題に対して自分の考えを持ち、意見を書く。他人との話し合い等を通して自分の意見を発表し、
他の人の考えを聞くことで自分の考えを広げ深める。

5
□語句の意味を理解して読むことができる。
□小説の舞台設定を理解できる。
□時間の経過とともに変化していく下人の心情をま
とめることができる。

6
□指示語や接続詞に着目し、指示内容や接続詞の
はたらきを理解できる。

□対比されているものの内容をとらえ、整理しながら
読むことができる。

□盗人になる下人や老婆の行為の是非を考えて、
論じることができる。

7

□短い表現に込められた詩的表現の面白さに気づく
ことができる。

□自分の考えを簡潔にまとめ、相手に分かりやすく
伝えることができる。他人の話を的確に聞き取ること
ができる。

8

9

□難民キャンプの子供たちの大人に対する無邪気
な信頼を裏切ってはならない、という筆者の思いを読
み取ることができる。

□戦争や国際平和について、自分の意見を発表で
きる。

□物語上の時間の経過や場所の移動、また登場人
物同士のやりとりを通して、主人公の心情の推移を
読み取れる。

10

□主題を設定し、それを表現する方法を理解でき
る。

□自由に創作し、その楽しさを知る。

□論理的文章の構成と展開の方法について理解で
きる。

□コミュニケーションの問題点を学び、自らのコミュニ
ケーションのあり方を考えることができる。

11

□目的と相手に応じた手紙を書くことができる。

□論理的文章の構成と展開の方法について理解を
深められる。

□貨幣や市場についての筆者の説明を理解し、豊
富な具体例について、それぞれの例が取り上げられ
ている意図を整理することができる。

3

□ディベートの形式と手順を理解した上で、実際に
ディベートで討論できる。

1

□フィクションとしての小説の面白みを味わうことが
できる。

□多彩な色彩表現、情景描写を通して、作品世界を
具体的にイメージすることができる。

12
□短歌・俳句のきまりや独特の表現技法を理解でき
る。

□短歌・俳句に詠まれている人生や生活、心情を読
み味わうことができる。

2

□具体的な事例を読み解き、その具体例から論証を
すすめていく筆者の主張を読み取ることができる。

□イースター島の事例を把握させ、自然の恵みを享
受することで文化が繁栄していくこと、また、生態系
への無配慮が人間に存亡の危機をもたらすことを理
解できる。



教科書：実教出版　新版世界史Ａ
資料集：啓隆社　ランドスケープ世界史図表

＜評価の方法＞ ＜提出物＞

月 頁 提出日
第Ⅰ部　ユーラシアの諸文明
　第１章　ユーラシアの諸文明と交流 10～11
　①東アジア 12～23

　②南アジア 24～29

【中間考査】
　③西アジアと地中海 34～39

　④キリスト教の成立と発展 42～43

【期末考査】
　⑤イスラームの成立 44～49

　⑥ヨーロッパ世界の形成 52～59

第Ⅱ部　一体化する世界と日本
第２章　一体化に向かう世界と日本 64～
　①ルネサンスと宗教改革 66～69
　②大航海時代 72～73
　③絶対王政の時代 74～75
　④西ヨーロッパ諸国の展開 76～77
　⑤東ヨーロッパ諸国の展開 78～79
　⑥近代ヨーロッパと世界貿易 80～83
　⑦イスラーム諸王朝の成熟 84～85
　⑧オスマン帝国とヨーロッパ 86～87
　⑨明から清へ 88～89
第３章　ヨーロッパ・アメリカの諸革命と世界の変動
　①産業革命 92～93
　②アメリカ独立革命 94～95
　③フランス革命 96～97
　④ナポレオンとウィーン体制 98～99
　⑤1848年の革命 100～101

【中間考査】
　⑥19世紀後半のイギリスとフランス 104～105
　⑦19世紀後半のイタリアとドイツ 106～107
　⑧東方問題と19世紀のロシア 108～109
　⑨19世紀のアメリカ合衆国 110～113
　⑩西アジアの変動 114～115
　⑪南アジアの変動 116～117
　⑫東南アジアの変動 118～119
　⑬中華帝国の動揺 120～121
　⑭明治維新と東アジア 122～123
　⑮東アジアの変革 124～125
第４章　現代世界のあゆみ
　①急変する社会 128～129
　②帝国主義と世界分割 130～131
　③ヨーロッパ国際関係の緊張 132～133
　④第１次世界大戦とロシア革命 【期末考査】 134～137
　⑤ヴェルサイユ体制と国際連盟 138～139
　⑥戦間期の欧米と日本 140～143
　⑦西アジア・インドの民族運動 144～145
　⑧東アジアの民族運動 146～147
　⑨世界恐慌とニューディール 148～149

　⑩ヒトラーとムッソリーニ 150～151
　⑪満州事変から日中戦争へ 152～153
　⑫ヨーロッパでの戦争 154～155
　⑬アジア・太平洋戦争 156～159
第５章　第２次世界大戦後の世界
　①国際連合と冷戦 160～161
　②ヨーロッパとアジアの冷戦 162～163

　③アジア諸国の独立 164～165
　④第三勢力の結集 166～167
　⑤多極化する世界 168～169
　⑥冷戦の終結と社会主義の変容 172～173
　⑦冷戦後の世界 174～175
　⑧２１世紀の世界 178～179

【学年末考査】

報道されない世界の現状～ポスターセッション～

使用教材

教科書を中心に、学習内容が理解できるようなノート作りを行う。
各単元後など節目となるところで復習も兼ねた確認テストを行う。

学習方法
（留意点）

授業の進め方
教科書の内容をもとにした板書を中心に進めるが、所々にグループワークや発表などの学習活動も取り入れ
る。
また関連する史実やエピソードを取り上げて理解を深める。

課題の範囲（問題番号） 追加課題

□19世紀後半～20世紀前半までの社会
の変化について理解できる。

□東アジアに形成された諸文明の特質
について理解できる。
□中国の王朝の変遷と、各王朝の特徴
的な政策について理解できる。

□教皇権と王権の勢力動向を捉えなが
ら、ヨーロッパ社会の形成について理解
できる。

□ヨーロッパ諸国の進出期におけるアジ
アの状況、植民地化の過程での挫折と
抵抗、伝統文化の変容について理解でき
る。
□当時の日本の動向から、１９世紀の世
界の一体化と日本の近代化を理解でき
る。

□産業革命と資本主義の確立、フランス
革命とアメリカ諸国の独立、自由主義と
国民主義の進展から、ヨーロッパとアメリ
カにおける工業化と国民意識の形成につ
いて理解できる。

□大戦後のナショナリズムの形成と、そ
れにともなう各国の独立について学び、
冷戦の終結から近年の世界までを総合
的に理解できる。

□第1次世界大戦後から20世紀半ばまで
の世界の動向と平和の意義について考
察できる。

□第2次世界大戦後の冷戦や核兵器問
題、アジア・アフリカ諸国が抱える問題に
ついて考察する。

対象年次

定期考査が主な評価方法であるが、確認テストの成績や学習態度などを総合して評価する。

指導目標
・近現代史を中心とする歴史を、日本と関連付けながら取り扱う。
・世界の多様な地域の歴史や文化の学習を通して、単に暗記に留ま
らない歴史的思考力を育てる。

学習目標

1

□モンゴル帝国以降の中央アジアや、西
アジアなどのイスラーム諸王朝、さらに東
アジアがどのように発展していったのか、
その過程や特徴について理解できる。

□１６世紀～１８世紀にかけて、ヨーロッ
パが豊かなアジア交易圏に参入したこと
で世界の一体化の動きにつながったこと
に加え、ヨーロッパ諸国が互いに争いな
がら主権国家の体制を成立させていった
ことを理解できる。

□自然環境、生活、宗教などに着目し、
南アジアに形成された諸文明の特質に
ついて理解できる。

□自然環境、生活、宗教などに着目し、
西アジアや地中海に形成された諸文明
の特質について理解できる。

□第1次世界大戦へと向かう世界と、戦
間期の日本や周辺各国の動きを理解で
きる。

□キリスト教の成立について理解でき
る。

□イスラーム教の成立からイスラーム諸
王朝の勃興について理解できる。

科目名

2

3

4

5

6

7

8

9

12

□日本ではなかなか報道されない地域
の現状について、インターネットやニュー
スサイトを通して学習する。最終的には
グループごとに意見をまとめ、ポスター
セッションという形で発表ができるように
する。

地理歴史

世界史Ａ

2

１年

10

11

教科名 単位数

単元･学習項目



・現代社会（東京書籍）

・普段からニュースや新聞を通じて、社会の出来事に関心をもつ。
・授業やディスカッションの内容をふまえてレポートを作成する。

＜評価の方法＞ ＜提出物＞
定期考査の点数を基本として、授業態度を総合的に評価する。

月 頁 提出日
調べよう・考えよう 6～19

・地球環境とわたしたちの未来
・資源・エネルギー問題とわたしたちの生き方
・持続可能な開発のためにできること

・豊かな生活と福祉社会のあり方 32～37

【中間考査】

・日常生活と宗教や芸術とのかかわり 26～31

現代社会の特質と生活 54～59

・情報化社会の進展
・国際化のなかの人間

【期末考査】
・少子高齢化をむかえて 60～61 □少子高齢化の現状を理解できる。

経済のしくみ
・市場経済のしくみ 80～89 □市場経済のしくみを理解できる。
・国民所得と経済成長 □景気変動のしくみを理解できる。

変化する日本経済 98～107
・高度経済成長
・経済のバブル化とその後

【中間考査】

日本国憲法と民主政治 122～135
・民主政治のしくみ
・日本国憲法と三つの原理
・基本的人権の尊重

・国会、内閣、裁判所 136～147
・選挙と政党政治

・世論と政治参加 148～159
・地方自治と地域社会
・投票率と民主政治

【期末考査】
国際社会の成立と戦後の動き 176～183
・国際連合の現状と課題
・東西対立とその後の世界

国際社会の課題 184～195
・核兵器と軍縮
・環境・人口・食料問題
・民族問題
・平和のためにできること
・領土問題

【学年末考査】

公民

現代社会

2

1年

10

11

教科名 単位数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

学習方法
（留意点）

単元･学習項目 学習目標 課題の範囲（問題番号） 追加課題

12

□福祉に関する現状を考察し、望ましい
福祉社会の実現に向けて自分の意見を
まとめることができる。

□宗教と日常生活の結びつきについて
考察するとともに、世界三大宗教の性格
を理解することができる。

□情報化社会の功罪について説明でき
るとともに、情報化社会における望ましい
態度について考察することができる。

□少子高齢化の問題点について、自分
の意見をまとめることができる。

使用教材

科目名 対象年次

□現在起こっている地球環境問題につい
て理解し、地球温暖化について自分の意
見を適切にまとめることができる。

□化石燃料の使い過ぎについて自らの
生活を振り返るとともに、原子力発電や、
新しいエネルギーの可能性について自分
の意見をまとめることができる。

□環境問題に対する世界の取り組みに
ついて知る。

授業の進め方 資料をもとに自分の意見を構成することができるように、演習中心に進める。

指導目標

論理的・経済的・政治的・国際的視点から、現代社会のさまざまな原
理、現象を概観するとともに、基礎的知識の定着を図る。
広い視野から自己の生き方を模索する契機とする。

□高度経済成長、バブル経済の特徴や
推移について理解できる。

□日本国憲法の三大原理について内容
を説明することができる。

□基本的人権、新しい人権について理解
できる。

□三権分立の基本的な考え方、および
わが国の制度について理解できる。

□日本の選挙制度、政党政治のしくみを
理解できる。

□世論が政治に与える影響について、具
体例をもとに考察することができる。

□投票率の低下という問題点に対して自
己の考えをもつことができる。

□国連の働きと、国際紛争の現状につい
て理解できる。

□世界にあるその他の諸課題について
考察できる。

□東西対立の歴史について理解できる。

□現在も続く国際紛争や戦争について知
り、平和のあり方について考察する。

□アフリカの食料不足問題について知
り、わが国の食に対して様々な角度から
問題点を探ることができる。

□世界には同じ国の中に民族対立が存
在すること、その原因が複雑で解決を困
難にしていることを知る。

□わが国に存在する３つの領土問題に
ついて、その現状や歴史的経緯を理解で
きる。

□増加する地球人口に対して、今後起こ
りうる問題点や解決策を考察できる。



＜評価の方法＞ ＜提出物＞
定期考査、宿題テスト、課題・ノート提出、学習態度などを総合して評価する。 ３ROUND数学Ⅰ、Study－Upノート数学Ⅰ、プリント

月 頁 提出日
第１章　数と式　　○整式 10-11 □整式を正しく整理することができる 1-16
○整式の加法・減法・乗法 12-15 □公式を利用して正しく展開できる 17-24
○展開の公式 16-17 25-29
○式の展開の工夫 18-19 □式の特徴をつかんで展開できる 30-33
○因数分解(基本) 20-23 □公式を使って因数分解できる 34-42
○いろいろな因数分解(応用)　 24-26 □式の特徴をつかんで因数分解できる 43-57
○実数 29-31 □実数、絶対値の意味が理解できる 58-62
○根号を含む式の計算 32-37 □分母の有理化などルート計算ができる 63-81
○問題演習 プリント

○不等式 38-39 □不等式の性質を正しく扱うことができる 82-85

○不等式の性質 40-41

○１次不等式の解き方 【中間考査】 42-45 □性質に注意して計算ができる 問題番号86まで 考査後
○連立不等式 46-47 □共通解を求めることができる 93-104
○不等式の応用 48-51 □文章を理解して立式できる 105-106
○集合と部分集合 52-53 □様々な集合を求めることができる 107-114
○共通部分、和集合、補集合 54-55

○命題と集合 56-61 □正しく条件等が求められる 115-122
○命題と証明 62-67 □論理的な証明ができる 123-125
○問題演習 プリント 126-133

第２章　２次関数 【期末考査】 考査後
○関数 68-69 □関数をグラフ化できる 134-138
○２次関数のグラフ① 70-71 □グラフの移動と式との関係が理解できる 139-141
○２次関数のグラフ② 72-73 142-145

8 ○２次関数のグラフ③ 74-83 146-152
○２次関数の最大・最小　　　　　　　　　　　　　 84-85 □最大値、最小値が求められる 153-155
○最大・最小の応用 86-87 □題意をつかんで式を作ることができる 156-159
○２次関数の決定 88-91 160-164

○問題演習 プリント

　　練習問題A、練習問題B

問題番号177まで
○２次関数のグラフとｘ軸との共有点 92-95 □共有点の座標が求められる 178-182
○２次関数のグラフとｘ軸との位置関係 96-100 □判別式が利用できる 183-189
○２次不等式（因数分解） 101-105 □２次不等式を解くことができる 190-197
○２次不等式の応用 【中間考査】 106-109 □条件から式を作ることができる 198-201 考査後
○問題演習 プリント 202-215
　　練習問題A、B、問題、課題学習

第３章　図形と計量　○鋭角の三角比 110-113 □三角比が理解できる 216-223
○三角比の応用 114-115 □様々なものの高さを求めることができる

○三角比の相互関係 116-119 □基本公式を覚える 224-227
○三角比の拡張 120-124 □鈍角の三角比が理解できる 228-232

【期末考査】 考査後
○三角比と角 125-127 □図を使って角を求められる 233-245
○正弦定理 128-130 □公式を使って辺や角を求められる 246-249
○余弦定理 131-133 □公式を使って辺や角を求められる 250-253
○面積 134-141 □公式を使って面積を求められる 254-275

第４章　データの分析

○データの代表値 142-143 □データを整理できる 276-281
　　データと変量、平均値、最頻値、中央値 □代表値を求めることができる

○データの散らばり 147-150 □分散、標準偏差が理解できる 282-285
　　範囲、分散、標準偏差 □分散、標準偏差を求めることができる

○四分位範囲 151-154 □四分位数等が理解できる 286-288
　　四分位数・範囲・偏差、箱ひげ図 □箱ひげ図を作ることができる

○データの相関 155-157 □相関表を作ることができる 289-290
　　散布図、正負の相関、相関表 □相関を読み取ることができる

○相関係数 158-160 □共分散、相関係数が理解できる 291
　　共分散、相関係数 □各値を簡単なもので計算できる

○表計算ソフトによるデータの分析 161-161 □ソフトを使いこなすことができる

　　Excelの利用 □ソフトに関心がもてる

○　練習問題A、問題 162-163

○　考査対策練習

プリント プリント１
　　 プリント２

【学年末考査】 考査後

数学Ⅰの総合演習 プリント プリント１
　　 プリント２

1

数学

数学Ⅰ

単位数

対象年次

単元･学習項目

3

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

学習目標 課題の範囲（問題番号） 追加課題

①予習：教科書に目を通す。（例題を解き、疑問点をまとめておくとよい）

科目名

②復習：授業中に解けなかった問題を再度解く。週末課題として、３ROUND数学Ⅰをやる。
③学力をつけるためStudy－Upノートをやる。更なる向上を目指すために参考書に積極的に取り組
む。
　（事前に指示がある）

授業の進め方

教科書：数研出版　改訂版　最新　数学Ⅰ
問題集：数研出版　改訂版　新課程　標準　Study－Upノート数学Ⅰ

基本的に教科書を進めていく。定期的に問題集・プリントで練習する。

指導目標

・１次不等式・２次方程式の理解を深め、活用できるようにする。
・関数を用いて数量の変化を表現し、具体的な事象の考察や２次不等式を解くことなどに活用できる
ようにする。
・三角比の意味とそれを鈍角まで拡張する意義を学び、様々な図形に応用できるようにする。
・各種データを統計的に処理し、分析できるようにする。

学習方法
（留意点）

教科名

1
　　　　数研出版　改訂版　新課程　３ROUND数学Ⅰ

使用教材



＜評価の方法＞ ＜提出物＞
ニューアチーブ物理基礎，プリント

月 頁 提出日
０　物理量の測定と扱い方 2～6 □有効数字を考慮した測定と表現ができる。 1

１　速さと等速直線運動 8,9 □速さを求めることができる。 2,3

２　変位と速度 10,11 □変位や速度はベクトルであることを知る。

３　速度の合成と相対速度 12,15 □合成速度や相対速度を求めることができる。 4,5

４　加速度 16,17 □加速度を求めることができる。
【中間考査】

５　等加速度直線運動 18,21 6,7,8,9,10,11

６　重力加速度と自由落下 22,23 □重力による物体の運動を理解する。 12,13

７　鉛直投げおろし・鉛直投げ上げ 24,25 □初速度がある場合の運動を理解する。 13

８　水平投射・斜方投射 26～29
【期末考査】

１　力と質量 30,31 □質量と重さの違いを説明できる。 14,15

２　いろいろな力 32,33 □いろいろな力を知る。 22,23

３　力の合成・分解と力のつりあい 34～37 16,17,18,19

４　慣性の法則 38,39 □慣性の法則を説明することができる。

５　力と質量と加速度の関係 40,41 □力と質量と加速度の関係を説明できる。

６　運動の法則（第２法則） 42,43 □運動の法則を式化できる。

７　作用・反作用の法則 44.45 □作用・反作用の法則を説明できる。 20,21

８　摩擦力 46～49 □静止摩擦力と動摩擦力を理解する。 28,29,30,31

９　運動方程式の利用 50～61 □運動方程式を使った問題を解くことができる。 24,25,26,27

１　力がする仕事 62,63 □物理における仕事を理解する。

２　仕事と仕事率 64,65 □仕事の原理を説明できる。 1
【中間考査】

３　運動エネルギー 66,67 □運動エネルギーを知る。 2,3

４　位置エネルギー 68,69 □位置エネルギーを知る。 4,5

５　力学的エネルギー保存の法則 70,71 □力学的エネルギー保存の法則を理解する。
 6,7,8,9

６　いろいろな運動と力学的エネルギー 72～75 10,11

１　温度と熱運動 76,77 □絶対温度を知る。 12,13

２　熱と熱平衡 78,79 □比熱、熱容量、熱量保存則を理解する。 14,15

３　熱と仕事 80,81

※　以下の範囲はプリントを配布する予定です。
４　エネルギーの変換と保存 82～91 □エネルギー保存の法則を説明できる。

１　波と振動 92,93 □波動という現象を説明できる。

２　波の表し方 94,95 □横波と縦波をグラフで表現できる。

３　波の重ね合わせと定常波 96,97 □波の重ね合わせの原理と定常波を理解する。

４　波の反射 98～101 □固定端と自由端の反射の違いを知る。
【期末考査】

１　音の速さと３要素 102,103 □音速と音の３要素を述べることができる。

２　波としての音の性質 104,105 □音の反射とうなりを説明できる。

３　弦の固有振動 106,107 □弦の固有振動を理解する。

４　気柱の固有振動 108～121 □気柱の固有振動を理解する。
１　電荷 122,123 □静電気について述べることができる。

２　電流と電気抵抗 124,125 □オームの法則を使って計算できる。

３　物質と抵抗率 126,127 □物質の抵抗について理解を深める。

４　直流回路 128,129 □合成抵抗を求め直流回路の計算ができる。

５　電力量と電力 130～133 □ジュール熱、電力量、電力を知る。

１　磁場 134,135

２　交流の発生と利用 136,137

３　電磁波 138,139 □周波数で分類されたいろいろな電磁波を知る。

【学年末考査】
１　太陽エネルギーの応用 140,141

２　原子力エネルギー 142,143

□環境を配慮したエネルギー資源について述べ
ることができる。

□原子力エネルギーの原理と安全について述べ
ることができる。

課題の範囲（問題集ページ）

3

12

1

2

□内部エネルギーを知り、熱力学第１法則を説明
することができる。

□磁場に関する用語を理解し、電流がつくる磁場
を説明できる。

□力学的エネルギー保存の法則を使った問題を
解くことができる。

□電磁誘導と交流の発生について述べることが
できる。

8,9

□力の合成、分解およびつりあいを図示すること
ができる。

□等加速度運動の式を使う問題を解くことができ
る。

□水平方向と鉛直方向の運動の違いを説明でき
る。

10

単元･学習項目

②教科書の例題や練習問題によって、条件が異なる場合についても結果を予想できるようにする。
物理的な事物・事象について、実験観察などを通して、自
然に対する関心や探究心を高め、物理的に探求する能力と
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。

理科 2単位数

学習目標(評価規準） 追加課題

③問題集の基本問題を解くことによって、学力の定着を図る。

1年
教科書の内容を身のまわりの現象や実験観察を通して理解する。

科目名

使用教材

定期考査、提出課題（問題集のノート・実験テキストなど）および学習態度を総合して評価する。　

学習方法
（留意点）

教科名

対象年次

指導目標

物理基礎

①対象の物理現象を実験観察を通して理解し、説明に必要な用語や法則を知る。
授業の進め方

教科書：第一学習社　高等学校新物理基礎
問題集：アプローチドリル　物理基礎　①力と運動編
　　　　アプローチドリル　物理基礎　②エネルギー編

11

4

5

6

7

①力と運動

②エネルギー



月 頁 提出日 追加課題

４，５
18
19
20
22

６，７
28
30

８～１１
32
34
36
37

授業ノート、問題集 考査終了後

１２，１３
48
50

１４，１５
54
56

１６～１９
59
60
64
67

授業ノート、問題集 考査終了後

２０～２３
74
76

80

２４～２７
81
82
86

授業ノート、問題集 考査終了後
２８～３３

88
90
92
96

３４～４１
100
101
103
107

授業ノート、問題集 考査終了後

４２，４３
118
120

４４，４５
122
124

４６～５１
128
130
134

５２，５３
146
148

５４，５５
150
152

授業ノート、問題集 考査終了後
５６～６１

154
158
162

□ 体内環境を調節するしくみに、自律神経系と内分泌系があることを理解する。

理科

生物基礎
教科書にある簡単な観察、実験内容を生徒実験や演示実験などによって確認する。
教科書を中心にして学習し、問題集でまとめを行いながら進める。

授業の進め方

□ すべての生物は共通する祖先から進化したことを理解する。
□ 多様に進化した生物の共通性を説明できる。

12

1

科目名 対象年次

2

１年

教科名 単位数

単元･学習項目

　２　生物の共通性

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

指導目標

日常生活や社会との関連を図りながら生物や生物現象への関心を
高め、目的意識をもって観察、実験などを行い、生物学的に探究する
能力と態度を育てるとともに、生物学の基本的な概念や原理･法則を
理解させ、科学的な見方や考え方を養う。

教科書：数研出版　改訂版　新編生物基礎
問題集：数研出版　改訂版　新編生物基礎準拠ノートまとめと問題

①予習：教科書に目を通し、記述内容を把握する。疑問や不明な点を整理する。
②授業：授業時間が最も重要。授業中に完全に理解するつもりで、質問するなど、集中して授業に臨む。
③復習：教科書やノートを見直し、問題集を解く。
④考査前は、問題集や確認プリントを繰り返し解く。課題には必ず取り組む。

使用教材

学習方法
（留意点）

□ 人間活動が生態系に影響を与えている例を挙げ、説明することができる。

□ 生態系を構成する生物の個体数の変化、自然浄化について説明できる。

□ 生態系のバランスを保つための取り組みについて理解する。

□ 真核細胞の構造や細胞小器官の働きを説明できる。

課題の範囲（問題集のページ）学習目標

□ 細胞ごとに発現する遺伝子が異なることを理解する。

□ 代謝における酵素のはたらきについて説明できる。
□ 生体内の代謝に伴うエネルギーの出入りについて説明できる。

□ 呼吸による有機物の分解、エネルギー生産について説明できる。

□ 共生説について説明できる。
□ 光合成と呼吸によるエネルギーの流れを理解する。

□ 体液の種類とその働きについて説明できる。

□ 肝臓の働きについて説明できる。
□ 腎臓の構造や体液濃度の調節の仕組みについて説明できる。

□ 多種多様な細胞にみられる、共通の構造や働きを説明できる。

□ 遺伝子の本体が染色体にあるDNAであることを理解する。

□ 光合成によるエネルギー変換、有機物の合成について説明できる。

□ 遺伝情報からタンパク質が合成される過程について説明できる。

□ 細胞周期のなかで、いつDNAが複製・分配されるかを説明できる。

□ タンパク質がＤＮＡの遺伝情報をもとに合成されていることを理解する。

□ 交感神経と副交感神経の作用の違いを説明することができる。

□ DNAの構造について説明できる。

□ 細胞性免疫のしくみについて説明できる。
□ 体液性免疫のしくみについて説明できる。
□ ヒトがもつ生体防御のしくみについて理解する。

□ 血糖量調節のしくみについて説明できる。

□ 主なホルモンの働きや、ホルモン分泌調節のしくみについて説明できる。

□ 体温調節のしくみについて説明できる。

□ 生態系内の炭素と窒素の循環について説明できる。

□ 陸上にみられる植生の例を挙げ、その特徴について説明できる。
□ 光の強さと植物の生育の関係について説明できる。

　３　生物の多様性と共通性の由来

第３節　光合成と呼吸

　２　代謝と酵素
　１　生命活動とエネルギー

□ 世界にみられるバイオームの例を挙げ、その特徴を説明できる。
□ 気温・降水量とバイオームの関係について説明できる。

□ 極相林にも多様な樹木が存在するしくみについて、説明できる。

　１　光合成

　４　生物の共通構造－細胞

　３　細胞の分化と遺伝情報
　２　細胞分裂と遺伝情報の分配
　１　細胞分裂とＤＮＡ

【期末考査】

　１　生物の多様性
第１節　生物の多様性と共通性
第１編　生物と遺伝子
第１章　生物の特徴

【中間考査】

　４　ミトコンドリアと葉緑体の起源
　３　光合成と呼吸によるエネルギーの流れ
　２　呼吸

　１　遺伝情報とタンパク質
第２節　遺伝情報の発現

第２節　エネルギーと代謝

　３　血液凝固

　２　脊椎動物の体液と循環
　１　動物のからだと恒常性
第１節　体内環境としての体液
第３章　生物の体内環境とその維持
第２編　生物の体内環境の維持

　２　DNAの構造
　１　遺伝情報を担う物質－ＤＮＡ
第１節　遺伝情報とDNA
第２章　遺伝子とそのはたらき

　４　遺伝子とゲノム

第３節　遺伝情報の分配

　２　タンパク質の合成

　４　自律神経系と内分泌系による調節
　３　内分泌系による調節
　２　自律神経系による調節
　１　自律神経系と内分泌系
第３節　神経とホルモンによる調節

【中間考査】

　３　肝臓の構造とはたらき
　２　腎臓の構造とはたらき
　１　腎臓と肝臓の役割
第２節　腎臓と肝臓による調節

　２　植生の構造
　１　植生
第１節　植生とその成り立ち

　４　免疫とさまざまな病気
　３　適応免疫
　２　自然免疫
　１　からだを守るしくみ

第４章　植生の多様性と分布
第３編　生物の多様性と生態系

【期末考査】

　２　植生の再生
　１　植生の遷移
第２節　植生の移り変わり

第４節　免疫

第２節　物質の循環とエネルギーの流れ

　２　生物どうしのつながり
　１　生態系の成り立ち
第１節　生態系とその成り立ち

　３　日本のバイオーム
　２　世界のバイオーム

　３　生態系の保全
　２　人間と生態系
　１　生態系のバランス
第３節　生態系のバランスと保全

【学年末考査】

　２　窒素の循環
　１　炭素の循環とエネルギーの流れ

定期考査、問題集や確認プリントなどの課題提出状況、授業中の学習態度などを総合して評価する。
＜評価の方法＞ ＜提出物＞

授業ノート、問題集、確認プリント等

□ 食物連鎖を通じた物質移動や生態系内のエネルギーの流れにつ
　いて説明できる。

　１　気候とバイオーム
第３節　気候とバイオーム

第５章　生態系とその保全

□ 心臓の拍動を原動力にした体液の循環、赤血球の酸素運搬、血
　液凝固について説明できる。

□ 乾性遷移について説明できる。

□ 生態系を構成する環境や生物の関わりについて説明できる。

□ 日本におけるバイオームの分布について説明できる。



教科書：大修館書店　　現代高等保健体育

副教材：大修館書店　　ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ高校ｽﾎﾟｰﾂ 2017

＜評価の方法＞ ＜提出物＞

月 提出日 追加課題 提出日
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

＜陸上競技＞ □

□

□

□

　ランニングフォーム、ペース走

＜サッカー（屋外）、フットサル（屋内）＞ □

　・個人技能練習 □

　ドリブル・パス・シュート練習 □

　・集団技能練習 □

　攻撃・守備フォーメーション、セットプレー練習等 □

　・試合 □

□

□

【期末考査】

□

　・集団技能練習 □

　攻撃・守備フォーメーション、セットプレー練習等 □

　・試合 □

個人・集団技能を合わせて、安全に留意してプレー □

□

□

□

□

□

□ 回転系の技でつま先、膝を伸ばして行える

□ 形を崩さず技を行える

□ 安全に課題を取り組むことができる

□ 仲間と協力して、技能の向上に努めている

□ 準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

□ 補助などを行えている

＜バスケットボール＞ □

　・個人技能 □

　（パス、シュート、ドリブル） □

　・集団技能 【期末考査】 □

　（ゾーンディフェンス、ゾーンプレス） □

　・試合 □

　（個人技能と集団技能を組み合わせて行う） □

□

□

□

□

□

□

□

□

ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰ・ﾊﾟﾜﾌﾙな動きができる能力を高める運動（馬跳び）

□

　・集団技能 □

　（ゾーンディフェンス、ゾーンプレス） □

　・試合 □

　（個人技能と集団技能を組み合わせて行う）

＜バドミントン＞ □

□

□

□

　（攻撃側と守備側のパートナーとの連携） □

【学年末考査】 □

＜歩くスキー（ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ）＞ □

　・用具のつけ方 □

　（スキーブーツ、スキー板、ストック） □

　・基本動作 □

　（転び方、歩き方、体重移動） □

□

正しい構えをとることができる

ルールを理解している

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

個人的技能を修得することができる

基本動作を正確に行える

用具の片付け方を理解している

　・個人技能

　（各種ストローク、サービス、ルールなど）

　・集団技能

P324～P331

スムーズに体重移動を行える

安全に留意して、行うことができる

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

　動きを持続させる運動等（集団大縄飛び）

ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰ・ﾊﾟﾜﾌﾙに動けている

巧みに動けている

味方の位置を把握して、プレーできる＜バスケットボール＞

1

2

3

＜体つくり運動＞

　・体ほぐしの運動

自己の心や体の状態にきづいているか

体の調子を整えている

　音楽に乗った律動的な運動（イス取りゲーム等）

　静的な運動（ストレッチ等）

　・体力を高める運動

仲間との交流を豊かにしている

動きを持続している

用具を正しく身につけられる

自分の役割を理解し、説明することができる

個人プレーではなく、集団プレーを行っている

安全に課題を取り組むことができる

安全に課題を取り組むことができる

安全に課題を取り組むことができる

ルールを理解している

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

声掛けを行えている

個人的技能を修得することができる

個人プレーではなく、集団プレーを行っている

ゲームにおいて自分の役割を把握し、説明できる

味方の位置を把握して、プレーできる

12

10

11

8

9

段階的に練習することができる　・基礎技能（屈伸系種目）

＜サッカー（屋外）、フットサル（屋内）＞ P142～P161

審判を行うことができる

自己の体力・能力を最大限に発揮できる

集団技能を理解し、説明することができる

準備後片付けなど、積極的に取り組んでいる

味方の位置を把握し、プレーすることができる

自分の役割を理解し、説明・行動できる

集団技能を理解し、説明することができる

味方の位置を把握し、プレーすることができる

自分の役割を理解し、説明・行動できる

チームで協力して活動している

ルールを理解している

一定のペースを保つことができる

個人技能を修得することができる

記録を客観的に置き換えることができる

審判を行うことができる

オリンピックの意義を説明できる

スポーツの経済的価値について説明できる

フェアプレイ、スポーツ精神を説明できる

　・オリンピックと国際理解

　・スポーツと経済

　・ドーピングとスポーツ倫理

　スタート練習、中間疾走、フィニッシュ

　・短距離走（５０ｍ～１００ｍ）

　・姿勢、方向転換、集合、列の増減、行進、足ぶみ、礼、開列 集団の約束、決まりを守って行動する

 ＜体育理論（運動・スポーツの文化的象徴＞

意識的に体を大きく動かすことができる

感情を込めた繊細な踊りをすることができる

仲間と積極的に交流を図っている

　・民謡

＜体つくり運動＞

体を動かすことの意味を説明できる

　・文化としてのスポーツ

学習方法
（留意点）

対象年次

・体育服、シューズ（内・外）の準備をすること

・生徒同士が協同・協力し、共に運動技能・体力の向上に取り組むものを評価する。

・「関心・意欲・態度」　「思考・判断」　「技能・表現」　「知識・理解」の４つの観点から行う。

＜集団行動＞ 集団行動の行動様式を実践することができる

学習目標(評価規準）

授業の進め方

頁

7

単位数

科目名

教科名
使用教材

各種の運動の実践を通して、個人の運動能力を多面的・総合的に高めるため、必修科目を多く設ける。

単元･学習項目 課題の範囲（問題番号）

6

　・ストレッチ、手軽なリズム運動

　・長距離走（３,０００ｍ程度）

音楽に合わせて振付をすることができる

　・人間にとって「動く」とは何か

各区間の技術が向上している

スポーツへの多様なかかわり方を説明できる

スポーツの始まりについて説明できる

動きの修正や確認ができる

＜ダンス＞

保健体育 ３（２）

体育 １年(男子)

5

4

指導目標

各種の運動の合理的な実践を通して、個人の能力・技能に応じ
た課題を定め解決することにより、運動の楽しさや喜びを感じさせ
る。また、運動技能を高めることができるようにし、生活を明るく健
全にする態度を育てる。集団行動を通して、集団の約束事・決ま
り事を守れるように指導する。

　・スポーツの始まりと変遷

　　こきりこ（ささら踊り）

P102～P123

P8～P25

P102～P123

P236～P247

P376～P377

Ｐ8～25

教P115～P134

P298～P323

P54～P63

P142～P161

ルールを理解している

チームで協力して活動している

安全に課題に取り組むことができる

　・発展系（伸身系種目）

　・マット運動、鉄棒、跳び箱

P26～P53＜器械運動＞ 準備運動をしっかり行うことができる

自分の能力に適した課題を選択することができる



・3学期以降は安全面に配慮し、球技を実施する。

＜評価の方法＞ ＜提出物＞

・単に運動技能が高いだけでなく、何事にも全力で取り組む者を評価する。

月 提出日 追加課題 提出日

＜剣道における基本・礼法＞ □

・防具のつけ方 □

（手ぬぐい・垂・胴・面のつけ方） □

・礼儀作法、蹲踞の姿勢 □

（正座・座礼・立礼・自然体・蹲踞の仕方） □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

【期末考査】 □

＜約束稽古＞ □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

＜簡易試合＞ 【期末考査】 □

□

□

□

□

□

＜自己評価＞ □

＜バドミントン＞ □

□

□

□

　（攻撃側と守備側のパートナーとの連携） □

□

　・集団技能 □

　（ゾーンディフェンス、ゾーンプレス） □

　・試合 □

　（個人技能と集団技能を組み合わせて行う）

【学年末考査】

　・個人技能

　（各種ストローク、サービス、ルールなど）

　・集団技能

＜バスケットボール＞ P102～P123

Ｐ２９７

Ｐ２８４

～

Ｐ２９７

P236～P247

体育(武道) １年(男子)

使用教材

頁

Ｐ２８４

～

科目名 対象年次
授業の進め方 各種の運動の実践を通して、個人の運動能力を多面的・総合的に高めるため、必修科目を多く設ける。

副教材：大修館書店　　ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ高校ｽﾎﾟｰﾂ 2017
教科名 単位数保健体育 ３（１）

指導目標

剣道における基本動作、基本打突を正しく学び、得意技を
増やし効果的な技を身につけさせる。また、有効打突の意
味を理解し、試合をすることができる。さらに、対人技能を正
しく身につける活動を通して、公正、協力、責任などの態度
を育てることを目標とする。

学習方法
（留意点）

・剣道の防具、竹刀等を準備する

・「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」の４つの観点から行う。

単元･学習項目 学習目標(評価規準） 課題の範囲（問題番号）

上下、斜め、胴の素振りを正しく行える

・正面打ち、小手打ち、胴打ち、突き 面、小手、胴を打つことができる

4

剣道における礼法を身につけ、実践できる

防具を正しく身につけられる

蹲踞の姿勢がうまくできる

竹刀を正しく握ることができる

防具の片付け方を理解している

姿勢をまっすぐに構えることができる

間合いや体さばきを理解して実践できる

竹刀や防具の打たせ方を理解している

正しい構えをとることができる

5

＜基本動作＞ 気剣体の一致を理解し、説明できる

・構え、体さばき、素振り 送り足で前後左右スムーズに動ける

＜基本打突＞

対人的技能の意味を理解した技になっている

・攻め、隙への打突、出ばな技、しかけ技、応じ技 隙を見つけることを理解し、行動に移せる

・「構えの隙」「守りの隙」への打突 面、小手、胴を目的に応じ、打たせられる

・攻めからの基本技 １つの技を正確に行うことができる

基本動作を正確に行える

打突後も勢いを出し続けられる

迷わず、素早く打つことができる

7

自己の能力に応じた技に取り組めている

技の仕組みを理解し、効果的な稽古ができる

・打つ役、打たせ役を決め、技の習得を図る どの状況でも剣先は相手ののどに向いている

6

＜対人的技能＞

対人的技能の意味を理解した技になっている

約束稽古の意味を理解し実践できている

8

9

12

10

11

＜約束掛かり稽古＞

・１０秒から１５秒の間で連続打突を行う

＜正式試合＞

気合いの入れ方、高め方に取り組めている

練習の意味を理解し、説明できる

順番を決めて、隙への打突を正確にできる

連続打突を、正確に速く行うことができる

＜互格稽古＞

・自由に技を出し、守り、応じる練習

実践で効果的な技になっているか検証できる

相手をよく観察し、それに対応できる

＜攻めと守りの試合＞ 自分から進んで攻めることができる

限られた技を有効に利用できる

技に応じた動きを実践することができる

状況に応じて、多彩な技を使い分けられる

得意技を身につけることができる

対人的技能を高める

引き技を身につけられている

安全に留意して、行うことができる

ルールを理解し、審判を行うことができる

礼法を正しく行うことができている

得意技を中心とした試合展開ができている

ルールを理解している

連続技を使って攻めることができる

剣先を上下に使って攻めることができる

引き技を身につけられている

ルールを理解している

1

2

3

個人的技能を修得することができる

安全に課題を取り組むことができる

ルールを理解している

自分の役割を理解し、説明することができる

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

＜技を限定した試合＞

攻めと守りの切り替えができる

課題の達成度・反省、剣道を理解できている

味方の位置を把握して、プレーできる

安全に課題を取り組むことができる

個人プレーではなく、集団プレーを行っている

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる



副教材：大修館書店　　ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ高校ｽﾎﾟｰﾂ 2017

＜評価の方法＞ ＜提出物＞

月 提出日 追加課題 提出日
□

・姿勢、方向転換、集合、列の増減、行進、足ぶみ、礼、開列 □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

＜陸上競技＞ □

□

□

□

　ランニングフォーム、ペース走

＜バレーボール＞ □

　・個人技能 □

　（トス、スパイク、サーブ、ブロック） □

　・集団技能 □

　（ブロックシステム、レシーブの関係作り） □

　・試合（個人技能と集団技能を組み合わせて行う） □

□

【期末考査】

＜バスケットボール＞ □ 個人的技能を修得することができる

　・個人技能 □ 味方の位置を把握して、プレーできる

　（パス、シュート、ドリブル） □ ゲームにおいて自分の役割を把握し、説明できる

　・集団技能 □ 個人プレーではなく、集団プレーを行っている

　（ゾーンディフェンス、ゾーンプレス） □ 声掛けを行えている

　・試合 □ 準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

　（個人技能と集団技能を組み合わせて行う） □ 安全に課題に取り組むことができる

□

□

□

□

□ 回転系の技でつま先、膝を伸ばして行える

□ 形を崩さず技を行える

□ 安全に課題を取り組むことができる

□ 仲間と協力して、技能の向上に努めている

□ 準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

□

【期末考査】

□

□

□

□

□

□

□

　・集団技能 □

　（ゾーンディフェンス、ゾーンプレス） □

　・試合 □

　（個人技能と集団技能を組み合わせて行う）

＜バドミントン＞ □

□

□

□

　（攻撃側と守備側のパートナーとの連携） □

【学年末考査】 □

＜歩くスキー（ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ）＞ □

　・用具のつけ方 □

　（スキーブーツ、スキー板、ストック） □

　・基本動作 □

　（転び方、歩き方、体重移動） □

□

自分の役割を理解し、説明することができる

審判、副審、線審をすることができる

ルールを理解している

個人的技能を修得することができる

P324～P331

P102～P123

P8～P25

P102～P123

P236～P247

補助などを行えている

　・マット運動、鉄棒、跳び箱

P180～P199

動きを持続している

P376～P377

Ｐ8～25

教P115～P134

P298～P323

P54～P63

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰ・ﾊﾟﾜﾌﾙに動けている

巧みに動けている

自分たちの実情にあったチーム作りができる

＜体つくり運動＞

　・体ほぐしの運動

　音楽に乗った律動的な運動（イス取りゲーム等）

自己の心や体の状態にきづいているか

体の調子を整えている

仲間との交流を豊かにしている

　動きを持続させる運動等（集団大縄飛び）

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

用具を正しく身につけられる

1

2

3

　ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰ・ﾊﾟﾜﾌﾙな動きができる能力を高める運動（馬跳び）

＜バスケットボール＞

　静的な運動（ストレッチ等）

安全に課題を取り組むことができる

　・体力を高める運動

自分の役割を理解し、説明することができる

個人的技能を修得することができる

正しい構えをとることができる

味方の位置を把握して、プレーできる

安全に課題を取り組むことができる

個人プレーではなく、集団プレーを行っている

基本動作を正確に行える

8

用具の片付け方を理解している

スムーズに体重移動を行える

安全に留意して、行うことができる

ルールを理解している

　・個人技能

　（各種ストローク、サービス、ルールなど）

　・集団技能

12

11

9

10

7

　・民謡

　・ストレッチ、手軽なリズム運動

　・長距離走（３,０００ｍ程度）

音楽に合わせて振付をすることができる

体を動かすことの意味を説明できる

　・文化としてのスポーツ

各区間の技術が向上している

　・人間にとって「動く」とは何か

科目名

教科名

対象年次

課題の範囲（問題番号）

6

5

4

指導目標

各種の運動の合理的な実践を通して、個人の能力・技能に応じ
て課題を定め解決することにより、運動の楽しさや喜びを感じさせ
る。また、運動技能を高めることができるようにし、生活を明るく健
全にする態度を育てる。集団行動を通して、集団の約束事・決まり
事を守れるように指導する。

感情を込めた繊細な踊りをすることができる

・「関心・意欲・態度」　「思考・判断」　「技能・表現」　「知識・理解」の４つの観点から行う。

単位数
教科書：大修館書店　　現代高等保健体育

使用教材

各種の運動の実践を通して、個人の運動能力を多面的・総合的に高めるため、必修科目を多く設ける。

単元･学習項目 頁 学習目標(評価規準）

授業の進め方

保健体育

集団の約束、決まりを守って行動する

 ＜体育理論（運動・スポーツの文化的象徴＞

意識的に体を大きく動かすことができる

学習方法
（留意点）

・体育服、シューズ（内・外）の準備をすること

・生徒同士が協同・協力し、共に運動技能・体力の向上に取り組むものを評価する。

＜集団行動＞ 集団行動の行動様式を実践することができる

仲間と積極的に交流を図っている＜体つくり運動＞

スポーツへの多様なかかわり方を説明できる

　・スポーツの始まりと変遷

　・オリンピックと国際理解

　・スポーツと経済

　・ドーピングとスポーツ倫理

スポーツの始まりについて説明できる

3

体育 １年(女子)

フェアプレイ、スポーツ精神を説明できる

一定のペースを保つことができる

記録を客観的に置き換えることができる

自己の体力・能力を最大限に発揮できる

動きの修正や確認ができる

ルールを理解している

準備運動をしっかり行うことができる

＜ダンス＞

　スタート練習、中間疾走、フィニッシュ

　・短距離走（５０ｍ～１００ｍ）

　　こきりこ（手踊り）

安全に課題に取り組むことができる

自分の能力に適した課題を選択することができる

　・基礎技能（屈伸系種目） 段階的に練習することができる

　・発展系（伸身系種目）

オリンピックの意義を説明できる

スポーツの経済的価値について説明できる

＜器械運動＞ P26～P53



＜評価の方法＞ ＜提出物＞

月 提出日 追加課題 提出日

□

□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□
　⑥食事と健康

□ 健康のための食事とは何かを説明できる

□ 健康に望ましい食生活を説明できる

　⑦運動と健康

　・健康からみた運動の意義 □
　・健康づくりのための運動習慣の形成 □

□ 休養・睡眠の必要性について説明できる

□
□
□
□
□
□
□

　⑪薬物乱用と健康

　・薬物乱用の健康影響 □
　・薬物乱用開始の要因と社会問題 □
　・薬物乱用の防止と対策 □

【期末考査】 ノート（考査範囲） 考査実施日

□

□

□

　⑬感染症の予防 □

　・感染症予防の原則 □

　・現代の感染症対策 □

　⑭性感染症・エイズとその予防 □

　・性感染症・エイズ □

　・性感染症・エイズの予防 □

□ 心の働きは大脳が司っていることを理解する

□

□

□ 精神と身体は密接に関連していることを理解する

□

□

□

□
　・とらえ方を変えることによる対処 □
　・気分転換やリラクセーション □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

【期末考査】 考査実施日

□

□

□

　【応急手当】

　①応急手当の意義とその基本 □
　・応急手当の意義 □

□

□

□

□

□

□

□

【学年末考査】 考査実施日

P48～P49

P50～P51

P52～P53

P56～P57

P58～P59

P34～35

Ｐ36～37

P38～P39

P40～P41

P42～P43

P10～11

P16～17

P18～19

P46～P47

P20～21

P22～P23

P24～P25

P26～P27

P28～P29

P32～33

ノート（考査範囲）

応急手当の手順を実技を交えて説明できる

　③日常的な応急手当

熱中症の分類をあげ、説明できる

　・心肺蘇生法の意義と原理

ＡＥＤの使い方を説明できる

P60～P61

　・熱中症の応急手当

1

応急手当の意義について説明できる

ＲＩＣＥ処置を説明することができる

2

3

心肺蘇生法を行うことができる

心肺蘇生法の手順を説明・実践できる

道具の使用方法を理解している

ケガ、熱中症の手当ての手順、方法を説明できる

　・けがの応急手当

　・心肺蘇生法の手順

　・車の安全性の向上

　・応急手当の手順

　②心肺蘇生法

　・交通事故の責任と補償

　

　③安全な交通社会づくり

　・法的な整備と施設・設備の充実

　・交通事故の要因

　②交通社会における運転者の資質と責任

　・安全な運転のための資質

　・交通事故の現状

　①交通事故の現状と要因

　【交通安全】

　⑰ストレスへの対処

　・原因への対処

　⑱心の健康と自己実現

　・自己実現と心の健康との関係

8

　⑯心身の相関とストレス

　・心身相関のしくみとストレス

　・ストレスの影響と心の健康

心の変化や適応規制の働きを理解し説明できる

9

欲求の種類について理解する

　・欲求不満と適応機制

　⑮欲求と適応機制

　・欲求と大脳の働き

事故の要因を説明できる

交通事故の現状を説明できる

　・さまざまな欲求

　・信頼できる人や専門家への相談

心身相関とストレスが関係していることを理解する

ストレスが心に与える影響を理解する

ストレスの要因を説明できる

エイズの現状を説明できる

エイズの感染経路の例をあげられる

他者の尊重の重要性について理解している

12

10

11

　・自己実現の道すじと達成

車の安全性について説明できる

社会がすべきことを例にあげることができる

法的な整備について例をあげて説明できる

自己実現とは何かについて説明できる

他者や専門機関への相談の効果を理解する

自己実現と心の健康の関係について説明できる

ストレスの心身症を説明できる

運転者の責任、補償について説明できる

状況の把握と適切な行動の例をあげられる

安全装置について具体的に説明できる

1

　・生活習慣病の予防

授業の進め方

学習方法
（留意点）

教科書：大修館書店　　現代高等保健体育
副教材：大修館書店　　図説　現代高等保健

ノート

P6～7

P8～9

P12～13

薬物乱用に対する対策を説明できる

ノート（考査範囲）

安全運転の重要性を説明できる

ストレスの対処法を説明できる

リラクセーションの効果をあげられる

若者の事故の特徴の例をあげられる

7

単位数

科目名

教科名

単元･学習項目

　・意思決定・行動選択とそれに影響を与える要因

対象年次

３項目の観点別評価を行い、定期考査・学習態度・ノート、プリント提出とその内容から総合的に評価する。

指導目標

　個人及び社会生活における健康・安全に関する理解を深めて、生涯を
通じて自らの健康を適切に管理し、改善していく資質や能力を身につけ
させる。
　また、喫煙・飲酒等に興味を示す高校一年次に、正しい知識を身につ
けさせ、健康の保持増進に努めるように指導する。

4

5

6

課題の範囲（問題番号）
　①私たちの健康のすがた

　・わが国における健康問題の変化

　・健康についての多様な考え方

　・生活習慣病とは

　・健康的な意思決定・行動選択を実現する工夫

①予習：教科書を読んでおく。
②復習：ノートを自分なりにまとめる。

　・わが国における健康水準の向上

学習目標(評価規準）

保健 １年

頁

使用教材

教科書を中心に実施する。

保健体育

　・健康の成り立ちとその要因

　③健康と意思決定・行動選択

　②健康のとらえ方

　④健康に関する環境づくり

　・健康づくりを支える環境

　・ヘルスプロモーションの考え方にもとづく環境づくり

生活習慣病の例を説明できる

質の高い休養・睡眠の例をあげられる

感染症の予防策を具体的に説明できる

感染症の例を説明できる

意志決定・行動選択をしやすい社会を説明できる

飲酒に対する対策を説明できる

ヘルスプロモーションについて説明できる

アルコールの作用を説明できる

非喫煙者が受ける健康影響を説明できる

　⑧休養・睡眠と健康

　・健康からみた休養・睡眠の意義

　・健康からみたよりよい休養・睡眠のとり方

　⑨喫煙と健康

　・飲酒の健康影響

　・健康的な食生活の重要性と意義

　・健康的な食生活習慣の形成

健康における運動の意義について説明できる

健康のための適切な運動を説明できる

　⑫現代の感染症

　・感染症とは

　・新たに注目される感染症

　・飲酒開始の要因と社会問題

　・喫煙と健康影響

　・喫煙開始の要因と依存性

　⑩飲酒と健康

　⑤生活習慣病とその予防

エイズの予防対策を説明できる

有害物質の名称と作用を説明できる

医薬品の役割を説明できる

生活習慣の例をあげられる

エイズ流行の原因について説明できる

薬物依存とはどういうものか説明できる

長期飲酒の健康影響を説明できる

医薬品の正しい使用法を説明できる

薬物摂取による身体の影響を説明できる

生活の質について説明することができる

喫煙に対する対策を説明できる

保護活動や対策の例をあげることがきる

三大死因をあげて説明できる

健康水準の背景を説明できる

健康の成立要因について説明できる

ＷＨＯ憲章の健康の定義を述べられる

意志決定・行動選択の重要性を説明できる

意志決定・行動選択と健康との関係を説明できる



高校生の美術１（日文）
鉛筆、アクリル絵の具等

・授業の目標を明確に理解する。

・授業ごとに制作と評価を積み重ね、表現を深める。

・完成作品について発表・鑑賞をし、自己評価・相互評価をする。

＜評価の方法＞ ＜提出物＞

用具の準備、授業態度、自己評価表の記載内容、作品の完成度、作品の提出状況などを総合的に判断する。 毎時間及び完成作への自己評価表

月 頁 提出日 追加課題

4 オリエンテーション　

自分を描く(１)

5

【中間考査】

6 私の見つけた風景

7 【期末考査】 □　材料や用具の特性や効果を理解し、表現方法を工夫して描く。

8 合評会

9 粘土で動物を作る

10 合評会

祈りの形
11 アニメーションを作る

12 【期末考査】

合評会

1 日本のデザイン、生活を豊かにするデザイン

2 合評会
【学年末考査】

3 今日の美術 □　今日の多様な美術を鑑賞し、レポートにまとめる。

□　美術文化について理解を深め、愛好する気持ちを高める。

□　伝統的なデザインや、生活を豊かにするデザインに関心を持つ。

□　デザインの起源や特色、役割などを調べ、話し合う。

□　表現の多様性や個性の違いを大切に思う心情を育む。

□　材料や用具の特性を活かして表現する。

□  彫刻や立体造形の要素を理解し、存在感ある造形となるよう工夫

□　画家や漫画家が取り組んできた人物画を鑑賞し、制作に活かす。

□　視点や遠近の表現方法を理解する。

制作(表現）、鑑賞、自己・相互評価

学習目標 課題の範囲（問題番号）

□  自分の内面と向きあい、生き生きとした自画像を完成する。

     する。

教科名 芸術 単位数 2 使用教材

科目名 美術Ⅰ 対象年次 1年 授業の進め方

指導目標

・美術の幅広い創造活動を通して、美的体験を豊かに
し、生涯にわたり美術を愛好する心情を育てる。
・感性を高め、創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばし、美
術文化についての理解を深める。

学習方法
（留意点）

単元･学習項目

自分を描く(2)

□  (1)との違いを意識しながら自分らしい表現となるよう工夫する。　

□　美術Ⅰの学習内容を理解する。

□　作品の見方や考え方を深める。

□　鉛筆によるグラデーション描法を体得する。

□  漫画の表現方法を理解し、ペンで人物を描く。

【中間考査】

□　表現の多様性や個性の違いを大切に思う心情を育む。

□　構想を練り、映像メディアの特性を活かして表現する。

□　校内の風景を見つめ、よさや美しさを発見する。

□　鑑賞を通して表現の多様性や個性の違いを大切に思う。

□　主体的に主題を生成し、制作のための構想を練る。

□　日本や西洋の彫刻を鑑賞し、よさや美しさを理解する。

□　アニメーションの原理について理解し、主体的にテーマを考える。



教育芸術社 ＭＯＵＳＡ①

教科書と他教材を使用し、歌唱を中心として進める。

＜評価の方法＞ ＜提出物＞
・実技テスト、授業態度で評価する。

月 単元･学習項目 頁 提出日 追加課題
・豊かな響きで歌おう □ リズムや音符の読み方を理解する。
　　〈校歌〉〈花は咲く〉〈365日の紙飛行機〉〈ありがとう〉 各教材 □ 楽譜にある強弱に気をつけて歌うことができる。

他 合唱曲 □ 自然な声でのびのび歌うことができる。
　　〈Ave Maria〉　 4
　  〈翼をください〉 14
　　〈花〉 22
　　〈小さな空〉 82
　
・音楽の基礎を理解しよう □
　　●楽典 （強弱、音楽記号　など）

・季節を感じながら歌おう □
　　〈浜辺の歌〉 各教材 □
　　〈ひまわりの約束〉 7
　　〈少年時代〉 15
　　〈夏の思い出〉 【期末考査】 23

･リズムと楽器の音色を楽しもう □ ボレロのリズムパターンを理解する。

　　鑑賞　〈ボレロ〉【ラヴェル】 132 □ オーケストラ以外の演奏も聴き、演奏法による曲の変化を感じ取るこ

　　 （Brast!、オーケストラ） とができる。

・ミュージカルについて知ろう □ 他音楽や劇との違いを知り理解を深める。
　　鑑賞　〈リトル・マーメイド〉【劇団四季】 各教材 □ ミュージカルの制作過程やスタッフの仕事について理解する。
　　　　　　〈ハイスクール・ミュージカル〉

・歌詞の意味を感じながら歌おう □
　　〈赤とんぼ〉〈荒城の月〉 各教材

･オーケストラについて知ろう □ 作曲者、作品についての理解を深める。
　　鑑賞　〈交響曲第9番 ニ短調〉【ベートーヴェン】 136 □ オーケストラの楽器や編成、さまざまな特徴について理解する。

【期末考査】

・著作権について知ろう 11 □ 音楽における著作権の注意点について理解を深める。

・響きのある声で合唱を歌おう □ 混声2部に分かれ、自分のパートをしっかりと歌うことができる。 
　　〈蛍の光〉〈結〉〈生きてこそ〉〈旅立ちの日に〉 各教材 □ 美しい響きのある歌声がまとまった時の充実感を味わうことができ
　　〈YELL〉〈奏〉 【学年末考査】 る。

・舞台音楽 オペラについて知ろう □ 作曲者、作品についての理解を深める。

　　鑑賞　オペラ〈カルメン〉【ビゼー】 52 □ オペラの発声法や歌唱法に関心をもつ。
　　　　　 　　　　〈フィガロの結婚〉【モーツァルト】 各教材

3

1・2

2

夏の雰囲気を感じ、情感を込めて歌うことができる。

基本となる楽譜の読み方を理解する。

歌詞にある単語などの内容を理解して歌うことができる。

曲の雰囲気を感じ、それに合わせた歌い方をすることができる。

学習方法
（留意点）

科目名

4・5

教科名

指導目標

6・7

単位数

1年

芸術

音楽Ⅰ

歌唱曲を覚え表現の工夫をする。
説明や表現方法を理解する。

授業の進め方

使用教材

学習目標

11・12

9・10

課題の範囲

音楽の幅広い活動を通して、音楽を愛好する心情を育てるととも
に、感性を高め、創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばす。

対象年次



＜評価の方法＞ ＜提出物＞

月 頁 提出日
6～12

13～22

【中間考査】 考査終了後
23～36

【期末考査】 考査終了後
37～50

51～59

【中間考査】 考査終了後
66～71

79～89

【期末考査】 授業ノート、課題など 考査終了後
93～103

105～115

117～129

【学年末考査】 授業ノート、課題など 考査終了後
116～130

Lesson 9 Rose O'Neill
・世界中で人気の「キューピー」の誕生秘話を読む。
・分詞構文
・仮定法過去

□キューピーの誕生について読み取るこ
とができる。
□従属節を分詞構文に書き換えることが
できる。
□直説法の英文を仮定法の英文に書き
換えることができる。

Lesson 10 Potato Stories - The history of a vegetable
・じゃがいもが南アメリカから世界中に広がった歴史について読む。
・第５文型（Ｃ＝原形不定詞）
・第２文型（Ｃ＝過去分詞）

□じゃがいもが南米から世界中に広がっ
た歴史を読み取ることができる。
□第５文型（Ｃ＝原形不定詞）を用いて英
作文ができる。
□第２文型（Ｃ＝過去分詞）を用いて英作
文ができる。

授業ノート、課題など

授業ノート、課題など

授業ノート、課題など

Lesson 7 Hokulea's Adventure
・ハワイの歴史と航海術の歴史について読み取る。
・現在完了進行形
・過去完了
・形式主語構文

□ハワイの歴史と航海術の歴史について
読み取ることができる。
□現在完了進行形と過去完了を用いて
英作文や会話ができる。
□形式主語構文を用いて英作文や会話
ができる。

Lesson 8 The Secrets of Cup Ramen
・日本で誕生したカップラーメンに隠された工夫や世界で愛される理由
について考える。
・関係副詞
・S+V+IO+DC(=疑問詞節)

ガイダンス
中学校での既習事項を確認する。

Lesson 1 A Smile Is the Best Greeting!
・初対面の人に与える第一印象（笑顔）の大切さ。
・動詞の時制（現在形、過去形、現在進行形、現在完了）
・比較級

□カップラーメンに隠された工夫や愛され
る秘密を読み取ることができる。
□関係副詞を用いて英作文や会話がで
きる。
□第３，４文型（Ｏ＝疑問詞節）を用いて
英作文や会話ができる。

Lesson 5 Challenge Your Limits!
・基本５文型のうち第４文型
・過去分詞の形容詞的用法
・現在分詞の形容詞的用法

□自分に限界を作らず、常に新しい目標
や夢に向かって努力することの大切さを
英文から読み取る。
□第４文型を用いて英作文や会話ができ
る。
□現在分詞、過去分詞の形容詞的用法
を用いて英作文や会話ができる。

□デザインの機能を読み取ることができ
る。
□助動詞ｃａｎの用法を理解し、会話や英
作文することができる。
□能動態の英文を受動態に書き換えるこ
と、またその逆のことができる。

Lesson 4 Q&A about Nature
・動物や昆虫などの生物の特徴的な行動や動作について読み取る。
・基本５文型のうち第２、第３文型

□動物や昆虫の特徴的な行動や動作を
英文中から読み取ることができる。
□第２、第３文型を用いて、英作文や会
話をすることができる。

Lesson 6 The Wonderful World of Colors
・関係代名詞（主格、所有格、目的格）
・関係代名詞ｗｈａｔ

□好みの色によって人の性格や人格が
異なることを英文から読み取る。
□関係代名詞の用法を理解し、英作文
や会話ができる。

使用教材

科目名 対象年次

教科書：桐原書店　New Edition WORLD TREK English Communication I

定期考査や小テストの点数、課題の提出状況、学習態度などを総合して評価する。

予習：新出単語の品詞と意味を辞書で調べる。
授業：集中して本文を読み、訳せないところや意味が分からないところを中心に解説する。文法問題に取り組む。
復習：新出単語の意味や文法事項を再確認する。

授業の進め方 主に、授業中に集中して本文を読むことで内容理解を図る。また、その都度文法事項を押さえる。

指導目標
学習方法
（留意点）

単元･学習項目 学習目標 課題の範囲（問題番号） 追加課題
授業ノート、課題など

12

□中学校の基本的な文法事項について
復習し、高校英語の素地を養う。
□頻出の不規則動詞について完全にマ
スターすることができる。

□コミュニケーションにおける顔の表情の
大切さについて知る。
□時制を正しく用いて、英作文や会話が
できる。
□形容詞、副詞の比較級を用いて、英作
文や会話ができる。

□日本と諸外国の教育環境の違いが認
識できる。
□動名詞を理解し、正しく使うことができ
る。
□ｔｏー不定詞の用法を理解し、会話や英
作文ができる。

Lesson 2 What Is School to You?
・日本と諸外国との学校教育の環境の違いについて認識する。
・動名詞
・ｔｏー不定詞

1

2

3

4

5

6

7

8

9

英語

コミュニケーション英語
Ⅰ

3

1年

10

11

教科名 単位数

Lesson 3 Soccoer Uniforms Say a lot about Countries
・各国のサッカー代表チームのデザインに託された文化や歴史につい
て読む。
・助動詞（ｃａｎ）
・受け身（受動態）

　英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育
成するとともに、情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたり
する基礎的な能力を養う。



教科書 開隆堂 　家庭基礎　明日の生活を築く

副教材 実教出版 2017 生活学Navi 

教科書、プリントを用いて授業を行う。実験・実習も取り入れる。

授業に集中する。


自分の身の回りの事に関心を持ち、社会の動向に目を向ける。

＜評価の方法＞
定期考査 課題提出 実習 意欲・関心・態度

＜提出物＞ 製作物

課題プリント等

月 頁 提出日

ガイダンス 家庭基礎を学ぶにあたって □

人生ってなんだろう？ 8～27 □

青年期の課題とは？

人生すごろくを作ろう

保育 子どもはどう育つのだろう？ 28～47 □

親になるとはどういうことか？

子どもとふれ合ってみよう □

高齢者 社会はどう高齢化するのだろう？ 48～70 □

高齢期ってどういう時期？

共生社会 共生ってなんだろう

【期末考査】

学習を生かす 課題研究 184～189 □

ホームプロジェクトの計画

食生活 食生活を見つめてみよう 78～97 □

栄養と食事 □

食品と調理

衣生活 制服でみる衣生活 110～129 □

衣服の成り立ちと性質

衣服の管理 □

【期末考査】

住生活 誰が暮らすのだろう？ 132～147 □

一人暮らしの部屋探し □

これからの住生活

消費生活 148～155 □

環境 156～167 □

168～171

【学年末考査】

3
自己の生活設計 172～183 □人生をデザインしよう 1年間の学習で培った人生観を確認する。

使用教材

授業の進め方

学習方法
（留意点）

1

自立した消費者とは？

一人暮らしの家計

暮らしに必要なお金は？

2

生活をみつめてみよう

環境のためにできることって？

9
10

11

5

6

7

12

単元･学習項目 課題の範囲（問題番号） 追加課題

4

人の一生と家族

学習目標

家庭科の学び方を理解する。

教科名 単位数

指導目標

・男女が協力して家庭生活を主体的に営む能力と態度を育てる。
・自ら学び考えることができる学習活動を通して、問題解決能力と実
践的な態度を育てる。

科目名

2

１年

家庭

家庭基礎 対象年次

自分の消費行動と環境との関わりを意欲的に考え
る。

ライフスタイルの変化が家族の多様化をもたらしてい
ることを理解し、自分らしい生き方について考える。

おもちゃ製作を通して、子どもの発育・発達を考え
る。

高齢者を自分の将来像として考えることを通して、高
齢者福祉の仕組みやあり方を理解する。

ホームプロジェクトの意義と実施方法を理解する。

自分の食生活の状況を把握し、食と健康について考
える。
食品の栄養的特徴と調理上の性質について基礎的
なことを理解する。

ふれあい体験を通して幼児に対する理解を深める。

ホームプロジェクト実践記録（夏休みの課題）

衣服の素材の種類と性能について理解し、目的に合
わせた衣服選びができる。

衣服に応じた手入れができる。

住居と人の暮らし方の関わりを考える。

快適な住まいの条件を考え、それらを満たすような
空間設定の重要性を理解する。

現代の契約社会について理解し、主体的に判断し行
動できる。



＜評価の方法＞ ＜提出物＞

月 頁 提出日

自己紹介のwork sheet 4月25日

保護者宛の模擬書類 5月12日

Ｅｘｃｅｌを用いた計算表 5月29日

6、7 個人情報の保護についてのプリント 6月10日
8～11
12、13
14、15
15～17
20～23
39～42

【期末考査】
44、45

46～49 インターネット利用上の注意点のプリント 9月8日
50、51
52、53
54、55

五箇山民謡についての研究発表 10月5日
プレゼンテーションのスライドの完成

56～58
60～63
64～71
72～80 知的財産権・産業財産権・著作権につい 10月20日

てのプリント

86～93
106～112
114～117

【期末考査】

118～119
120～121 計算表のグラフ化シート① 1月26日
122～129
130～133

136～141
142～147 計算表のグラフ化シート② 2月23日

【学年末考査】

148～155
156～161
162～163

情報

社会と情報

2

1年

10

11

教科名 単位数

・オリエンテーション
・自己紹介制作（Power Point）

・人に優しい情報技術
・個人による安全対策
・安全のための情報技術・安全化・記号化
・知的財産権・産業財産権・著作権

2

3

4

5

6

7

8

9

12

1

コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用を通して、情報を適切
に収集・処理・発信するための基礎的な知識と技術を習得させるとと
もに、情報を主体的に活用しようとする態度を育てる。情報化社会に
おける問題点を理解し、また著作権についても理解させる。

学習方法
（留意点）

学習目標 課題の範囲（問題番号） 追加課題単元･学習項目

□ネットを利用した効果的な情報収集が
できる。
□日常的に利用される数式の意味を理
解し、必要に応じて活用できる。
□データ収集や分析ができる。

使用教材

科目名 対象年次

教科書：実教出版　高校社会と情報 新訂版
問題集：実教出版　高校社会と情報学習ノート

・コンピュータの基本的な操作を覚え、文書やプレゼンテーションのマテリアルを作成し、実践できるようにする。
・教科書を用いた授業では予習や復習をし、知識の定着を図る。

授業の進め方 コンピュータのさまざまなソフトを使って、提示された文書や表を作成する。

指定された課題を各自のフォルダーに保存する（課題の提出日は後日連絡する）。

指導目標

・検索と論理計算
・情報の整理と管理
・分析のための工夫
・表とグラフの活用

□情報化の良い点、悪い点が分かる。
□数理計算ができる。
□入力数値とグラフの関係が分かる。

□情報処理室の使い方とコンピュータの
基本的な操作を理解することができる。
□Power Pointを使って自己紹介を作るこ
とができる。

・保護者宛の模擬書類作成（word）
・「携帯電話・スマホの利用上のルールやマナー」について考える（討
論）
・表計算(Excel)

□自分の店を出すことを想定し、wordを
使って出店ポスターを作ることができる。
□「携帯電話・スマホ」について授業中に
話し合い、自分の行為が本当に正しいの
かどうかを考えることできる。
□Excelを用いて計算式を記入し、表計
算ができる。

・情報と情報社会
・社会の変化と個人の責任
・情報社会の問題
・メディアとその特徴
・メディアと広告
・メディアの選択
・個人情報とその保護

□情報社会の問題点を知る。
□情報機器の正しい活用法を知る。
□受信者を意識した発信上の配慮を知
る。
□受信者の意図を読んだ受信の可否を
知る。

・Webページの閲覧とメールの仕組み □受信者を意識した発信上の配慮を知
る。

・インターネットのサービス
・社会の中の情報システム
・合意形成
・クラウドコンピューティング

・問題解決の実践
・論理的な文章構成・表現の工夫

□問題を把握し、解決することができる。
□数値を入力し、グラフを描くことができ
る。

・プレゼンテーションの方法
・Webページによる情報発信
・Webページ利用者への配慮

□効果的なプレゼンテーションができる。
□受信者を意識した発信上の配慮を知
る。
□発信者の意図を読んだ受信の可否を
知る。

意欲・関心、授業態度、課題提出などを総合して評価する。

□ネットを利用した効果的な情報収集が
できる。
□収集した情報を分析、整理できる。
□プレゼンテーションのマテリアルを作成
できる。
□効果的なプレゼンテーションができる。

・静止画像の扱い・数値や文字の表し方
・さまざまな計算
・情報の収集

□ネットを利用した効果的な情報収集が
できる。
□収集した情報を分析、整理できる。
□著作権、肖像権、値手駅財産権の正し
い知識を身につけ、適切な引用ができ
る。



教科書：実教出版　高校日本史Ｂ
資料集：浜島書店　プロムナード日本史

＜評価の方法＞ ＜提出物＞

月 頁 提出日
第１章　文化と国家の形成

１：日本列島の旧石器文化 12、13
２：縄文時代の社会と文化 14、15
３：弥生時代の社会と文化 16、17
４：小国の分立から倭国の形成へ 18、19

５：大和政権の形成 20、21
６：倭の五王と大和政権の勢力伸長 22、23
７：氏姓制度と群集墳の出現 24、25

第２章　古代国家の確立
１：飛鳥時代の政治と文化 28、29

【中間考査】

２：古代国家の形成 30、31
３：律令の成立と白鳳文化 32、33
４：平城京と律令政治 34、35
５：奈良時代の社会と政治 36、37

６：国家仏教と天平文化 【期末考査】 38、39

７：平安初期の政治と文化 40、41

８：摂関政治の確立 42、43
９：国風文化の成立 44、45

第３章　中世社会の成立
１：中世社会の土地制度 52、53
２：武士団の成立 54、55

３：院政と保元・平治の乱 56、57
４：平氏の繁栄と治承・寿永の内乱 58、59

【中間考査】

５：鎌倉幕府の成立過程 60、61
６：承久の乱と執権政治 62、63
７：地頭の荘園支配 64、65
８：農工業の発達と流通 66、67

９：蒙古襲来と鎌倉幕府の衰退 【期末考査】 68、69
１０：鎌倉時代の仏教と文化 70、71
１１：北条氏の専制と悪党 72、73

第４章　中世社会の展開
１：建武の新政と南北朝の内乱 76、77

２：室町幕府の確立 78、79
３：室町時代の東アジアと日本 80、81
４：南北朝時代の文化と北山文化 82、83
５：室町時代の流通経済の発達 84、85

６：惣村と一揆 86、87
７：室町幕府の衰退と戦国動乱 88、89
８：戦国時代の政治と社会 90、91
９：東山文化と地方への波及 92、93

【学年末考査】
第５章　統一政権の成立

１：大航海時代と日本 102,103
２：織田信長の天下布武 104,105
３：豊臣秀吉の全国統一 106,107
４：豊臣政権の対外政策 108,109
５：桃山文化 110,111

□応仁の乱の①背景②直接の原因③展
開、結果④乱後の状況を理解できる。

□東山文化について、その特徴や代表
的遺構、作品名等を知る。

□キリスト教の伝来について、この時代
に伝来した背景や、伝来後の影響につい
て世界史的視野で理解できる。

□信長、秀吉の政策について、具体的な
内容のほか、それがどのような時代の要
請によって実施されたのかを理解でき
る。

□鎌倉仏教の名称や教祖、著作や内容
について理解できる。

□建武の新政の内容と失敗理由につい
て理解できる。

□室町幕府の機構や性格がわかる。

□室町期の対東アジア関係について理
解できる。

□北山文化について、その特徴や代表
的遺構、作品名等を知る。

□天平文化の代表的遺構や作品を知
る。

□桓武天皇期の政策について、「造都」と
「征夷」に大別して理解できる。

□藤原摂関時代の展開について、その
推移と定義を理解できる。

□産業経済の発展や一揆などを通じて、
室町期の民衆の成長を理解できる。

□院政の展開と内容を理解できる。
□平氏政権の特徴や人物について理解
できる。

□源平の争乱について、展開や登場人
物を理解できる。

□執権政治の展開について、具体的な
人名や史実について知る。

□地頭がどのような過程を経て荘園支配
を強めたか理解できる。

□元寇について、時代背景・展開・幕府
の対応・乱後の様子を理解できる。

□主に遺跡の出土品や葬制などから、縄
文時代と弥生時代との比較ができる。

□小国の分立、ヤマト政権の成立につい
て、史料や遺跡、古墳との関連性を理解
できる。

□古墳文化の内容を知る。

□ヤマト政権が摂取した大陸文化の内
容を理解できる。

□飛鳥時代、奈良時代の諸外国との交
流について、世界史的視野で理解でき
る。

□律令の内容と、当時の統治機構を知
る。

□班田収授法の内容を知る。

□奈良時代の政治の推移について、豪
族と朝廷との関係を中心に理解できる。

□聖武期の政治史について、藤原氏の
動きを理解できる。

課題の範囲（問題番号） 追加課題
・定期考査の点数を基本として、授業態度や課題の提出状況、出席状況などを総合的に判断する。

使用教材

科目名 対象年次

・予習：教科書に目を通す。
・授業：板書のほか、発言事項なども含めてノートを作る。
・授業ノートを確認しながら問題を解く。

授業の進め方

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

教科名 単位数

12

1

単元･学習項目

指導目標

・古代から近世までの日本の歴史を、世界史と関連付けて考察する。
・社会の形成や文化の特色を多角的・多面的に捉えて現代社会との比較を
行い、よりよい社会のあり方について判断する能力を育てる。

□荘園の発達過程と仕組みを理解でき
る。

□武士の登場が土地制度と深く関係して
いること、また武士の発達過程について
理解できる。

地理歴史

日本史Ｂ

3

２年

学習方法
（留意点）

学習目標

基本的に教科書を進めていく。

□縄文時代、弥生時代の文化の基本性
格について理解できる。



・新詳地理Ｂ（帝国書院） ・スタディノート地理B（数研出版）
・新詳高等地図（帝国書院）
・新詳地理資料COMPLETE2017（帝国書院）

＜評価の方法＞ ＜提出物＞
定期考査の結果が主な評価対象だが、提出物の状況・授業態度を総合的に評価する。 スタディノート

月 頁 提出日
第Ⅰ部　さまざまな地図と地理的技能 6～26

1章　地理情報と地図
1節　現代世界の地図
2節　地図の種類とその利用
3節　地理情報の地図化
2章　地図の活用と地域調査

スタディノート（P.4～P.13)
第Ⅱ部　現代世界の系統地理的考察 27～49

１章　自然環境
1節　世界の地形

【中間考査】 スタディノート（P.14～P.23)
2節　世界の気候 50～75

3節　日本の自然の特徴と人々の生活 76～81

スタディノート（P.24～P.39)
【期末考査】

4節　環境問題 82～93

スタディノート（P.40～P.41)

2章　資源と産業
1節　世界の農林水産業 94～111

スタディノート（P.42～P.53)

2節　食料問題 112～117

3節　世界のエネルギー・鉱産資源 120～127

4節　資源・エネルギー問題 128～135

スタディノート（P.54～P.63)
5節　世界の工業 136～151

【中間考査】
6節　第3次産業 153～157

7節　世界を結ぶ交通・通信 158～161

8節　現代世界の貿易と経済圏 162～167

スタディノート（P.64～P.73）

3章　人口、村落・都市
1節　世界の人口 168～170

2節　人口問題 171～179

スタディノート（P.74～P.79）
【期末考査】

3節　村落と都市 180～190

4節　都市・住居問題 191～200

スタディノート（P.80～P.91）

4章　生活文化、民族・宗教
1節　生活文化 201～207

2節　民族と宗教 208～212

スタディノート（P.92～P.95）

3節　現代世界の国家 213～214

4節　民族・領土問題 215～226

【学年末考査】 スタディノート（P.96～P.111)
第Ⅲ部　現代世界の地域区分
1章　現代世界の地域区分
1節　地域区分とは何か 227～230

スタディノート（P.112～P.113）

地理歴史

地理B

3

2年

10

11

教科名 単位数

・現代世界の地理的事象を系統地理的、地誌的に考察し、地理的な
理解を深める。
・多様な風土や文化を学び、互いに尊重し認め合う態度を育てる。

科目名

使用教材

対象年次

12

1

2

3

4

5

6

7

授業の進め方 教科書の内容をもとにした授業プリントを使いながら、資料集や地図帳も参照する。

学習方法
（留意点）

単元･学習項目 学習目標 課題の範囲（問題番号） 追加課題

□民族と宗教について，世界の宗教の分布や
特徴，生活との関わりについて理解する。

指導目標

□環境問題について、成因や特徴、対策、地
域的分布など、各事例ごとに知ることができ
る。

□日本の自然の特徴と人々の生活の関わり
について知ることができる。

8

9

□ケッペンの気候区分をもとに、それぞれの
気候がどのような特徴をもち、そこで人々がど
のような生活をしているか知ることができる。

□世界の農林水産業の成り立ちや、現状と課
題を知ることができる。

□先進国、発展途上国、日本で見られる食糧
需給問題について知ることができる。

授業：基本的には授業プリントを埋めながら理解する。グループワークなどの学習活動も取り入れる。
復習：予習がない分復習に力を入れる。まずは授業プリントの内容を振り返る。その際、各教材の対応ページも
参照すること。スタディノートも課題に出すが、指定した問題だけでよいので集中して取り組むこと。

□地図のさまざまな図法とその特徴を理解で
きる。
□時差のしくみと計算のしかたを理解できる。
□地図記号や等高線などの使い分けを理解
し、さまざまな地形図を読み取ることができ
る。

□現代世界の国家について，国境と領域のき
まりや様々な国家の分類について理解する。

□民族・領土問題について，現代世界の民
族・領土問題を大観し，日本の民族や領土，
世界各地の民族の共生についての課題を理
解する。

□地域区分とは何かについて，地域の概念や
地域区分の目的，意義を理解し，有用性に気
づく。また、地域区分のさまざまなスケールに
ついて，大地域と小地域のスケールによる違
いを理解し，有用性に気づく。

□世界の人口について，世界人口の分布の
特色や動態，人口構成や人口転換を理解でき
る。また、人口問題について，世界の人口問
題を大観し，発展途上国，先進国，日本の人
口問題の事例を理解できる。

□都市・居住問題について，世界の都市・居
住問題を大観し，その要因と発生のしくみを，
発展途上国，先進国，日本の事例で理解する
とともに，都市・居住問題の解決には何が必
要かを理解できる。

□生活文化について，衣食住の分布や地域
的差異と世界的な画一化について理解する。

□村落と都市について，村落・都市の立地や
発達・機能や，日本の都市の特徴を理解でき
る。

□現代世界の貿易と経済圏について，世界貿
易や経済圏の現状と課題や，世界のなかでの
日本の貿易や経済の現状と課題を理解でき
る。

□世界の地形がどのように形成されたか大ま
かに知ることができる。また地形の地理的な
特徴を説明できる。

□大地形についての特性を理解することがで
きる。

□小地形について、その特性を理解するとと
もに、人々の暮らしとのつながりについて考察
することができる。

□第３次産業について，現代世界の第３次産
業の発展と，世界と日本の観光業の特色を理
解できる。

□世界を結ぶ交通・通信について，その発達
による一体化と地域差を理解できる。

□世界の工業について，工業の発達や立地，
世界の工業地域や，世界の工業の現状と課
題，及び日本の工業の課題を理解できる。

□世界のエネルギー・鉱山資源について、そ
の利用と分布を知ることができる。

□現代世界における資源・エネルギーの諸問
題について知ることができる。



＜評価の方法＞ ＜提出物＞
定期考査、問題集、学習履歴シート、課題プリント、学習態度などを総合して評価する。

月 頁 提出日 追加課題

序編　化学と人間生活 （数字は問題集の問題番号）

文明は金属とともに p6 □ 1,2

セラミックス、プラスチック p12 □ 3,4

循環型社会にむけて p16 □ 5

１編　物質の成り立ち

　１章　物質の探究

物質の性質と分離 p28 □ 6～11

物質の成分 p36 □ 12～17

　２章　物質の構成粒子

原子の構造 p44 □ 18,20

電子配置と周期表 p48 □ 19,21～23

【中間考査】 ノート、問題集 考査終了後

　３章　物質と化学結合

イオンとイオン結合 p56 □ 24～29

金属と金属結合 p63 □ 30～34

分子と共有結合 p66 □ 36～42

43～45

【期末考査】 ノート、問題集 考査終了後

２編　物質の変化

　１章　物質量と化学変化

原子量、分子量と物質量 p88 □ 46～49

□ 50～62

化学変化の量的関係 p98 □ 63～71 夏休み課題

１編　物質の変化 （数字は問題集のページ）

　１章　物質量と化学変化

化学変化の量的関係 98 □ 22,23

□ 23,24

　２章　酸と塩基

酸と塩基 110 □ 26,27

水素イオン濃度とｐH 116 □ 28,29

中和反応と塩の生成 121 □ 30,31

中和反応の量的関係 124 □ 32,33,34

　３章　酸化と還元

酸化と還元 132 □ 36,37

□ 38,39

酸化還元反応の応用 142 □ 40

【中間考査】 ノート、問題集 考査終了後

対象年次

指導目標

・日常生活や社会との関連を図りながら物質とその変化へ
の関心を高め、目的意識をもって観察、実験などを行い、
科学的に探究する能力と態度を育てるとともに、化学の基
本的な概念や原理・法則を理解させ、科学的な見方や考え
方を養う。

単位数

科目名

教科名

① 予習：教科書に目を通し、記述内容や実験例を把握しながら、疑問や不明な点を整理する。
② 授業：授業時間が最も重要。授業中に完全に理解するつもりで、質問するなど、集中して授業に臨む。
③ 復習：ノートや確認プリントを見直して学習内容を確認する。授業中に解けなかった例題、練習問題を解く。
④ 基礎基本を固めるために、ニューサポート新編化学基礎の要点整理で語句を確認し、サポートチャレンジで演習を繰り返す。

使用教材
教科書：東京書籍　新編化学基礎
問題集：東京書籍　ニューサポート新編化学基礎

授業の進め方
教科書を中心にして、例題や練習問題を解き、確認プリントでまとめを行いながら進める。
教科書にある簡単な観察、実験内容を生徒実験や演示実験などによって確認する。

学習方法
（留意点）

6

5

学習履歴シート、ノート、問題集、課題プリント等

課題の範囲学習目標

文明の発展と金属の使用状況を説明できる

セラミックスとプラスチックの特徴を説明できる

人間の生活と化学の利用との関係を説明できる

純物質と混合物が区別できる

単体と化合物の違いを説明できる

8

9

10

理科

化学基礎

2

2年（理系）

7

単元･学習項目

4

中和反応とは何か説明できる

原子を構成する粒子と個数、質量の関係がわかる

電子配置と周期表の関係がわかる

イオン結合の特徴を説明できる

金属結合の特徴を説明できる

共有結合の特徴を説明できる

分子量、式量を求められる

反応の量的関係から、溶液の濃度を測定できる

物質量を使って物質の量を求めることができる

化学反応式を使って計算できる

酸化と還元を、酸化数から説明できる

イオン化傾向をもとに、反応の有無を推定できる

電池が酸化還元を利用していることを説明できる

化学反応式の係数をつけることができる

化学反応式を用いて反応量を求めることができる

酸と塩基の定義、価数、強さについて説明できる

ｐHの定義とその性質を説明できる



＜評価の方法＞ ＜提出物＞
ネオパル、プリント

月 頁 提出日
第１章
１．宇宙の構成 4～6 ネオパル1
・宇宙の始まり
・宇宙の広がりと銀河の分布

２．太陽 10～20 □太陽の組成や構造を知る。

・太陽の組成、構造 ネオパル2,3
・太陽の誕生と将来

３．太陽系の中の地球 22～38
・太陽系の構造、誕生 ネオパル4,5,6,7,8
・地球型惑星
・木星型惑星
・惑星、衛星以外の天体
・生命の惑星地球

【中間考査】
第２章　活動する地球 ネオパル9,10,11
１．地球の姿 46～58
・地球の形と大きさ
・地球内部の層構造
・地球の構成物質
・プレートの運動(1)

【期末考査】
・プレートの運動(2) 58～60
・大山脈の形成 ネオパル12

第２章
２．火山活動と地震
・火山の分布と火山地形 62～69 ネオパル13,14

・火山の噴火と火成岩 70～75 ネオパル15,16

・地震が発生するしくみ 76～81 □地震の発生メカニズムを説明できる。 ネオパル17,18,19

・まとめと探究活動 82～87

第３章 【中間考査】
１．地球の姿地層や岩石と地質構造 88～99
・地層の形成
・堆積岩
・地殻の変動
・変成岩 ネオパル20,21,22,23

２．地球環境と生物界の変遷
・化石と地層の対比 100～103
・地質時代とその区分 104～105
・先カンブリア時代 106～109
・古生代 110～113
・中生代 114～117 ネオパル24,25,26,27,28,29

【期末考査】
・新生代 120～123

ネオパル30,31

第４章　大気と海洋

１　大気の構成と大気圏 130～ □大気圏について知る。

２　対流圏での大気の変化 134～ □天気の変化を予想し説明できる。

３　地球の熱平衡 136～ □地球の熱収支について理解する。

４　緯度による熱収支 144～

５　大気の大循環 146～

６　海洋の層構造と大循環 150～

７　大気と海洋の相互作用 154～
ネオパル32,33,34,35,36,37,38,39,40

【学年末考査】
第５章

１　地球温暖化 160～

２．エルニーニョ 164～

３　日本の自然環境 170～

整理ノート：ネオパルノート地学基礎

3

□地球温暖化の原因を述べること
ができる。

□エルニーニョとラニーニャ現象を
説明できる。

□日本の自然環境について知る。

1

2

□大気の大循環を理解する。

□海洋の大循環を理解する。

□大気と海洋の相互作用による現
象を理解する。

11

□地質時代は化石によって区分されて
いることを知る。

□先カンブリア時代から中生代までの地
球環境と生物の変遷を理解できる。

12
□新生代の地球環境と生物の変遷を理
解できる。

□緯度による熱収支の違いと現象を
説明できる。

□火山の噴火の様式と火成岩について
説明できる。

10
□地層の形成と堆積岩について説明で
きる。

□地殻変動と変成岩について説明でき
る。

7

□プレート運動によって引き起こされる
現象を理解する。

8

9

6

科目名

教科名

5

4

対象年次

指導目標

定期考査、提出課題（ノート、プリントなど）および学習態度を総合して評価する。　

教科書の内容を図や写真から身近な現象としてとらえ理解する。

単位数

学習方法
（留意点）

使用教材

地学基礎 2年(文系）

教科書：第一学習社　高等学校地学基礎
理科 2

①地学的な現象をさまざまな資料を通して理解し、説明に必要な用語や法則を知る。

②教科書やプリントのまとめによって、現象や考え方を整理する。

□地球型惑星と木星型惑星の違いとそ
の理由を説明できる。

学習目標

授業の進め方

追加課題

地学的な事物・事象について、図や写真から身近な問題としてとら
え、自然に対する関心や探究心を高め、科学的に考察する能力と
態度を育てることにより、科学的な自然観を育成する。

課題の範囲単元･学習項目

□地球の形や大きさが分かった経緯を
知る。

□火山の分布と火山地形について説明
できる。

□なぜ地球に生命が誕生できたか述べ
ることができる。

□地球内部について知る。

□プレート運動のしくみを理解する。

□太陽の誕生から将来の太陽の姿まで
を述べることができる。

□現在観察される宇宙に関する事象か
ら、宇宙の歴史を説明できる。

□太陽系の構造と誕生の過程を説明で
きる。



副教材：大修館書店　　ステップアップ高校スポーツ2016

＜評価の方法＞ ＜提出物＞

月 提出日 追加課題 提出日
□

□

□

□

□

□

□

＜陸上競技＞ □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

【期末考査】

　・運動技能を高める練習のしかた □

□

□

□

□

□

　　攻撃・守備フォーメーション、セットプレー練習等 □ 自分の役割を理解し、説明・行動できる

　・試合 □ 空いているスペースを利用して攻めることができる
　　個人技能・集団技能を合わせて、安全に留意してプレー □ 協同・協力して活動することができる

□ ルールを理解している

□ 準備後片付けなど、積極的に取り組んでいる

□

□

□

□

□

□

□

□

＜バスケットボール＞ □

　・個人技能 □

　（パス、シュート、ドリブル） □

　・集団技能 □

　（ゾーンディフェンス、ゾーンプレス） □

　・試合 □

　（個人技能と集団技能を組み合わせて行う） □

□

＜バレーボール＞ □

・個人技能 □

（トス、スパイク、サーブ、ブロック） □

・集団技能 □ ルールを理解
している（ブロックシステム、レシーブの関係作り） □

試合（個人技能と集団技能と組み合わせて行う） □

□ 安全に課題を取り組むことができる

【期末考査】

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

【学年末考査】

＜バスケットボール＞ □

　・個人技能 □

　（パス、シュート、ドリブル） □

　・集団技能 □

　（ゾーンディフェンス、ゾーンプレス） □

　・試合 □

　（個人技能と集団技能をくみあわせて行う） □

□

P１４２～P１６１

教P１１６～P１７１

P１０２～P１２３

P１８０～P１９９

P１４２～P１６１

2

3

準備運動をしっかり行うことができるP２６～P５３

P１０２～P１２３

ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰ・ﾊﾟﾜﾌﾙに動けている

＜体つくり運動＞

　・体ほぐしの運動

P８～P２５

巧みに動けている

1

＜器械運動＞

　・マット運動、鉄棒、跳び箱

　音楽に乗った律動的な運動（イス取りゲーム等）

　静的な運動（ストレッチ等）

自己の心や体の状態にきづいている

体の調子を整えている

仲間との交流を豊かにしている

　・体力を高める運動

動きを持続している

　動きを持続させる運動等（集団大縄飛び）
　ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰ・ﾊﾟﾜﾌﾙな動きができる能力を高める運動（馬跳び）

仲間と協力して、補助や技能の向上に努めている

　・基礎技能（屈伸系種目）

　・発展系（伸身系種目）

ゲームにおいて自分の役割を把握し、説明できる

個人プレーではなく、集団プレーを行っている

声掛けを行えている

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

自分の能力に適した課題を選択することができる

段階的に練習することができる

安全に課題を取り組むことができる

回転系の技でつま先、膝を伸ばして行える

形を崩さず技を行えている

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

自分の役割を理解し、説明することができる

審判、副審、線審をすることができる

個人的技能を修得することができる

安全に課題を取り組むことができる

ルールを理解している

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

個人的技能を修得することができる

味方の位置を把握して、プレーできる

8

9
　・マット運動、鉄棒、跳び箱

　・基礎技能（屈伸系種目）

　・発展系（伸身系種目）

回転系の技でつま先、膝を伸ばして行える

12

10

11

ルールを理解している

個人プレーではなく、集団プレーを行っている

自分たちの実情にあったチーム作りができる

安全に課題を取り組むことができる

個人的技能を修得することができる

味方の位置を把握して、プレーできる

声掛けを行えている

仲間と協力して、補助や技能の向上に努めている

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

ゲームにおいて自分の役割を把握し、説明できる

形を崩さず技を行えている

4

教科書：大修館書店　　現代高等保健体育

授業の進め方

段階的に練習することができる

安全に課題に取り組むことができる

自分の能力に適した課題を選択することができる

7

単位数

科目名

教科名

　・姿勢、方向転換、集合、列の増減、行進、足ふみ、礼、開列

5

6

課題の範囲（問題番号）

指導目標

各種の運動の合理的な実践を通して、個人の能力・技能に応じて課題
を定め解決することにより、運動の楽しさや喜びを感じさせる。また、運
動技能を高めることができるようにし、生活を明るく健全にする態度を育
てる。集団行動を通して、集団の約束事・決まり事を守れるように指導す
る。

頁
P３７６～P３７７

教P116～P171

P２９８～P３２３

各種の運動の実践を通して、個人の運動能力を多面的・総合的に高めるため、必修科目を多く設ける。

単元･学習項目

技能上達の段階を説明できる

学習目標(評価規準）

・体育服、シューズ（内・外）の準備をすること

・生徒同士が協同・協力し、共に運動技能・体力の向上に取り組むものを評価する。
・「関心・意欲・態度」　「思考・判断」　「技能・表現」　「知識・理解」の４つの観点から行う。

＜集団行動＞

学習方法
（留意点）

運動技能と運動技術の違いについて説明できる

集団行動の行動様式を実践することができる

対象年次

集団の約束、決まりを守って行動する

＜体育理論＞

　・運動技能のしくみとそのとらえ方

使用教材

　・選択制授業のすすめ方

運動技能を高める練習の方法例を挙げられる

　　スタート練習、中間疾走、フィニッシュ

　・長距離走（３,０００ｍ程度）

＜体育理論＞

集団技能を理解し、説明することができる

味方の位置を把握し、プレーすることができる

個人技能を修得することができる

　・集団技能練習

＜サッカー（屋外）、フットサル（屋内）＞

ささらを上手く使うことができる

自分の役割を理解し、説明・行動できる

一定のペースを保つことができる

　・短距離走（５０ｍ～１００ｍ）

P５４～P８３

ルールを理解している

準備後片付けなど、積極的に取り組んでいる

運動の計画的な学び方を説明できる

運動の特性をそれぞれ説明することができる

運動種目の練習計画を立てることができる

協同・協力して活動することができる

チームで練習したセットプレーができる

保健体育 ３（２）

体育 ２年(男子)

　　ランニングフォーム、ペース走

曲調に合わせて感情を込めて踊ることができる

　・試合

振付に動と静のメリハリをつけることができる

自己の体力・能力を最大限に発揮できる

各区間の技術が向上している

記録を客観的に置き換えることができる

　・運動技能の上達

　・民謡

　　こきりこ（ささら踊り）

＜ダンス＞

　・個人技能練習

　　ドリブル・パス・シュート練習

　　個人技能・集団技能を合わせて、安全に留意してプレー

＜サッカー（屋外）、フットサル（屋内）＞

　　攻撃・守備フォーメーション、セットプレー練習等

　・運動の計画的な学び方

＜サッカー（屋外）、フットサル（屋内）＞ 集団技能を理解し、説明することができる

　・集団技能練習 味方の位置を把握し、プレーすることができる

＜器械運動＞ P２６～P５３ 準備運動をしっかり行うことができる



副教材：大修館書店　　ステップアップ高校スポーツ2016

・3学期以降は安全面に配慮し、球技を実施する

＜評価の方法＞ ＜提出物＞

・単に運動技能が高いだけでなく、何事にも全力で取り組む者を評価する。

月 提出日 追加課題 提出日
＜剣道における基本・礼法＞ □

・防具のつけ方 □

（手ぬぐい・垂・胴・面のつけ方） □

・礼儀作法、蹲踞の姿勢 □

（正座・座礼・立礼・自然体・蹲踞の仕方） □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

＜約束稽古＞ □

□

□

□

【期末考査】

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

＜自己評価＞ □

【期末考査】

＜バドミントン＞ □

□

□

□

　（攻撃側と守備側のパートナーとの連携） □

□

　・集団技能 □

　（ゾーンディフェンス、ゾーンプレス） □

　・試合 □

　（個人技能と集団技能を組み合わせて行う）

【学年末考査】

　（各種ストローク、サービス、ルールなど）

　・集団技能

＜バスケットボール＞ P102～P123

・打つ役、打たせ役を決め、技の習得を図る

どの状況でも剣先は相手ののどに向いている

対人的技能の意味を理解した技になっている

＜約束掛かり稽古＞

状況に応じて、多彩な技を使い分けられる

得意技を身につけることができる

相手をよく観察し、それに対応できる

Ｐ２８４

保健体育 ３（１）

体育（武道) ２年(男子) 授業の進め方

学習方法
（留意点）

使用教材

単元･学習項目

4

学習目標(評価規準）

剣道における礼法を身につけ、実践できる

防具を正しく身につけられる

蹲踞の姿勢がうまくできる

頁

Ｐ２８４

～

Ｐ２９７

5

6

課題の範囲（問題番号）

指導目標

剣道における基本動作、基本打突を正しく学び、得意技を
増やし効果的な技を身につけさせる。また、有効打突の意
味を理解、試合をする。さらに、対人技能を正しく身につけ
活動を通して、公正、協力、責任などの態度を育てることを
目標とする。

・剣道の防具、竹刀等を準備する

竹刀を正しく握ることができる

防具の片付け方を理解している

各種の運動の実践を通して、個人の運動能力を多面的・総合的に高めるため、必修科目を多く設ける。

7

単位数

科目名

教科名

対象年次

・「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」の４つの観点から行う。

気剣体の一致を理解し、説明できる

送り足で前後左右スムーズに動ける

上下、斜め、胴の素振りを正しく行える

面、小手、胴を打つことができる

１つの技を正確に行うことができる

姿勢をまっすぐに構えることができる

間合いや体さばきを理解して実践できる

竹刀や防具の打たせ方を理解している

正しい構えをとることができる

＜基本動作＞

・構え、体さばき、素振り

＜基本打突＞

・正面打ち、小手打ち、胴打ち、突き

打突後も勢いを出し続けられる

約束稽古の意味を理解し実践できている

自己の能力に応じた技に取り組めている

＜対人的技能＞

・攻め、隙への打突、出ばな技、しかけ技、応じ技

・「構えの隙」「守りの隙」への打突

・攻めからの基本技

対人的技能の意味を理解した技になっている

面、小手、胴を目的に応じ、打たせられる

・１０秒から１５秒の間で連続打突を行う

気合いの入れ方、高め方に取り組めている

練習の意味を理解し、説明できる

順番を決めて、隙への打突を正確にできる

連続打突を、正確に速く行うことができる

安全に留意して、行うことができる

ルールを理解し、審判を行うことができる

礼法を正しく行うことができている

得意技を中心とした試合展開ができている

課題の達成度・反省、剣道を理解できている

連続技を使って攻めることができる

剣先を上下に使って攻めることができる

相手の構えを崩すことができる

ルールを理解している

＜簡易試合・正式試合＞ 攻めと守りの切り替えができる

＜技を限定した試合＞ 限られた技を有効に利用できる

実践で効果的な技になっているか検証できる

対人的技能を高める

引き技を身につけられている

＜攻めと守りの試合＞ 自分から進んで攻めることができる

効果的に技を増やすことができる

味方の位置を把握して、プレーできる

8

9

12

10

11

3

安全に課題を取り組むことができる

個人プレーではなく、集団プレーを行っている

個人的技能を修得することができる

安全に課題を取り組むことができる

ルールを理解している

自分の役割を理解し、説明することができる

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

～

Ｐ２９７

P236～P247

1

2

＜互格稽古＞

・自由に技を出し、守り、応じる練習

　・個人技能



副教材：大修館書店　　ステップアップ高校スポーツ2016

＜評価の方法＞ ＜提出物＞

月 提出日 追加課題 提出日
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

＜バレーボール＞ □

　・個人技能 □

　（トス、スパイク、サーブ、ブロック） □

　・集団技能 □ ルールを理解している

　（ブロックシステム、レシーブの関係作り） □

　・試合（個人技能と集団技能を組み合わせて行う） □

□ 安全に課題に取り組むことができる

【期末考査】

　・運動技能を高める練習のしかた □

□

□

□

＜バスケットボール＞ □

　・個人技能 □ 味方の位置を把握して、プレーできる

　（パス、シュート、ドリブル） □ ゲームにおいて自分の役割を把握し、説明できる

　・集団技能 □ 個人プレーではなく、集団プレーを行っている

　（ゾーンディフェンス、ゾーンプレス） □ 声掛けを行えている

　・試合 □ 準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

　（個人技能と集団技能を組み合わせて行う） □ 安全に課題に取り組むことができる

□ ルールを理解している

□

□

□

□

□

□

□

□

＜バレーボール＞ □

　・個人技能 □

　（トス、スパイク、サーブ、ブロック） □

　・集団技能 □ ルールを理解している

　（ブロックシステム、レシーブの関係作り） □

　・試合（個人技能と集団技能を組み合わせて行う） □

□ 安全に課題に取り組むことができる

【期末考査】

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

【学年末考査】

＜バレーボール＞ □

　・個人技能 □

　（トス、スパイク、サーブ、ブロック） □

　・集団技能 □

　（ブロックシステム、レシーブの関係作り） □

　・試合（個人技能と集団技能と組み合わせて行う） □

□ 安全に課題を取り組むことができる

授業の進め方

・体育服、シューズ（内・外）の準備をすること

記録を客観的に置き換えることができる

自己の体力・能力を最大限に発揮できる

　・民謡

　・長距離走（３,０００ｍ程度）

　ランニングフォーム、ペース走

＜体育理論＞

一定のペースを保つことができる

運動技能を高める練習の方法例を挙げられる

運動の計画的な学び方を説明できる

運動種目の練習計画を立てることができる

運動の特性をそれぞれ説明することができる

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

　・選択制授業のすすめ方

自分の役割を理解し、説明することができる

審判、副審、線審をすることができる

個人的技能を修得することができる

　・運動の計画的な学び方

＜体育理論＞

運動技能と運動技術の違いについて説明できる

　・運動技能の上達

＜ダンス＞

　　こきりこ（手踊り）

曲調に合わせて滑らかに踊ることができる

感情を込めた繊細なを踊りすることができる

動きの修正や確認ができる

各種の運動の実践を通して、個人の運動能力を多面的・総合的に高めるため、必修科目を多く設ける。

単元･学習項目 課題の範囲（問題番号）

教科書：大修館書店　　現代高等保健体育

学習目標(評価規準）

学習方法
（留意点）

単位数

体育 ２年(女子)

・「関心・意欲・態度」　「思考・判断」　「技能・表現」　「知識・理解」の４つの観点から行う。

　・短距離走（５０ｍ～１００ｍ）

指導目標

各種の運動の合理的な実践を通して、個人の能力・技能に応じて課題
を定め解決することにより、運動の楽しさや喜びを感じさせる。また、運動
技能を高めることができるようにし、生活を明るく健全にする態度を育て
る。集団行動を通して、集団の約束事・決まり事を守れるように指導す
る。

頁
P３７６～P３７７

保健体育 3教科名

対象年次

使用教材

集団行動の行動様式を実践することができる

各区間の技術が向上している

教P116～P171

科目名

　・運動技能のしくみとそのとらえ方

・生徒同士が協同・協力し、共に運動技能・体力の向上に取り組むものを評価する。

4
技能上達の段階を説明できる

＜集団行動・体育理論＞

　・姿勢、方向転換、集合、列の増減、行進、足ふみ、礼、開列 集団の約束、決まりを守って行動する

　スタート練習、中間疾走、フィニッシュ

7

5

6

＜陸上競技＞

12

10

11

8

9

個人的技能を修得することができる

自分たちの実情にあったチーム作りができる

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

自分の役割を理解し、説明することができる

審判、副審、線審をすることができる

個人的技能を修得することができる

自分たちの実情にあったチーム作りができる

自分の役割を理解し、説明することができる

審判、副審、線審をすることができる

個人的技能を修得することができる

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

ルールを理解している

形を崩さず技を行えている

安全に課題取り組むことができる

仲間と協力して、補助や技能の向上に努めている

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

動きを持続している

ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰ・ﾊﾟﾜﾌﾙに動けている

巧みに動けている

自分の能力に適した課題を選択することができる

段階的に練習することができる

回転系の技でつま先、膝を伸ばして行える　・発展系（伸身系種目）

　動きを持続させる運動等（集団大縄飛び）

　ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰ・ﾊﾟﾜﾌﾙな動きができる能力を高める運動（馬跳び）

＜器械運動＞

　・マット運動、鉄棒、跳び箱

　・基礎技能（屈伸系種目）

自己の心や体の状態にきづいている

体の調子を整えている

仲間との交流を豊かにしている

　・体力を高める運動

＜体つくり運動＞

　・体ほぐしの運動

P８～P２５

1

2

3

準備運動をしっかり行うことができる

　音楽に乗った律動的な運動（イス取りゲーム等）

　静的な運動（ストレッチ等）

　・マット運動、鉄棒、跳び箱 自分の能力に適した課題を選択することができる

P２６～P５３

P１８０～P１９９

P５４～P８３

教P116～P171

P１８０～P１９９

P１０２～P１２３

＜器械運動＞ P２６～P５３ 準備運動をしっかり行うことができる

P１８０～P１９９ 自分たちの実情にあったチーム作りができる

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

　・基礎技能（屈伸系種目） 段階的に練習することができる

　・発展系（伸身系種目） 回転系の技でつま先、膝を伸ばして行える

形を崩さず技を行えている

安全に課題取り組むことができる

仲間と協力して、補助や技能の向上に努めている



＜評価の方法＞ ＜提出物＞

月 提出日 追加課題 提出日

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

【期末考査】 考査実施日

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

【期末考査】 □ 考査実施日

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

【学年末考査】 考査実施日

P108～P109

P92～P93

P94～P95

P98～P99

P100～P101

P102～P103

P104～P105

P80～P81

P82～P83

P84～P85

P86～P87

P90～P91

P106～P107

P64～P65

P66～P67

P68～P69

P70～P71

P72～P73

P74～P75

2

3

　⑥食品と環境の保健と私たち

　・食品の安全と私たちの役割

　・環境の保健と私たちの役割

　⑦働くことと健康

　・働くことと健康のかかわり

1

　・働き方と健康問題の変化

　⑧労働災害と健康

　・労働災害とその防止

　・安全管理と健康管理のしくみ

　⑨健康的な職業生活

　・職場における取り組み

　・日常生活における取り組み

食の安全性の対策例をあげられる

食中毒予防の三原則を説明できる

環境への負担の少ない廃棄方法を説明できる

働くことと健康が影響する例をあげられる

健康問題の対策例をあげられる

職場環境における健康問題を説明できる

労働災害の防止対策をあげることができる

職業病と予防策の例をあげられる

ノート（考査範囲）

　⑩医薬品と健康

12

10

11

　・医薬品の安全性のための対策

(３)社会生活と健康

　①大気汚染と健康

　・保健行政の役割と健康づくり

健康管理の必要性について説明できる

職場の健康増進対策のついて説明できる

日常生活での健康増進について説明できる

余暇の活動の例をあげられる

　・保健サービスの活用

保健行政の役割としくみを説明できる

医療保険の仕組みを例を例をあげて説明できる

　⑧保健制度とその活用

8

9

　・医療機関と医療サービスの活用

　⑨医療制度とその活用

　・上下水道の整備とし尿の処理

　・水質汚濁とその健康影響

　・大気汚染、水質汚濁、土壌汚染のかかわり

　③健康被害の防止と環境対策

　・医薬品の種類と使い方

　・大気汚染とその原因と健康影響

　⑪さまざまな保健活動や対策

保健サービスの内容とその活用法を説明できる

主作用・副作用について説明できる

大気汚染の原因物質を挙げ、説明できる

　・環境汚染の防止とその対策

　・健康づくりのための活動

　・民間機関の保健活動

　・医療制度と医療保険のしくみ 医療制度の特徴を説明できる

インフォームド・コンセントを説明できる

医薬品の種類を説明できる

　⑤食品衛生活動のしくみと働き

　・食品の安全性

　・行政や製造・加工者による衛生管理

　・産業廃棄物の処理と健康

　・大気汚染、水質汚濁、土壌汚染のかかわり

　④環境衛生活動のしくみと働き

　・ごみの処理

大気汚染による健康影響を説明できる

行政の役割について説明できる

健康日本２１を説明できる

ノート（考査範囲）

上下水道の整備について説明できる

ごみの分別ができる

食品製造過程における問題点を説明できる

衛生管理のための対策例をあげることができる

世界的に保健活動している団体を説明できる

　・国際機関の保健活動

　・土壌汚染とその健康影響

水質汚濁の健康影響を説明できる

　・大気にかかわる地球規模の問題

　②水質汚濁・土壌汚染と健康

環境問題の例を挙げることができる

水質汚濁の原因物質を挙げ、説明できる

ごみ処理の過程を説明できる

環境汚染の防止、改善について説明できる

産業廃棄物の処理と健康について説明できる

ノート（考査範囲）

高齢者の生活・健康の現状を説明できる

避妊法を選択する際の留意点を説明できる

加齢の心身の変化について説明できる

病気の予防について説明できる

高齢社会の保健、医療、福祉の連携を説明できる

健康課題について説明できる

　・高齢者の健康とその支援

中高年期を過ごすうえでの留意点を説明できる

　・中高年期を健やかにすごすために

　・高齢者の健康課題と保健、医療、福祉の連携

P76～P77

健康な結婚生活を送る留意点を説明できる

結婚生活と健康づくりの関係を説明できる

人工妊娠中絶の条件、影響を説明できる

健康上の家族計画の意義について説明できる

情報がおよぼす性行動への影響を説明できる

　⑦高齢者のための社会的とりくみ

　・受精、妊娠、出産

　・家族計画の意義

受精・妊娠・出産の過程を説明できる

妊娠・出産期の健康の留意点を説明できる

生活上の注意点と周囲の支援を説明できる

正しい意志決定・行動選択を理解している

7

　①思春期と健康

　・妊娠、出産期の健康のために

　⑤家族計画と人工妊娠中絶

　③結婚生活と健康

　・避妊法とその選択

　・結婚生活と家族の健康

　④妊娠・出産と健康

6

課題の範囲（問題番号）

指導目標

老後までを見通した健康の在り方について学習し、各段
階における健康課題に応じて、自己の健康管理を適切に
実践できる力を身に付ける。思春期の男女の変化について
理解し、妊娠・出産・結婚生活といった将来設計を立てられ
るよう実践力を養う。

①予習：教科書を読んでおく。

　・人工妊娠中絶

　⑥加齢と健康

　・加齢にともなう心身の変化

　・思春期の体と健康

３項目の観点別評価を行い、定期考査・学習態度・ノート提出とその内容から総合的に評価する。

対象年次保健

頁

　・心身の発達と健康な結婚生活

思春期における体の発達の特徴が説明できる

行動面・心理面の特徴を説明できる

生殖器について名称を答えられる

性意識の男女差について説明できる

5

　・思春期の心と健康

　②性意識と性行動の選択

　・性意識の男女差と性的欲求

　・性に関する情報と性行動

教科書：大修館書店　　現代高等保健体育

副教材：大修館書店　　図説　現代高等保健
単位数

科目名

教科名

授業の進め方

学習方法
（留意点）

使用教材

教科書を中心に実施する。

単元･学習項目 学習目標(評価規準）

②復習：ノートを自分なりにまとめる。

保健体育 1

２年



教科書：実教出版　高校日本史Ｂ
資料集：浜島書店　プロムナード日本史

・予習：教科書に目を通す。
・授業：ノートをしっかり取り、分からない箇所は質問する。
・復習：授業ノートや教科書を見直し、分からない所を確認する。

＜評価の方法＞ ＜提出物＞

月 頁 提出日
２：室町幕府の確立 78、79
３：室町時代の東アジアと日本 80、81
４：南北朝時代の文化と北山文化 82、83
５：室町時代の流通経済の発達 84、85
６：惣村と一揆 86、87
７：室町幕府の衰退と戦国動乱 88、89
８：戦国時代の政治と社会 90、91

９：東山文化と地方への波及 92、93

第５章　統一政権の成立
１：大航海時代と日本 102,103
２：織田信長の天下布武 104,105
３：豊臣秀吉の全国統一 106,107
４：豊臣政権の対外政策 108,109
５：桃山文化 110,111
６：江戸幕府の成立 112,113
７：幕府と藩の支配体制 114,115

【中間考査】
８：鎖国と四つの口 116,117
９：身分制と村・町の支配 118,119

第６章　幕藩体制の展開
１：幕府政治の転換 124,125
２：産業の発達 126,127
３：交通と都市の発達 128,129
４：町人文化と学問の発達 130,131

５：享保の改革と田沼の政治 【期末考査】 132,133
６：商品経済の発達と社会の変化 134,135
７：蘭学と国学の普及 136,137
８：寛政の改革と異国船の接近 138,139
９：大塩の乱と天保の改革 140,141
１０：民衆文化の発展 142,143

第７章　大日本帝国の形成
１：開国と社会の変動 150,151
２：尊王攘夷から倒幕へ 152,153
３：明治維新と新政府の成立 154,155
４：文明開化と復古 156,157
５：地租改正と富国強兵 158,159
６：アジア外交と国境問題 160,161
７：民権思想と国会開設運動 162,163
８：私擬憲法と政党の結成 164,165
９：松方財政と民権運動の激化 166,167
１０：大日本帝国憲法の制定 168,169
第８章　大日本帝国の展開
１：条約改正と立憲政友会の結成 172,173
２：朝鮮政策と日清戦争 174,175
３：日清戦争後の東アジア 176,177
４：日露戦争と朝鮮 178,179
５：朝鮮の植民地化 180,181
６：産業革命と社会問題 【中間考査】 182,183
７：欧米文化と伝統文化の交錯 184,185
８：大正デモクラシー 186,187
９：第一次世界大戦 188,189
１０：第一次世界大戦後の世界 190,191
１１：日本資本主義の成長 192,193
１２：米騒動と社会運動 194,195
１３：普通選挙法と治安維持法 196,197
１４：大正デモクラシーと文化 198,199

第９章　１５年戦争と日本・アジア
１：侵略戦争への序幕 204,205
２：満州事変と「満州国」 206,207
３：日中戦争 208,209
４：第二次世界大戦と日本 210,211
５：アジア太平洋戦争 212,213
６：戦時下の文化と国民生活 214,215
７：日本の敗戦 216,217

第１０章　戦後改革と高度経済成長 【期末考査】
１：戦後世界と日本 222,223
２：日本国憲法と民主主義体制 224,225
３：戦後改革の転換 226,227
４：戦後復興と再軍備 228,229

５：サンフランシスコ平和条約
６：新日米安全保障条約
７：高度経済成長と公害
８：ヴェトナム戦争と沖縄
９：戦後の文化

【学年末考査】

10

11

教科名 単位数

□室町時代の文化について、その特徴
や代表的遺構、作品名等を知る。

□キリスト教の伝来について、この時代
に伝来した背景や、伝来後の影響につい
て世界史的視野で理解できる。

・近世から現代までの日本の歴史を、国際環境と関連付けて考察させ
る。
・社会の形成や文化の特色について、多角的・多面的に考察して主体
的に判断する能力を育成する。

学習方法
（留意点）

2

3

4

5

6

7

9

8

12

1

□江戸期の幕政改革の内容、各藩の政
治改革の内容を理解できる。

□蘭学、国学の代表的な人物名や著作
名を知る。

□明治新政府が実施した政策の内容を
理解できる。

使用教材
地理歴史 4

□信長、秀吉の政策について、具体的な
内容のほか、それがどのような時代の要
請によって実施されたのかを理解でき
る。

□幕府が禁教に踏み切った背景や、禁
教の具体的な展開について理解できる。

□江戸幕府の機構や、大名統制策の内
容について理解できる。

３年科目名 対象年次

・定期考査の点数を基本として、授業態度や課題の提出状況、出席状況などを総合的に判断する。

□室町幕府の機構や性格がわかる。

□産業経済の発展や一揆などを通じて、
室町期の民衆の成長を理解できる。

授業の進め方
日本史B

基本的に教科書を進めていく。

指導目標

単元･学習項目

□主に交通や農業の分野における発達
の様子を理解できる。

課題の範囲（問題番号） 追加課題

□応仁の乱の①背景②直接の原因③展
開、結果④乱後の状況を理解できる。

□室町期の対東アジア関係について理
解できる。

学習目標

□民衆による議会や政党結成への運動
の内容を理解できる。

□大日本帝国憲法の内容を、日本国憲
法と対比させて理解できる。

□不平等条約の内容、条約改正の過程
について理解できる。

□朝鮮戦争を契機として、アメリカの対日
政策が大きく転換したことを知る。

□大戦後の世界の動向を冷戦構造を中
心に理解できる。

□幕府滅亡までの過程について、対立関
係の把握、登場する人物、各藩の動きを
知る。

□戦後日本の経済発展について知る。

□帝国主義時代の世界の動向を知り、そ
の中で日本が行った２つの戦争について
理解できる。

□第１次世界大戦が勃発した背景につい
て特にヨーロッパの情勢について理解で
きる。

□朝鮮に対する日本の姿勢や具体的な
政策について理解できる。

□対米外交、対アジア外交の動向を理解
できる。

□大戦が与えた影響について経済面か
ら理解できる。

□護憲運動の展開と２つの法について理
解できる。

□太平洋戦争の推移と、日本の関わりに
ついて理解できる。

□戦争の被害、戦後のわが国の様子を
学び、戦争がもたらしたものについて考
察できる。

□GHQの占領政策と戦後の民主化政策
の内容を理解できる。



・新詳地理Ｂ（帝国書院） ・スタディノート地理B（数研出版）
・新詳高等地図（帝国書院）
・新詳地理資料COMPLETE2016（帝国書院）

＜評価の方法＞ ＜提出物＞
定期考査の結果が主な評価対象だが、提出物の状況・授業態度を総合的に評価する。 スタディノート

月 頁 提出日
第Ⅲ部　現代世界の地域区分
２章　現代世界の諸地域
1節　地誌の考察方法 226,227
2節　東アジア 228～242
　・多くの民族と人口を抱える中国
　・中国の食生活と農業の変化
　・中国の工業化と経済発展
　・今後の中国の動向と日本
　・朝鮮半島の成り立ち
　・韓国の産業の発展と変化
　・隣国との交流と今後の動向

3節　東南アジア 243～251
　・東南アジアの歴史と多様性に富む文化・民族
　・東南アジアの農業とその変化
　・ASEANの結成と工業の発展
　・ASEAN諸国の変化と諸課題

【中間考査】 スタディノート（Ｐ．１１２～１２３）
4節　南アジア 252～258
　・南アジアの歩みとヒンドゥー教
　・インドの農業と農村の変化
　・発展するインドの工業・IT産業

5節　西アジアと中央アジア 259～265
　・イスラームを中心とした生活文化
　・交易を軸に発展した都市
　・めぐまれた資源と産業

【期末考査】 スタディノート（Ｐ．１２４～１２７）
6節　北アフリカとサハラ以南のアフリカ 266～272
　・歴史的な背景によって形成された多様な文化
　・一次産品への依存が強い産業
　・人々の生活の変化と他地域との結びつき

7節　ヨーロッパ 273～283
　・ヨーロッパの成り立ち
　・結びつくヨーロッパ
　・ヨーロッパの多様な農業と共通農業政策
　・移り変わるヨーロッパの工業
　・これからのヨーロッパ

8節　ロシア 285～288
　・ロシアの歴史と多様な自然環境
　・大きく変化したロシアの産業
　・極東ロシアと日本の結びつき

【中間考査】 スタディノート（Ｐ．１２８～１４１）
9節　アングロアメリカ 289～301
　・移民国家としてのアメリカ合衆国の発展
　・アメリカ合衆国の人口と都市
　・世界の農業のかぎをにぎるアメリカ合衆国
　・進展する科学技術と産業
　・世界の中のアメリカ合衆国
　・アメリカ合衆国との結びつきが強いカナダ

10節　ラテンアメリカ 302～309
　・ヨーロッパ社会の影響が強い文化
　・大土地所有制と農業の変化
　・鉱山資源を基盤とした工業化と生活の変化

【期末考査】 スタディノート（Ｐ．１４２～１５１）
11節　オセアニア 310～317
　・オセアニアの移民の歴史と多文化社会
　・モノや人の移動で強まるアジアとの結びつき
　・資源を通じて強まるアジア諸国との結びつき
　・アジア諸国に輸出される農畜産物

3章　現代世界と日本 318～323
　・日本の経済
　・日本が抱える地理的諸課題

【学年末考査】 スタディノート（Ｐ．１５２～１５９）

対象年次

指導目標

□北アメリカの歴史と民族について、そ
の特徴を理解することができる。

12

地理歴史

地理B

4

3年

学習方法
（留意点）

教科名 単位数

科目名

10

11

1

2

単元･学習項目

□南アメリカの歴史に触れるとともに、各
地域の気候や産業について理解すること
ができる。

□オセアニア地域の歴史や気候、農畜
産業について学び、日本やアジアとのつ
ながりを理解することができる。

□ロシアの自然環境から、気候や産業、
鉱工業について学び、周辺諸国との関係
について理解することができる。

□これまでの日本経済の歩みに加え、今
後の経済成長および展望について考察
することができる。

□日本が抱える地理的な課題から、他国
との関係や今後の日本の展望について
考察することができる。

・現代世界の地理的事象を系統地理的、地誌的に考察し、地理的な
理解を深める。
・多様な風土や文化を学び、互いに尊重し認め合う態度を育てる。

□現在の中国が抱える諸問題について
理解することができる。

学習目標

3

4

5

6

7

8

9

□西アジアおよび中央アジアの民族、宗
教分布、気候、産業などの特色を理解す
ることができる。

□南アジアの民族、宗教分布、気候、産
業などの特色を理解することができる。

授業：基本的には授業プリントを埋めながら理解する。グループワークなどの学習活動も取り入れる。
復習：予習がない分復習に力を入れる。まずは授業プリントの内容を振り返る。その際、各教材の対応ページも
参照すること。スタディノートも課題に出すが、指定した問題だけでよいので集中して取り組むこと。

□北アメリカの経済や先端技術につい
て、主としてEUや日本、ASEANと対比し
て理解することができる。

□ヨーロッパの国々の位置、首都名を正
確に答えることができる。

□ヨーロッパの民族、宗教分布、気候、
農業などの特色を、作業を通じて理解す
ることができる。

□北アフリカおよびサハラ砂漠以南のア
フリカ地域の宗教、気候、産業などの特
色を理解することができる。

□東南アジアの国々の位置、首都名を
正確に答えることができる。

□EUの概要、歴史について理解すること
ができる。

使用教材

授業の進め方 教科書の内容をもとにした授業プリントを使いながら、資料集や地図帳も参照する。

□東南アジアの民族、宗教分布、気候、
農業などの特色を理解することができ
る。

□中国の政治や経済、文化の開放の歴
史について理解することができる。

□韓国とわが国との関わりの歴史につい
て知るとともに、現在の韓国の産業、文
化について理解することができる。

課題の範囲（問題番号） 追加課題



教科書：大修館書店　　現代保健体育

副教材：大修館書店　　ステップアップ高校スポーツ2015

＜評価の方法＞ ＜提出物＞

月 提出日 追加課題 提出日
□

□

＜体育理論③体ほぐしの意義と体力の高め方＞ □

　・体ほぐしの考え方 □

　・体ほぐしの運動のおこない方 □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

　ドリブル・パス・シュート練習

　・集団技能練習 □

　攻撃・守備フォーメーション、セットプレー練習等 □

□

□

□

□

□

【期末考査】

□

□

□

□

　・目的別にみた体力トレーニングの方法② □

　・運動によるけが・病気の予防 □

□

　・集団技能練習 □

　攻撃・守備フォーメーション、セットプレー練習等 □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

＜ソフトボール＞ □

　・個人技能練習 □

　バッティング、スローイング、キャッチング、ベースランニング等 □

□

　・集団技能練習 □

　キャッチボール、ノック・守備連携、ピッチング練習

　トスバッティング、フリーバッティング

＜バスケットボール＞ □

　・個人技能 □

　（パス、シュート、ドリブル） □

　・集団技能 □

　（ゾーンディフェンス、ゾーンプレス） □

　・試合 □

　（個人技能と集団技能を組み合わせて行う） □

□

＜バレーボール＞ 【期末考査】 □

　・個人技能 □

　（トス、スパイク、サーブ、ブロック） □

　・集団技能 □

　（ブロックシステム、レシーブの関係作り） □

　・試合（個人技能と集団技能を組み合わせて行う） □

□

＜体つくり運動＞ □

□

□

□

□

□

補助などを行えている

P１４２～P１６１

　・試合

　個人技能・集団技能を合わせて、安全に留意してプレー

　・発展系（伸身系種目） 安全に課題に取り組むことができる

回転系の技でつま先、膝を伸ばして行える

形を崩さず技を行える

仲間と協力して、技能の向上に努めている

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

＜器械運動＞ P２６～P５３ 準備運動をしっかり行うことができる

　・マット運動、鉄棒、跳び箱 自分の能力に適した課題を選択することができる

　・基礎技能（屈伸系種目） 段階的に練習することができる

P２４８～P２６３

P１０２～P１２３

P１８０～P１９９

Ｐ８～Ｐ２５

【学年末考査】

　静的な運動（ストレッチ等）

　・体力を高める運動

　動きを持続させる運動等（集団大縄飛び）

　・体ほぐしの運動

　音楽に乗った律動的な運動（イス取りゲーム等）

　ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰ・ﾊﾟﾜﾌﾙな動きができる能力を高める運動（馬跳び）

動きを持続している

ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰ・ﾊﾟﾜﾌﾙに動けている

巧みに動けている

1

2

3

自己の心や体の状態にきづいている

体の調子を整えている

仲間との交流を豊かにしている

自分の役割を理解し、説明することができる

自分たちの実情にあったチーム作りができる

審判、副審、線審をすることができる

集団技能を行う際、個人技能をいかせる

個人技能を修得することができる

ゲームにおいて自分の役割を把握し、説明できる

ルールを理解している

個人的技能を修得することができる

チームで協力して活動している

個人的技能を修得することができる

審判を行うことができる

12

10

11

8

9

味方の位置を把握して、プレーできる

味方の位置を把握し、プレーすることができる

準備後片付けなど、積極的に取り組んでいる

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

安全に課題に取り組むことができる

＜サッカー（屋外）、フットサル（屋内）＞ 集団技能を理解し、説明することができる

空いているスペースを利用して攻めることができる

声掛けを行えている

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

ルールを理解している

安全に課題を取り組むことができる

安全に充分留意して活動している

個人プレーではなく、集団プレーを行っている

味方の位置を把握し、プレーすることができる

P２６～P５３

P１４２～P１６１

教P１１６～P１７１

　・体力トレーニングの目的

　・試合

　個人技能・集団技能を合わせて、安全に留意してプレー 空いているスペースを利用して攻めることができる

　・個人技能練習

自分の役割を理解し、説明・行動できる

協同・協力して活動することができる

ルールを理解している

協同・協力して活動することができる

個人技能を修得することができる

運動を行うときに注意することを説明できる

柔軟性、持久力を高める方法を説明できる

自分の役割を理解し、説明・行動できる

　・トレーニングプログラムの作成

＜体育理論③体ほぐしの意義と体力の高め方＞

　・目的別にみた体力トレーニングの方法①

効果的なトレーニングの組み立て方を考えられる

筋力、瞬発力を高める方法を説明できる

　・運動と体力 人間にとっての運動の意味を説明できる

目的に応じたトレーニングの種類を説明できる

準備後片付けなど、積極的に取り組んでいる

笠を自在に扱うことができる

振付に動と静のメリハリをつけることができる

＜サッカー（屋外）、フットサル（屋内）＞

状況に応じてキックを使い分けることができる

各区間の技術が向上している

　・長距離走（３,０００ｍ程度） 一定のペースを保つことができる

集団技能を理解し、説明することができる

ルールを理解している

体ほぐしの具体的な運動について説明できる

記録を客観的に置き換えることができる

　　こきりこ（ささら踊り）

曲調に合わせて感情を込めて踊ることができる

　スタート練習、中間疾走、フィニッシュ

P２９８～P３２３

自己の体力・能力を最大限に発揮できる＜陸上競技＞

　・短距離走（５０ｍ～１００ｍ）

頁
P３７６～P３７７

教P１１６～P１７１

集団の約束、決まりを守って行動する

・体育服、シューズ（内・外）の準備をすること

課題の範囲（問題番号）
集団行動の行動様式を実践することができる

使用教材

各種の運動の実践を通して、個人の運動能力を多面的・総合的に高めるため、必修科目を多く設ける。授業の進め方

学習方法
（留意点）

学習目標(評価規準）

・生徒同士が協同・協力し、共に運動技能・体力の向上に取り組むものを評価する。
・「関心・意欲・態度」　「思考・判断」　「技能・表現」　「知識・理解」の４つの観点から行う。

単位数保健体育 3

体育 ３年(男子)

教科名

対象年次

＜ダンス＞

　・民謡

指導目標

各種の運動の合理的な実践を通して、個人の能力・技能に応じ
て課題を定め解決することにより、運動の楽しさや喜びを感じさせ
る。また、主体的に運動技能を高めることができるようにし、生活
を明るく健全にする態度を育てる。集団行動を通して、集団の約
束事・決まり事を守れるように指導する。

科目名

＜集団行動＞

　・姿勢、方向転換、集合、列の増減、行進、足ふみ、礼、開列

単元･学習項目

体ほぐしの狙いを例を挙げて説明できる

7

6

　ランニングフォーム、ペース走

4

5

体ほぐしの意義を説明することができる



教科書：大修館書店　　現代高等保健体育

副教材：大修館書店　　ステップアップ高校スポーツ2015

＜評価の方法＞ ＜提出物＞

月 提出日 追加課題 提出日
□

□

□

　・体ほぐしの考え方 □

　・体ほぐしの運動のおこない方 □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

　・集団技能 □

　（ゾーンディフェンス、ゾーンプレス） □

□

□

□

□

【期末考査】

□

□

□

□

　・目的別にみた体力トレーニングの方法② □

　・運動によるけが・病気の予防 □

＜バスケットボール＞ □

　・個人技能 □

　（パス、シュート、ドリブル） □

　・集団技能 □

　（ゾーンディフェンス、ゾーンプレス） □

　・試合 □

　（個人技能と集団技能を組み合わせて行う） □

□

＜ソフトボール＞ □

　・個人技能練習 □

　バッティング、スローイング、キャッチング、ベースランニング等 □

□

　・集団技能練習 □

　キャッチボール、ノック・守備連携、ピッチング練習

　トスバッティング、フリーバッティング

□

□

□

□

□

□

□

□

□

＜バレーボール＞ 【期末考査】 □

　・個人技能 □

　（トス、スパイク、サーブ、ブロック） □

　・集団技能 □

　（ブロックシステム、レシーブの関係作り） □

　・試合（個人技能と集団技能を組み合わせて行う） □

□

□

□

□

□

□

□

補助などを行えている

P１０２～P１２３

9

　・発展系（伸身系種目） 安全に課題に取り組むことができる

回転系の技でつま先、膝を伸ばして行える

形を崩さず技を行えている

仲間と協力して、技能の向上に努めている

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

＜器械運動＞ P２６～P５３ 準備運動をしっかり行うことができる

　・マット運動、鉄棒、跳び箱 自分の能力に適した課題を選択することができる

　・基礎技能（屈伸系種目） 段階的に練習することができる

教P１１６～P１７１

P２４８～P２６３

P１８０～P１９９

P８～P２５

1

　音楽に乗った律動的な運動（イス取りゲーム等）

　静的な運動（ストレッチ等）

＜体育理論③体ほぐしの意義と体力の高め方＞

　・トレーニングプログラムの作成

2

3

【学年末考査】

自己の心や体の状態にきづいている

体の調子を整えている

仲間との交流を豊かにしている

　・体力を高める運動

動きを持続している

ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰ・ﾊﾟﾜﾌﾙに動けている

＜体つくり運動＞

　・体ほぐしの運動

　動きを持続させる運動等（集団大縄飛び）

　ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰ・ﾊﾟﾜﾌﾙな動きができる能力を高める運動（馬跳び）

巧みに動けている

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

個人的技能を修得することができる

味方の位置を把握して、プレーできる

ゲームにおいて自分の役割を把握し、説明できる

声掛けを行えている

準備片付けなど、積極的に取り組んでいる

安全に課題に取り組むことができる

審判を行うことができる

12

10

11

8

個人プレーではなく、集団プレーを行っている

個人技能を修得することができる

集団技能を行う際、個人技能をいかせる

安全に充分留意して活動している

ルールを理解している

安全に課題に取り組むことができる

自分の役割を理解し、説明することができる

自分たちの実情にあったチーム作りができる

審判、副審、線審をすることができる

ルールを理解している

個人技能を修得することができる

チームで協力して活動している

教P１１６～P１７１

P５４～P８３

教科名

対象年次

体ほぐしの狙いを例を挙げて説明できる

単元･学習項目

授業の進め方

5

学習方法
（留意点）

集団行動の行動様式を実践することができる

4

科目名

頁

P３７６～P３７７＜集団行動＞

単位数

　・姿勢、方向転換、集合、列の増減、行進、足ふみ、礼、開列 集団の約束、決まりを守って行動する

6

課題の範囲（問題番号）

指導目標

各種の運動の合理的な実践を通して、個人の能力・技能に応じ
て課題を定め解決することにより、運動の楽しさや喜びを感じさ
せる。また、主体的に運動技能を高めることができるようにし、生
活を明るく健全にする態度を育てる。集団行動を通して、集団の
約束事・決まり事を守れるように指導する。

P１０２～P１２３

＜体育理論③体ほぐしの意義と体力の高め方＞

3

体育 ３年(女子)

学習目標(評価規準）

・体育服、シューズ（内・外）の準備をすること

・生徒同士が協同・協力し、共に運動技能・体力の向上に取り組むものを評価する。

・「関心・意欲・態度」　「思考・判断」　「技能・表現」　「知識・理解」の４つの観点から行う。

　（パス、シュート、ドリブル）

体ほぐしの具体的な運動について説明できる

＜ダンス＞ 曲調に合わせて滑らかに踊ることができる

保健体育

体ほぐしの意義を説明することができる

使用教材

各種の運動の実践を通して、個人の運動能力を多面的・総合的に高めるため、必修科目を多く設ける。

＜バスケットボール＞

　　こきりこ（手踊り）

　スタート練習、中間疾走、フィニッシュ

　・個人技能

＜陸上競技＞

　・短距離走（５０ｍ～１００ｍ）

動きの修正や確認ができる

　・長距離走（３,０００ｍ程度）

　・目的別にみた体力トレーニングの方法①

効果的なトレーニングの組み立て方を考えられる

　（個人技能と集団技能をくみあわせて行う）

　・試合

準備後片付けなど、積極的に取り組んでいる

　・運動と体力

一定のペースを保つことができる

　・民謡 感情を込めた繊細なを踊りすることができる

7

協力して試合を行うことができる

ゲームにおいて自分の役割を把握し、説明できる

目的に応じたトレーニングの種類を説明できる

　ランニングフォーム、ペース走

個人技能を修得することが出来る

声掛けを行えている

ルールを理解している

味方の位置を把握して、プレーできる

個人プレーではなく、集団プレーを行っている

＜バスケットボール＞

　・体力トレーニングの目的

自己の体力・能力を最大限に発揮できる

各区間の技術が向上している

記録を客観的に置き換えることができる

運動を行うときに注意することを説明できる

人間にとっての運動の意味を説明できる

柔軟性、持久力を高める方法を説明できる

筋力、瞬発力を高める方法を説明できる
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