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月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

1 自活 自活 自活 体育 自活 1 自活 自活 自活 体育 自活

2 保健 理科 社会 美術 自活 2 保健 理科 社会 美術 自活

3 数学 英語
家庭
基礎

美術 総合 3 数学 英語
作業
学習

美術 総合

4 自活 自活 自活 自活 自活 4 自活 自活 自活 自活 自活

5 音楽 体育 国語 英語 情報 5 音楽 体育 国語 英語 情報

6
家庭
基礎

数学 ＬＨＲ 理科 社会 6
作業
学習

英語 ＬＨＲ 理科 社会

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

1 自活 自活 自活 体育 自活 1 自活 自活 自活 体育 自活

2 情報 英語 音楽 国語 自活 2 情報 英語 音楽 国語 自活

3 家庭 理科 理科 社会 総合 3
作業
学習

理科 理科 社会 総合

4 自活 自活 自活 自活 自活 4 自活 自活 自活 自活 自活

5 保健 体育 社会 数学 美術 5 保健 体育 社会 数学 美術

6 数学 家庭 ＬＨＲ 英語 美術 6 数学
作業
学習

ＬＨＲ 英語 美術

高等部１年
(Ⅰ課程 準する教育課程・下学年適用の教育課程)

高等部１年
(Ⅱ課程 知的障害特別支援学校代替の教育課程)

令和４年度　高等部　時間割表

高等部３年
(Ⅰ課程 準する教育課程・下学年適用の教育課程)

高等部３年
(Ⅱ課程 知的障害特別支援学校代替の教育課程)

※道徳科を「各教科合わせた指導」において設定し、教
育活動全体を通して行う。

※道徳科を「各教科合わせた指導」において設定し、教
育活動全体を通して行う。



月 火 水 木 金

1

2

3

4

5 自活 自活
ＬＨＲ

自活

自活

6 自活 自活 道徳 自活

高等部３年
(訪問 Ⅲ課程 自立活動を主とした教育課程)



高等部１年（　Ⅰ課程Ｂ  ）　国語科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

現代の国語（第一学習社）

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容
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(知及技）
●話し言葉と書き言葉の特徴を理解する。
常用漢字を文や文章の中で活用する。
●語句の量を増やし、語彙を豊かにする。
例示などの修辞を理解する。
●主張と論拠、個別と一般化など、情報と
情報との関係を理解する。
(思判表力)
●内容や構成、論理の展開を的確に捉え、
要旨を把握する方法を学ぶ。
●文章に含まれている情報を相互に関係づ
けながら、内容を解釈する方法を学ぶ。
●自分の考えや事柄が的確に伝わるよう
に、根拠の示し方や説明のしかたを工夫す
る方法を学ぶ。
●文章を読み︑自分の意見や考えを論述す

る方法を学ぶ。
●調べたことを整理して、説明資料にまと
める方法を学ぶ。
(学･人)
●言葉かも゙つ価値への認識を深めるととも
に，言葉を通して他者や社会に関わろうと
する態度を養う。

(知・技）
・本文中に登場する主な常用漢字や語
句・語彙、また文章の効果的な組立て方
や接続の仕方について、その構造や特色
などを理解している。　※(1)ウエオ
・主張と論拠、個別の情報と一般化され
た情報、推論の仕方など、情報の扱い方
について理解している。　※(2)アイウ
(思･判･表)
・「活動の手引き」の課題について、自
分の考えや事柄を的確に伝え、読み手の
理解が得られるよう、文章の構成や展
開、表現の仕方を工夫している。　※
B(1)イウ
・実体験を踏まえて提示された「未知」
に対する筆者の捉え方を理解し、自分に
照らして考えを深めている。　※C(1)ア
イ
(主学)
・積極的に自分の体験から適切な題材を
決め、文章にまとめようとしている。

「未知」はいくらでもある
（宮内悠介）

・実体験を踏まえて提示された「未知」に対する
筆者の捉え方を理解し、自分に照らして考えを深
める。
・内容や構成、論理の展開を的確に捉え、要旨を
把握する。
・文章に含まれている情報を相互に関係づけなが
ら、内容を解釈する。
・自分の考えや事柄が的確に伝わるように、根拠
の示し方や説明のしかたを工夫する。
・世界の捉え方について述べた文章を読み、自分
の意見や考えを論述する。
・話し言葉と書き言葉の特徴を理解する。
・常用漢字を文や文章の中で活用する。
・語句の量を増やし、語彙を豊かにする。
・例示などの修辞を理解する。
・主張と論拠、個別と一般化など、情報と情報と
の関係を理解する。
・粘り強く段落と段落の関係を押さえ、学習課題
に従って本文の構成を捉えようとしている。
・本文を粘り強く読み、個別の事例と筆者の主張
との関係を理解しようとしている。
・積極的に自分の体験から適切な題材を決め、文
章にまとめようとしている。
・話し言葉と書き言葉の特徴を積極的に理解し、
会話を地の文で表現した効果について発表しよう
としている。

(知及技）
●用漢字を文や文章の中で活用する。
●語句の量を増やし︑語彙を豊かにする。

●主張と論拠︑個別と一般化など、情報と

情報との関係を理解する。
(思判表力)
●内容や構成︑論理の展開を的確に捉え、

要旨を把握する方法を学ぶ。
●文章に含まれている情報を相互に関係づ
けながら、内容を解釈する方法を学ぶ。
●自分の考えや事柄が的確に伝わるよう
に、根拠の示し方や説明のしかたを工夫す
る方法学ぶ。
●文章を読み、自分の意見や考えを論述す
る方法を学ぶ。
●調べたことを整理して、説明資料にまと
める方法を学ぶ。
(学･人)
●言葉かも゙つ価値への認識を深めるととも
に，言葉を通して他者や社会に関わろうと
する態度を養う。

(知・技）
・本文中に登場する主な常用漢字や語
句・語彙、また文章の効果的な組立て方
や接続の仕方について、その構造や特色
などを理解している。　※(1)ウエオ
・主張と論拠、個別の情報と一般化され
た情報、推論の仕方など、情報の扱い方
について理解している。　※(2)アイウ
(思･判･表)
・「活動の手引き」の課題について、自
分の考えや事柄を的確に伝え、読み手の
理解が得られるよう、文章の構成や展
開、表現の仕方を工夫している。　※
B(1)イウ
・人生の岐路となった筆者の旅を追体験
することにより、世界にはさまざまな出
会いがあることを理解している。　※
C(1)アイ
(主学)
・筆者の事績を調べ、集めた情報の妥当
性や信頼性を吟味して報告しようとして
いる。
・積極的に比喩表現について理解し、文
脈に沿って意味を説明しようとしてい
る。

十六歳のとき（星野道夫) ・人生の岐路となった筆者の旅を追体験すること
により、世界にはさまざまな出会いがあることを
知る。
・内容や構成、論理の展開を的確に捉え、要旨を
把握する。
・文章に含まれている情報を相互に関係づけなが
ら、内容を解釈する。
・自分の考えが的確に伝わるように、根拠の示し
方を工夫する。
・人生の岐路について述べた文章を読み、自分の
意見や考えを論述する。
・調べたことを整理して、説明資料にまとめる。
・常用漢字を文や文章の中で活用する。
・語句の量を増やし、語彙を豊かにする。
・主張と論拠、個別と一般化など、情報と情報と
の関係を理解する。
・粘り強く段落と段落の関係を押さえ、学習課題
に従って本文の構成を捉えようとしている。
・本文を粘り強く読み、個別の事例と筆者の主張
との関係を理解しようとしている。
・筆者の事績を調べ、集めた情報の妥当性や信頼
性を吟味して報告しようとしている。
・積極的に比喩表現について理解し、文脈に沿っ
て意味を説明しようとしている。

令和４年度

単位数
／配当時数 児童生徒

１／３７ １学年　生徒４名

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等　
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）実社会に必要な国語の知識や技能を身に付けるようにする。　
(思判表力)論理的に考える力や深く共感したり豊かに想像したりする力を伸はじ，他者との関わりの中て伝゙え合う力を高め，自分
の思いや考えを広けだり深めたりすることかでぎるようにする。　
(学･人)言葉かも゙つ価値への認識を深めるとともに，生涯にわたって読書に親しみ自己を向上させ，我か国゙の言語文化の担い手と
しての自覚をもち，言葉を通して他者や社会に関わろうとする態度を養う。

1
学
期



(知及技）
●話し言葉と書き言葉の特徴や役割、表現
の特色を理解し、活用する。
●比喩、例示などの修辞や、直接的な述べ
方と婉曲的な述べ方について理解し、活用
する。
●主張と論拠など、情報と情報との関係を
理解する。
●情報の妥当性や信頼性の吟味のしかたに
ついて理解し、活用する。
●引用のしかたや出典の示し方、それらの
必要性について理解し実践する。
(思判表力)
●目的や場に応じて適切な話題を決め、情
報を収集、整理して、伝え合う内容を検討
する方法を学ぶ。
●自分の考えが的確に伝わるよう、自分の
立場や考えを明確にする。
●構成や展開を工夫する方法を学ぶ。
●資料や機器を効果的に用いるなど、相手
の理解を得られるように表現を工夫する方
法を学。
●話を聞いて内容や構成。論理の展開、表
現のしかたを評価する方法を学ぶ。
●話し合いのしかたや結論の出し方を工夫
する方法を学ぶ。
(学･人)
●言葉かも゙つ価値への認識を深めるととも
に，言葉を通して他者や社会に関わろうと
する態度を養う。

(知・技）
・話し言葉と書き言葉の特徴や役割、表
現の特色を踏まえ、正確さ、分かりやす
さ、適切さ、敬意と親しさなどに配慮し
た表現や言葉遣いについて理解し使って
いる。　※(1)イ
・比喩、例示、言い換えなどの修辞や、
直接的な述べ方や婉曲的な述べ方につい
て理解し使っている。　※(1)カ
(思･判･表)
・話し言葉の特徴を踏まえて話したりす
るなど、相手の理解が得られるように表
現を工夫している。　※A(1)ウ
(主学)
・積極的に話し言葉と書き言葉の違いを
理解し、学習課題に沿って話し合おうと
している。
・積極的に場の状況に応じて言葉遣いを
選び、学習課題に沿って使おうとしてい
る。
・積極的に伝わりやすい表現を考え、学
習課題に沿って説明や発表をしようとし
ている。

話し方の工夫 ・話し言葉と書き言葉の特徴を理解する。
・相手・目的・場面に応じた言葉遣いを理解す
る。
・相手により伝わりやすい表現方法を理解する。
・積極的に話し言葉と書き言葉の違いを理解し、
学習課題に沿って話し合おうとしている。
・積極的に場の状況に応じて言葉遣いを選び、学
習課題に沿って使おうとしている。
・積極的に婉曲的な表現を用い、学習課題に沿っ
て使おうとしている。
・積極的に伝わりやすい表現を考え、学習課題に
沿って説明や発表をしようとしている。
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(知及技）
●言葉には、認識や思考を支えるはたらき
があることを理解する。話し言葉と書き言
葉の特徴を理解する。
●わかりやすさに配慮した表現について理
解し活用する。
●常用漢字を文や文章の中で活用する。
●語句の量を増やし、語彙を豊かにする。
●例示などの修辞を理解する。
●主張と論拠、個別と一般化など、情報と
情報との関係を理解する。
(思判表力)
●内容や構成、論理の展開を的確に捉え、
要旨を把握する方法を学ぶ。 
●文章に含まれている情報を相互に関係づ
けながら、内容を解釈する方法を学ぶ。 
●自分の考えや事柄が的確に伝わるよう
に、根拠の示し方や説明のしかたを工夫す
る方法を学ぶ。
●文章を読み、自分の意見や考えを論述す
る方法を学ぶ。
(学･人)
●言葉かも゙つ価値への認識を深めるととも
に，言葉を通して他者や社会に関わろうと
する態度を養う。

(知・技）
・本文中に登場する主な常用漢字や語
句・語彙、また文章の効果的な組立て方
や接続の仕方について、その構造や特色
などを理解している。　※(1)ウエオ
・主張と論拠、個別の情報と一般化され
た情報、推論の仕方など、情報の扱い方
について理解している。　※(2)アイウ
(思･判･表)
・「活動の手引き」の課題について、自
分の考えや事柄を的確に伝え、読み手の
理解が得られるよう、文章の構成や展
開、表現の仕方を工夫している。　※
B(1)イウ
・ピクトグラムが持つ「言語」としての
機能を理解し、言語表現の多様性につい
て考えを深めている。　※C(1)アイ
(主学)
・写真を伴う文章を読み、積極的に解釈
したことをまとめて発表しようとしてい
る。
・学習課題に沿ってピクトグラムの問題
点や修正案を考え、積極的に発表しよう
としている。

言語としてのピクトグラム
（本田弘之）

・ピクトグラムが持つ「言語」としての機能を理
解し、言語表現の多様性について考えを深める。
・内容や構成、論理の展開を的確に捉え、要旨を
把握する。
・文章に含まれている情報を相互に関係づけなが
ら、内容を解釈する。
・自分の考えや事柄が的確に伝わるように、根拠
の示し方や説明のしかたを工夫する。
・日本のピクトグラム掲示の特徴について述べた
文章を読み、自分の意見や考えを論述する。
・調べたことを整理して、説明資料にまとめる。
・言葉には、認識や思考を支えるはたらきがある
ことを理解する。
・常用漢字を文や文章の中で活用する。
・語句の量を増やし、語彙を豊かにする。
・例示などの修辞を理解する。
・主張と論拠、個別と一般化など、情報と情報と
の関係を理解する。
・粘り強く本文の構成と論理の展開を捉え、学習
課題に沿って要旨をまとめようとしている。
・積極的に写真を伴う文章を読み、解釈したこと
をまとめて発表しようとしている。
・学習課題に沿ってピクトグラムの問題点や修正
案を考え、積極的に発表しようとしている。

(知及技）
●話し言葉と書き言葉の特徴を理解する。
●常用漢字を文や文章の中で活用する。
●語句の量を増やし、語彙を豊かにする。
●例示などの修辞を理解する。
●主張と論拠、個別と一般化など、情報と
情報との関係を理解する。
(思判表力)
●内容や構成、論理の展開を的確に捉え、
要旨を把握する方法を学ぶ。
●文章に含まれている情報を相互に関係づ
けながら、内容を解釈する方法を学ぶ。
●自分の考えや事柄が的確に伝わるよう
に、根拠の示し方や説明のしかたを工夫す
る方法を学ぶ。
●文章を読み、自分の意見や考えを論述す
る方法を学ぶ。
(学･人)
●言葉かも゙つ価値への認識を深めるととも
に，言葉を通して他者や社会に関わろうと
する態度を養う。

(知・技）
・本文中に登場する主な常用漢字や語
句・語彙、また文章の効果的な組立て方
や接続の仕方について、その構造や特色
などを理解している。　※(1)ウエオ
・主張と論拠、個別の情報と一般化され
た情報、推論の仕方など、情報の扱い方
について理解している。　※(2)アイウ
(思･判･表)
・「活動の手引き」の課題について、自
分の考えや事柄を的確に伝え、読み手の
理解が得られるよう、文章の構成や展
開、表現の仕方を工夫している。　※
B(1)イウ
・本文で使われている「パス」という言
葉の意味を考え、筆者が述べる仕事の本
質について考察している。　※C(1)アイ
(主学)
・積極的に話し言葉と書き言葉の特徴を
理解し、話し言葉を挿入した効果につい
て説明しようとしている。
・本文を読んで働くことに対する考えが
深まったかどうかを進んで振り返り、根
拠をあげて説明しようとしている。

人はなぜ仕事をするのか
（内田樹）

・本文で使われている「パス」という言葉の意味
を考え、筆者が述べる仕事の本質について考察す
る。
・内容や構成、論理の展開を的確に捉え、要旨を
把握する。
・文章に含まれている情報を相互に関係づけなが
ら、内容を解釈する。
・自分の考えや事柄が的確に伝わるように、根拠
の示し方や説明のしかたを工夫する。
・筆者の仕事観について述べた文章を読み、自分
の意見や考えを論述する。
・話し言葉と書き言葉の特徴を理解する。
・常用漢字を文や文章の中で活用する。
・語句の量を増やし、語彙を豊かにする。
・例示などの修辞を理解する。
・主張と論拠、個別と一般化など、情報と情報と
の関係を理解する。
・粘り強く段落と段落の関係を押さえ、学習課題
に従って本文の構成を捉えようとしている。
・積極的に比喩や例示の効果を理解し、読み取っ
たことを説明しようとしている。
・積極的に話し言葉と書き言葉の特徴を理解し、
話し言葉を挿入した効果について説明しようとし
ている。
・本文を読んで働くことに対する考えが深まった
かどうかを進んで振り返りができる。

(知及技）
●文章の効果的な組み立て方や接続のしか
たを理解する。
●比喩や例示などの修辞を理解する。
●主張と論拠など、情報と情報との関係を
理解する。
(思判表力)
●目的や意図に応じて適切な題材を決め、
情報の妥当性や信頼性を吟味して、伝える
内容を明確にする方法を学ぶ。
●自分の考えが的確に伝わるよう、文章の
構成や展開を工夫する方法を学ぶ。
●自分の考えが的確に伝わるよう、根拠の
示し方や説明のしかた、表現のしかたを工
夫する方法を学ぶ。
●写真や資料を効果的に用いるなど、相手
の理解を得られるように表現を工夫する方
法を学ぶ。
●文章を読んで内容や構成、論理の展開、
表現のしかたを評価する方法を学ぶ。
(学･人)
●言葉かも゙つ価値への認識を深めるととも
に，言葉を通して他者や社会に関わろうと
する態度を養う。

(知・技）
・書き言葉の特徴や役割、表現の特色を
踏まえ、正確さ、分かりやすさ、適切さ
などに配慮した表現について理解を深め
使っている。　※(1)イ
・文章の効果的な組み立て方や接続の仕
方について理解し使っている。　※(1)オ
・比喩、例示、言い換えなどの修辞につ
いて理解し使っている。　※(1)カ
(思･判･表)
・読み手の理解が得られるよう、論理の
展開、情報の分量や重要度などを考え
て、文章の構成や展開を工夫している。　
※B(1)イ
・自分の考えが的確に伝わるよう、根拠
の示し方や説明の仕方を考えるととも
に、表現の仕方を工夫している。　※
B(1)ウ
(主学)
・進んで表記や表現の基本ルールを理解
し、正確で分かりやすい文を書こうとし
ている。
・効果的に書くための方法を理解し、表
現の工夫を身につけようとしている。

書き方の基礎レッスン ・表記・表現の基本ルールを理解する。
・接続表現の種類や用法を理解する。
・比喩などの表現技法を理解する。
・進んで表記・表現の基本ルールを理解し、正確
で分かりやすい文を書こうとしている。
・学習の見通しをもって接続表現の種類や用法を
理解し、適切な接続表現を選ぼうとしている。
・効果的に書くための方法を積極的に理解し、表
現の工夫を身につけようとしている。
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(知及技）
●話し言葉と書き言葉の特徴を理解する。
●常用漢字を文や文章の中で活用する。
●語句の量を増やし、語彙を豊かにする。
例示などの修辞を理解する。
●主張と論拠、個別と一般化など、情報と
情報との関係を理解する。
(思判表力)
●内容や構成、論理の展開を的確に捉え、
要旨を把握する方法を学ぶ。
●文章に含まれている情報を相互に関連づ
けながら、内容を解釈する方法を学ぶ。
●自分の考えや事柄が的確に伝わるよう
に、根拠の示し方や説明の仕方を工夫する
方法を学ぶ。
●文章を読み、自分の意見や考えを論述す
る方法を学ぶ。
●調べたことを整理して、説明資料にまと
める方法を学ぶ。
(学･人)
●言葉かも゙つ価値への認識を深めるととも
に，言葉を通して他者や社会に関わろうと
する態度を養う。

(知・技）
・情報の妥当性や信頼性の吟味の仕方に
ついて理解を深め使っている。　※(2)エ
(思･判･表)
・「活動の手引き」の課題について、自
分の考えや事柄を的確に伝え、読み手の
理解が得られるよう、文章の構成や展
開、表現の仕方を工夫している。　※
B(1)イウ
・改正前後の法律文を読み比べて必要な
情報を読み取り、複数の文章を関連づけ
ながら理解したことをまとめている。　
※C(1)アイ
(主学)
・異なる形式で書かれた複数の文章を粘
り強く読み、理解したことを学習課題に
沿ってまとめようとしている。
・複数の文章から読み取った情報を粘り
強く吟味し、表現の仕方を工夫してまと
めようとしている。

法律の改正に関わる文章を
読み比べる

・改正前後の法律文を読み比べて必要な情報を読
み取り、複数の文章を関連づけながら理解したこ
とをまとめる。
・文章に含まれている情報を相互に関係づけなが
ら、内容を解釈する方法を学ぶ。
・異なる形式で書かれた複数の文章を読み、理解
したことをまとめる。
・自分の考えや事柄が的確に伝わるように、表現
のしかたを工夫する方法を学ぶ。
・情報の妥当性や信頼性の吟味のしかたを理解
し、活用する。
・異なる形式で書かれた複数の文章を粘り強く読
み、理解したことを学習課題に沿ってまとめよう
としている。
・複数の文章から読み取った情報を粘り強く吟味
し、表現の仕方を工夫してまとめようとしてい
る。



(知及技）
●話し言葉と書き言葉の特徴を理解する。
●常用漢字を文や文章の中で活用する。
●語句の量を増やし、語彙を豊かにする。
●例示などの修辞を理解する。
●主張と論拠、個別と一般化など、情報と
情報との関係を理解する。
(思判表力)
●内容や構成、論理の展開を的確に捉え、
要旨を把握する方法を学ぶ。
●文章に含まれている情報を相互に関連づ
けながら、内容を解釈する方法を学ぶ。
●自分の考えや事柄が的確に伝わるよう
に、根拠の示し方や説明の仕方を工夫する
方法を学ぶ。
●文章を読み、自分の意見や考えを論述す
る方法を学ぶ。
●調べたことを整理して、説明資料にまと
める方法を学ぶ。
(学･人)
●言葉かも゙つ価値への認識を深めるととも
に，言葉を通して他者や社会に関わろうと
する態度を養う。

(知・技）
・本文中に登場する主な常用漢字や語
句・語彙、また文章の効果的な組立て方
や接続の仕方について、その構造や特色
などを理解している。　※(1)ウエオ
・主張と論拠、個別の情報と一般化され
た情報、推論の仕方など、情報の扱い方
について理解している。　※(2)アイウ
(思･判･表)
・「活動の手引き」の課題について、自
分の考えや事柄を的確に伝え、読み手の
理解が得られるよう、文章の構成や展
開、表現の仕方を工夫している。　※
B(1)イウ
・材料科学の革新が人類の進歩に大きく
貢献したことを理解し、本文に示された
未来像について関心を深めている。　※
C(1)アイ
(主学)
・学習課題に沿って積極的に実社会の中
から適切な題材を集め、調べたことを報
告しようとしている。
・本文を読んで科学の発展と人間との関
わりについて考えを深め、表現を工夫し
て自分の考えを書こうとしている。

「材料科学」のゆくえ
（佐藤健太郎）

・材料科学の革新が人類の進歩に大きく貢献した
ことを理解し、本文に示された未来像について関
心を深める。
・内容や構成、論理の展開を的確に捉え、要旨を
把握する。
・文章に含まれている情報を相互に関係づけなが
ら、内容を解釈する。
・自分の考えや事柄が的確に伝わるように、根拠
の示し方や説明のしかたを工夫する。
・材料科学について述べた文章を読み、自分の意
見や考えを論述する。
・調べたことを整理して、説明資料にまとめる。
・常用漢字を文や文章の中で活用する。
・語句の量を増やし、語彙を豊かにする。
・例示などの修辞を理解する。
・主張と論拠、個別と一般化など、情報と情報と
の関係を理解する。
・粘り強く段落と段落の関係を押さえ、学習課題
に沿って本文の構成を捉えようとしている。
・本文を粘り強く読み、個別の事例と筆者の主張
との関係を理解しようとしている。
・学習課題に沿って積極的に実社会の中から適切
な題材を集め、調べたことを報告しようとしてい
る。
・本文を読んで科学の発展と人間との関わりにつ
いて考えを深め、表現を工夫して自分の考えを書
こうとしている。

(知及技）
●文章の効果的な組み立て方や接続のしか
たを理解する。
●比喩や例示などの修辞を理解する。
●主張と論拠など、情報と情報との関係を
理解する。
(思判表力)
●目的や意図に応じて適切な題材を決め、
情報の妥当性や信頼性を吟味して、伝える
内容を明確にする方法を学ぶ。
●自分の考えが的確に伝わるよう、文章の
構成や展開を工夫する方法を学ぶ。
●自分の考えが的確に伝わるよう、根拠の
示し方や説明のしかた、表現のしかたを工
夫する方法を学ぶ。
●写真や資料を効果的に用いるなど、相手
の理解を得られるように表現を工夫する方
法を学ぶ。
●文章を読んで内容や構成、論理の展開、
表現のしかたを評価する方法を学ぶ。
(学･人)
●言葉かも゙つ価値への認識を深めるととも
に，言葉を通して他者や社会に関わろうと
する態度を養う。

(知・技）
・書き言葉の特徴や役割、表現の特色を
踏まえ、正確さ、分かりやすさ、適切さ
などに配慮した表現について理解を深め
使っている。　※(1)イ
・文章の効果的な組み立て方や接続の仕
方について理解し使っている。　※(1)オ
(思･判･表)
・読み手の理解が得られるよう、情報の
分量や重要度などを考えて、文章の構成
や展開を工夫している。　※B(1)イ
・自分の考えが的確に伝わるよう、説明
の仕方を考えるとともに、表現の仕方を
工夫している。　※B(1)ウ
・目的や意図に応じて書かれているかな
どを確かめて、文章全体を整えたり、読
み手からの助言などを踏まえて、自分の
文章の特長や課題を捉え直したりしてい
る。　※B(1)エ
(主学)
・教科書の例を参考に、説明や表現の仕
方を工夫して、積極的に身近な製品の取
扱説明書を書こうとしている。
・書いた説明書を進んで批評し合い、批
評を踏まえて文章の構成・展開や表現を
工夫しようとしている。

身近な製品の取扱説明書を
作成する

・情報を的確に説明する方法を理解する。
・情報を相手にわかりやすく説明する方法を理解
する。
・わかりやすい説明を実践できるようになる。
・教科書の例を参考に、説明や表現の仕方を工夫
して、積極的に身近な製品の取扱説明書を書こう
としている。
・書いた説明書を進んで批評し合い、批評を踏ま
えて文章の構成・展開や表現を工夫しようとして
いる。

留意点
引継ぎ等

ICTを機器を活用して、視覚的に理解できるような授業を行う。
単元を横断的に扱う題材を設定し、年間を通して学習指導要領の目標を達成できるようにする。
自己効力感を育てる活動の一つとして毛筆活動にも適時取り組み、コンクール等への出展機会を設ける。

３
学
期



担当者 教科書／副教材

『地理総合～世界を学び、地域をつくる～』
（第一学習社）

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容
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知及技）
○球面上の世界の位置は，緯度と経度を
用いてあらわされていることを理解でき
る。
○時差について理解し，任意の２地点の
時差を算出することができる。
○地図は一般図と主題図に分類されてい
ることや，それぞれの違いを理解でき
る。
○様々な統計地図の特徴とその利用目的
を理解できる。
○地理情報システム（GIS）の特徴につい
て理解できる。

（思判表力）
○地軸の傾きが太陽高度に変化を与え，
季節変化や日中時間の変化などをもたら
すことを考察し，説明できる。
○各地で時差が生じることで，現代世界
の結びつきに特徴が見られることを多面
的・多角的に考察し，説明することがで
きる。
○主な地図投影法の特徴を理解し，目的
に応じた適切な地図の選択をすることが
できる。
○GISを活用している様々なサービスか
ら，地理的事象を地図化する有用性につ
いて考察し，説明できる。

（学・人）
〇時差の算出や統計地図の読み取り方，
読図の方法などについて理解しようとす
る姿勢が見せることができる。
○地図やGISの有用性について理解し，自
らの生活の中で活用しようとする姿勢が
見せることができる。

(知・技）
○球面上の世界の位置は，緯度と経度を
用いてあらわされていることを理解して
いる。
○時差について理解し，任意の２地点の
時差を算出することができている。
○地図は一般図と主題図に分類されてい
ることや，それぞれの違いを理解してい
る。
○様々な統計地図の特徴とその利用目的
を理解している。
○地理情報システム（GIS）の特徴につい
て理解している。

(思・判・表）
○地軸の傾きが太陽高度に変化を与え，
季節変化や日中時間の変化などをもたら
すことを考察し，説明している。
○各地で時差が生じることで，現代世界
の結びつきに特徴が見られることを多面
的・多角的に考察し，説明することがで
きている。
○主な地図投影法の特徴を理解し，目的
に応じた適切な地図の選択をすることが
できている。
○GISを活用している様々なサービスか
ら，地理的事象を地図化する有用性につ
いて考察し，説明している。

(主学）
○時差の算出や統計地図の読み取り方，
読図の方法などについて理解しようとす
る姿勢が見られる。
○地図やGISの有用性について理解し，自
らの生活の中で活用しようとする姿勢が
見られる。

〇地球上の世界と地図
「地図から何がわかる？」

〇地図を持たない人々の生活を想像し，地図の有
用性に気づくとともに，利用しやすい工夫が現在
まで続けられていることを理解する。
〇新聞広告や図書館の資料，インターネット検索
などを用いて，身の回りの地図の活用事例につい
て調べることができている。
〇地球上の位置をあらわすために緯度・経度が定
められたことと，地軸の傾きによる季節変化と時
差の存在を理解し，科書掲載の時差の計算のワー
クに積極的に取り組むことで，日本の標準時にお
ける諸外国の時間と生活のようすを想像すること
ができる。
〇メルカトル図法，正積図法，正距方位図法の特
徴と欠点を，知識として身につけるとともに，地
球儀と世界地図を用いて，球面を平面に表現する
際の特徴と問題点を，考えることができる。
〇地理学習の基本的な技能として，地図の縮尺や
方位に注意しながら，地図上の情報を読み解く有
用性を理解する。
〇インターネットを使ってさまざまなWeb地図に
アクセスし，日常的に使われているGNSSやGISな
ど，新しい地図表現の役割を理解する。
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(知及技)
○国家の三要素と国家の領域の範囲につ
いて理解できる。
○日本の領域と，排他的経済水域の範囲
について理解できる。
○ASEANやEUなど現代世界の様々な国家間
の結びつきについて，各国の関係や組織
の目的などを整理し，理解できる。
○船舶・鉄道・自動車・航空機の特徴
と，その発達の過程について理解でき
る。
○明治以降から現代までの，日本の貿易
を取りまく環境とその変化について理解
できる。
○グローバル化の下，人・「モノ」・資
本の移動が活発化していることを，様々
な事例を通して理解できる。

(知・技)
○国家の三要素と国家の領域の範囲につ
いて理解している。
○日本の領域と，排他的経済水域の範囲
について理解している。
○ASEANやEUなど現代世界の様々な国家間
の結びつきについて，各国の関係や組織
の目的などを整理し，理解している。
○船舶・鉄道・自動車・航空機の特徴
と，その発達の過程について理解してい
る。
○明治以降から現代までの，日本の貿易
を取りまく環境とその変化について理解
している。
○グローバル化の下，人・「モノ」・資
本の移動が活発化していることを，様々
な事例を通して理解している。

〇国家の結びつきとグロー
バル化する社会
「国々の結び付きはどのよ
うに変化しているか？」

〇現代世界を構成する基本単位の国家とは何かを理解し，交
通・通信の発達によって，生活，社会，産業，国家間の関係
がどのように変化したかを時系列で理解する。
〇さまざまな情報手段を用いて，現在世界で起こっている国
境・領土問題について調べるとともに，日本の領域と周辺国
との領土問題にはどのようなものが存在するか，理解する。
〇グローバル化の中で，人・「もの」・資本の国際間移動の
複雑化や，国家的結びつきの変化に気づき，国家が自国の利
益などのために結んでいる国際機関の変遷を学習する。
〇単に交通・情報・通信手段の発達に目を向けるだけでな
く，それらがどのように地域を結びつけ，変化させているか
を地図から考えることができる。
〇インターネットショッピングを事例に，情報技術や物流，
金融など，さまざまなサービスがかかわってくることを，実
体験とともに考える。
〇貿易の拡大に伴い専用船の開発・普及が進み，コールド
チェーンの整備により人々の生活が豊かになっていること
を，具体的な実体験を通して理解する。

令和４年度　高等部　１年（Ⅰ課程Ｂグループ）　地理歴史・公民科（地理総合・公共）年間指導計画

単位数
／配当時数 児童生徒

１／３７ 高等部　１学年　

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技)地理に関わる諸事象に関して、世界の生活文化の多様性や、防災、地域や地球的課題への取組などを理解するとともに、地図や地理情報システムなどを用
いて、調査や諸資料から地理に関する様々な情報を適切勝つ効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。

(思判表力)地理に関わる事象の意味や意義、特色や相互の関連を、位置や分布、場所、人間と自然環境との相互依存関係、空間的相互依存作用、地域などに着目し
て、概念などを活用して多面的・多角的に考察したり、地理的な課題の解決に向けて構想したりする力や、考察、構想したことを効果的に説明したり、それらを基
に議論したりする力を養う。

(学･人)地理に関わる諸事象について、よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を主体的に追求、解決しようとする態度を養うとともに、多面的・多角的な
考察や深い理解を通して涵養される日本国民としての自覚、我が国の国土に対する愛情、世界の諸地域の多様な生活文化を尊重しようとすることの大切さについて
の自覚などを深める。

2
学
期
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(思・判・表)
○国境が人々の生活に与える影響について，多
面的・多角的に考察し，説明することができ
る。
○日本が抱える領土問題を把握し，解決された
世界の領土問題を参考に日本の領土問題の解決
に向けて考察を深めることができる。
○様々な国家間の結びつきを踏まえ，現代世界
の地域構成における日本が求める結びつきのあ
り方を考察し，説明することができる。
○交通機関や情報・通信，物流の発達が人々の
生活に与えた影響を考察し，これから見込まれ
る生活の変化を展望することができる。
○グローバル化のメリットとデメリットについ
て多面的・多角的に考察し，説明することがで
きる。
○日本人海外旅行者数と訪日外国人旅行者数の
推移について，時代背景を踏まえながらその要
因について多面的・多角的に考察し，説明する
ことができる。
(学・人)
○日本の位置や抱える領土問題について，世界
地図などを活用して，地理的な視点から捉えよ
うとする姿勢を見せることができる。
○現代世界の様々な結びつきについて，世界地
図などを活用して，地理的な視点から捉えよう
とする姿勢を見せることができる。
○ASEANやEUのあゆみや特徴，抱える課題につい
て理解しようとする姿勢を見せることができ
る。
○グローバル化の下，自らの生活が今後どう変
化し，どのような課題が起こり得るか，主体的
に考察しようとする姿勢を見せることができ
る。

(思・判・表)
○国境が人々の生活に与える影響について，多
面的・多角的に考察し，説明することができて
いる。
○日本が抱える領土問題を把握し，解決された
世界の領土問題を参考に日本の領土問題の解決
に向けて考察を深めることができている。
○様々な国家間の結びつきを踏まえ，現代世界
の地域構成における日本が求める結びつきのあ
り方を考察し，説明することができている。
○交通機関や情報・通信，物流の発達が人々の
生活に与えた影響を考察し，これから見込まれ
る生活の変化を展望することができている。
○グローバル化のメリットとデメリットについ
て多面的・多角的に考察し，説明することがで
きている。
○日本人海外旅行者数と訪日外国人旅行者数の
推移について，時代背景を踏まえながらその要
因について多面的・多角的に考察し，説明する
ことができている。
(主学)
○日本の位置や抱える領土問題について，世界
地図などを活用して，地理的な視点から捉えよ
うとする姿勢が見られる。
○現代世界の様々な結びつきについて，世界地
図などを活用して，地理的な視点から捉えよう
とする姿勢が見られる。
○ASEANやEUのあゆみや特徴，抱える課題につい
て理解しようとする姿勢が見られる。
○グローバル化の下，自らの生活が今後どう変
化し，どのような課題が起こり得るか，主体的
に考察しようとする姿勢が見られる。
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(知及技)
○地理的環境について理解し，教科書の
写真から各地の地理的環境を読み解くこ
とができる。
〇世界の気候は，緯度や高度，大気の大
循環，海流など様々な気候因子が複合
し，影響し合っていることを理解でき
る。
〇ケッペンの気候区分の各気候区の分布
と特徴を理解できる。
〇世界の様々な伝統的衣服は，各地の自
然環境や生活習慣などが反映されている
ことを理解できる。
〇世界各地にはその土地の地理的環境に
応じた様々な主食や食べ方などがあり，
食の多様性に富んでいることを理解でき
る。
〇世界の人々の住居について，立地や素
材，生業と住居の関係性などを，各地の
地理的環境とのかかわりを踏まえて理解
できる。
〇産業の発展の歴史について理解でき
る。
〇世界の主な宗教について，その分布や
特徴を理解できる。
〇世界の様々な言語について，その分布
や宗教とのかかわり，歴史的経緯などを
理解できる。

知・技)
○地理的環境について理解し，教科書の
写真から各地の地理的環境を読み解くこ
とができている。
〇世界の気候は，緯度や高度，大気の大
循環，海流など様々な気候因子が複合
し，影響し合っていることを理解してい
る。
〇ケッペンの気候区分の各気候区の分布
と特徴を理解している。
〇世界の様々な伝統的衣服は，各地の自
然環境や生活習慣などが反映されている
ことを理解している。
〇世界各地にはその土地の地理的環境に
応じた様々な主食や食べ方などがあり，
食の多様性に富んでいることを理解して
いる。
〇世界の人々の住居について，立地や素
材，生業と住居の関係性などを，各地の
地理的環境とのかかわりを踏まえて理解
している。
〇産業の発展の歴史について理解してい
る。
〇世界の主な宗教について，その分布や
特徴を理解している。
〇世界の様々な言語について，その分布
や宗教とのかかわり，歴史的経緯などを
理解している。

3
学
期

(思判表力）
○複数の写真を比較して，それぞれの土地の地
理的環境の共通点や相違点に気づき，ことばで
表現することができる。
〇人間生活と気候との関係性について，農業生
産や生活様式など様々な視点から考察し，説明
することができる。
〇衣服は，特定の地域・民族・職業・階層など
への帰属をあらわす社会的な役割があり，本来
の自己表現と対立する側面があることについ
て，多面的・多角的に考察することができる。
〇茶・ジャガイモ・トウガラシなど食べ物の伝
播の歴史を理解し，各地の自然環境や歴史的経
緯に基づいた農業の地域性の特徴について考察
し，説明することができる。
〇社会の変化とともに住居や住み方が変化して
きたことを多面的・多角的に考察し，説明する
ことができる。
〇産業の発展によって生活がどのように変化し
てきたか，多面的・多角的に考察し，説明する
ことができる。
〇各宗教の特徴を踏まえ，それぞれの宗教を信
仰する世界の人々との交流に際して気をつけな
ければならないことを考察し，説明することが
できる。
(学・人)
○写真から地理的環境を読み解く作業に，積極
的に取り組むことができる。
〇持続可能な社会の実現に向けた視点を踏ま
え，グローバル化にともなって変化していく衣
食住や起こり得る課題に対してどうかかわって
いくべきか，主体的に考察しようとする姿勢を
見せることができる。
〇世界の多様な生活・文化に触れる中で，自ら
の生活・文化との共通点や相違点に着目し，互
いの文化を理解し尊重しようとする姿勢が見せ
ることができる。
〇他者の意見を聞き，自らの意見との違いに気
づくことで考察を深め，よりよい結論を見出そ
うとする姿勢をみせることができる。

(思・判・表)
○複数の写真を比較して，それぞれの土
地の地理的環境の共通点や相違点に気づ
き，ことばで表現することができてい
る。
〇人間生活と気候との関係性について，
農業生産や生活様式など様々な視点から
考察し，説明することができている。
〇衣服は，特定の地域・民族・職業・階
層などへの帰属をあらわす社会的な役割
があり，本来の自己表現と対立する側面
があることについて，多面的・多角的に
考察することができている。
〇茶・ジャガイモ・トウガラシなど食べ
物の伝播の歴史を理解し，各地の自然環
境や歴史的経緯に基づいた農業の地域性
の特徴について考察し，説明することが
できている。
〇社会の変化とともに住居や住み方が変
化してきたことを多面的・多角的に考察
し，説明することができている。
〇産業の発展によって生活がどのように
変化してきたか，多面的・多角的に考察
し，説明することができている。
〇各宗教の特徴を踏まえ，それぞれの宗
教を信仰する世界の人々との交流に際し
て気をつけなければならないことを考察
し，説明することができている。
(主学）
○写真から地理的環境を読み解く作業
に，積極的に取り組むことができてい
る。
〇持続可能な社会の実現に向けた視点を
踏まえ，グローバル化にともなって変化
していく衣食住や起こり得る課題に対し
てどうかかわっていくべきか，主体的に
考察しようとする姿勢が見られる。
〇世界の多様な生活・文化に触れる中
で，自らの生活・文化との共通点や相違
点に着目し，互いの文化を理解し尊重し
ようとする姿勢が見られる。
〇他者の意見を聞き，自らの意見との違
いに気づくことで考察を深め，よりよい
結論を見出そうとする姿勢が見られる。

〇図書館の本やインターネットから，世界の生活･文化
を示した写真を探し，写真の中にある地理的環境を読
み取り，世界は地理的環境の影響を受けた特徴ある景
観で成り立っていることを学ぶ。
〇人々の生活様式の差異を通して，地理的環境が及ぼ
す影響について学ぶ。
〇世界の自然環境は地域的に大きく異なることを，気
候の面からとらえる。
〇世界の気候帯ごとに，どのような特徴があり，どの
ような生活が営まれているのかを学習する。
〇その地域の自然環境と，歴史や文化といった社会環
境の影響を色濃く受けた世界の特色ある生活文化を，
さまざまな衣食住の事例を通して学ぶ。
〇世界の特色ある生活文化にはどのようなものがある
か関心を持ち，地域固有の自然環境や歴史，風土に基
づいて形成されたと同時に，グローバル化のもとで新
たな変化が生じていることを学習する。
〇祭りやスポーツ，音楽などの伝統と現代社会の影響
を受け，変化が見られる事例を学び，現代世界の諸事
象を読み解く視点を身につける。
〇多様なアイデンティティに持つ世界の人々と共生し
ていくためには，他者の文化を尊重するとともに，自
らの文化を知ることが重要であることを学ぶ。

○生活・文化の多様性と国
際理解
「海外赴任となった！どん
な準備が必要？また現地で
はどんなことに気をつけな
いといけない？」

留意点
引継ぎ等

＊生徒の実態に応じて、１年時は、1学期から2学期前半は「新公共」、２学期後半から3学期は「地理総合」の授業編成となっていため、本年間指導
計画は2学期から３学期までの記載となっている。
＊iPadなどを活用し、時事ニュース等を随時取り上げる。
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担当者 教科書／副教材

「新公共」第一学習社

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名

単元・題材の
活動内容

(知及技）
①公共的な空間において社会に参
画する自立した主体となるため
に，青年期を生きる私たちは，何
を考え行動すればよいかを理解す
る。
②公共的な空間で生きていくため
に必要なこととして，個人として
尊重されることや，対話を通して
他者を理解することを理解する。

(知・技）
・自らの体験などを振り返ることを通して，
自らを成長させる人間としての在り方生き方
について理解している。
・人間は，個人として相互に尊重されるべき
存在であるとともに，対話を通して互いの
様々な立場を理解し高め合うことのできる社
会的な存在であることを理解している。
(思･判･表)
・公共的な空間と人間との関わり，個人の尊
厳と自主・自律，人間と社会の多様性と共通
性などに着目して考えている。
(主学)
・公共的な空間をつくる私たちについて，現
代の諸課題を主体的に解決しようとしてい
る。　　　　　○ワークシート提出○小テス
ト○期末テスト

第１編　公共の扉
第１章
公共的な空間をつくる私た
ち
①社会に生きる私たち
②個人の尊厳と自主・自律
③多様性と共通性

○ワークシートを活用
し、本時の内容を理解
する。

(思判表力)
①選択・判断の手掛かりとなる考
え方を活用し，環境保護や生命倫
理など実社会の問題を考える。

(知・技）
・選択・判断の手掛かりとして，行為の結果
である個人や社会全体の幸福を重視する考え
方や，行為の動機となる公正などの義務を重
視する考え方などについて理解している。
・現代の諸課題について自らも他者も共に納
得できる解決方法を見いだすことに向け，上
に示す考え方を活用することを通して，行為
者自身の人間としての在り方生き方について
探求することが，よりよく生きていく上で重
要であることについて理解している。
・人間としての在り方生き方に関わる諸資料
から，よりよく生きる行為者として活動する
ために必要な情報を収集し，読み取る技能を
身に付けている。
(思･判･表)
・幸福，正義，公正などに着目して考えてい
る。
・倫理的価値の判断において，行為の結果で
ある個人や社会全体の幸福を重視する考え方
と，行為の動機となる公正などの義務を重視
する考え方などを活用し，自らも他者も共に
納得できる解決方法を見いだすことに向け，
思考実験など概念的な枠組みを用いて考察す
る活動を通して，人間としての在り方生き方
を多面的・多角的に考察し，表現している。
(主学)
・公共的な空間における人間としてのあり方
生き方について，現代の諸課題を主体的に解
決しようとしている。

第２章
公共的な空間における人間
としてのあり方生き方
①人間と社会のあり方につ
いての見方・考え方

○ワークシートを活用
し、本時の内容を理解
する。
○新聞や図書館の資
料，インターネット検
索などを用いて，本題
材と関連する時事問題
について調べることが
できている。

令和４年度　高等部　１学年（Ⅰ課程Ｂ）　地理歴史・公共科（地理総合・公共）年間指導計画

単位数
／配当時数 児童生徒

１／37 高等部１年

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）現代の諸課題を捉え考察し、選択・判断するための手掛かりとなる概念や理論について理解するとともに、諸資料
から、倫理的主体などとして活動するために必要と鳴る情報を適切かつ効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにす
る。
(思判表力)現実社会の諸課題の解決に向けて、選択・判断の手掛かりとなる考え方や公共的な空間における基本的原理を活
用して、事実を基に多面的・多角的に考察し公正に判断する力や、合意形成や社会参画を視野に入れながら構想したことを
議論する力を養う。
(学･人)より良い社会の実現を視野に、現代の諸課題を主体的に解決しようとする態度を養うとともに、多面的・多角的な考
察や深い理解を通して涵養される、現代社会に生きる人間としての在り方生き方についての自覚や、公共的な空間に生き国
民主権を担う公民として、自国を愛し、その平和と繁栄を図ることや、各国が相互に主権を尊重し、各国民が協力し合うこ
との大切さについての自覚などを深める。

23
1
学
期



(知及技)
①人権保障のあゆみや世界の政治
体制，日本国憲法などを通して，
公共的な空間における基本的原理
が，現代社会でどのような形で生
かされているかを理解する。

(知・技）人間の尊厳と平等，個人の尊重，民
主主義，法の支配，自由・権利と責任・義務
など，公共的な空間における基本的原理につ
いて理解している。
(思･判･表)公共的な空間における基本的原理
について，思考実験など概念的な枠組みを用
いて考察する活動を通して，個人と社会との
関わりにおいて多面的・多角的に考察し，表
現している。
(主学)公共的な空間における基本的原理をふ
まえて，現代の諸課題を主体的に解決しよう
としている。

第３章
公共的な空間における基本
的原理
①人間の尊厳と平等，個人
の尊重
②民主主義と法の支配
③自由・権利と責任・義務
④日本国憲法に生きる基本
的原理

○ワークシートを活用
し、本文の内容を理解
する。
○新聞や図書館の資
料，インターネット検
索などを用いて，本題
材と関連する時事問題
について調べることが
できている。

(知及技)
①契約が対等な当事者間の合意と
いえるための条件を理解する。
②なぜ契約が生まれ，契約を守る
ことが大切なのかを理解する。
③消費者と事業者を対等な立場に
置き，消費者主権を実現するため
に，消費者に関する法律が定めら
れていることを理解する。

(知・技）
・契約と消費者の権利・責任に関わる現実社
会の事柄や課題を理解している。
・契約と消費者問題について，自分自身の問
題として理解し，知識を身につけている。
・現実社会の諸課題に関わる諸資料から，自
立した主体として活動するために必要な情報
を適切かつ効果的に収集し，読み取り，まと
める技能を身に付けている。
(思･判･表)
・家庭科など他教科で学んだ知識もふまえ，
幸福，正義，公正などに着目して，多面的・
多角的に考察し，表現している。
・自立した主体として解決が求められる具体
的な主題を設定し，合意形成や社会参画を視
野に入れながら，その主題の解決に向けて事
実を基に協働して考察したり構想したりした
ことを，論拠をもって表現している。
(主学)
・契約と消費者の権利・責任について，現代
の諸課題を主体的に解決しようとしている。
・18歳成年をふまえ，契約に関する知識や問
題を身近なこととして捉えて考えようとして
いる。
○ワークシート提出○小テスト○期末テスト

第２編　自立した主体とし
てよりよい社会の形成に参
画する私たち
第１章　法的な主体となる
私たち
契約と消費者の権利・責任
①さまざまな契約と法
②消費者の権利と責任

○ワークシートを活用
し、本文の内容を理解
する。
○新聞や図書館の資
料，インターネット検
索などを用いて，本題
材と関連する時事問題
について調べることが
できている。

(知及技)
①個人や社会の紛争を法に基づい
て公正に解決するために必要なし
くみと，国民が果たすべき責任を
理解する。

(知・技）
・司法参加の意義に関わる現実社会の事柄や
課題を理解している。
・現実社会の諸課題に関わる諸資料から，自
立した主体として活動するために必要な情報
を適切かつ効果的に収集し，読み取り，まと
める技能を身に付けている。
(思･判･表)
・政治分野の国会・内閣のしくみとも関連さ
せ，幸福，正義，公正などに着目して，多面
的・多角的に考察し，表現している。
・自立した主体として解決が求められる具体
的な主題を設定し，合意形成や社会参画を視
野に入れながら，その主題の解決に向けて事
実を基に協働して考察したり構想したりした
ことを，論拠をもって表現している。
(主学)
・司法参加の意義について，現代の諸課題を
主体的に解決しようとしている。
○ワークシート提出○小テスト○期末テスト

司法参加の意義
①裁判所と司法
②国民の司法参加

○ワークシートを活用
し、本時の内容を理解
する。
○新聞や図書館の資
料，インターネット検
索などを用いて，本題
材と関連する時事問題
について調べることが
できている。

(知及技)
①民主政治を推進するために，私
たちが果たすべき責任を理解す
る。
②選挙の意義や課題，世論の形成
や政党の役割を理解する。
③主権者である国民と国会・内閣
の関係を理解する。
④地域社会の課題に，私たちの意
思を反映させるにはどうすればよ
いかを理解する。

(知・技）
・政治参加と公正な世論形成に関わる現実社
会の事柄や課題を理解している。
・現実社会の諸課題に関わる諸資料から，自
立した主体として活動するために必要な情報
を適切かつ効果的に収集し，読み取り，まと
める技能を身に付けている。
(思･判･表)
・中学校までに学んだ知識もふまえ，幸福，
正義，公正などに着目して，多面的・多角的
に考察し，表現している。
・自立した主体として解決が求められる具体
的な主題を設定し，合意形成や社会参画を視
野に入れながら，その主題の解決に向けて事
実を基に協働して考察したり構想したりした
ことを，論拠をもって表現している。
(主学)
・政治参加と公正な世論形成について，現代
の諸課題を主体的に解決しようとしている。

第２章
政治的な主体となる私たち
政治参加と公正な世論形成
①私たちと選挙
②選挙の現状と課題
③世論の形成と政治参加
④国会と立法
⑤内閣と行政
⑥地方自治と住民福祉

○ワークシートを活用
し、本時の内容を理解
する。
○新聞や図書館の資
料，インターネット検
索などを用いて，本題
材と関連する時事問題
について調べることが
できている。

2
学
期

14



(知及技)
①主権国家が並び立つ国際社会
は，どのように成り立っているの
かを理解する。
②領土問題の背景と現状を理解す
る。
③国際社会の平和と安定を維持す
るための国際連合の取り組みを理
解する。

(知・技）
・国際社会と国家主権に関わる現実社会の事
柄や課題を理解している。
・現実社会の諸課題に関わる諸資料から，自
立した主体として活動するために必要な情報
を適切かつ効果的に収集し，読み取り，まと
める技能を身に付けている。
(思･判･表)
・国際社会の特徴と課題について，幸福，正
義，公正などに着目して考えている。
・自立した主体として解決が求められる具体
的な主題を設定し，合意形成や社会参画を視
野に入れながら，その主題の解決に向けて事
実を基に協働して考察したり構想したりした
ことを，論拠をもって表現している。
(主学)
・国際社会と国家主権について，現代の諸課
題を主体的に解決しようとしている。
○ワークシート提出○小テスト○期末テスト

国際社会と国家主権
①国家と国際法
②国境と領土問題
③国際連合の役割と課題

○ワークシートを活用
し、本時の内容を理解
する。
○新聞や図書館の資
料，インターネット検
索などを用いて，本題
材と関連する時事問題
について調べることが
できている。

留意点
引継ぎ等

＊生徒の実態に応じて、１年時は1学期から2学期前半は「新公共」、２学期後半から3学期は「地理総合」の授業編成となっ
ていため、本年間指導計画は2学期までの記載となっている。
＊iPadなどを活用し、時事ニュース等を随時取り上げる。



　高等学部　1年（Ⅰ課程Ｂ）　数学科　 数学Ⅰ　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

高校数学Ⅰ（実教出版）

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

(知・技)落ち着いて，丁寧に計
算する。
(思･判･表)多面的な見方，考え
方ができるようにする。
(主学)まわりの意見を取り入れ
て，さらに自分の解答に自信を
もつ。

(知・技)指数法則や分配法則を
用いて，多項式の計算や因数分
解ができる。
(思･判･表)文字をおきかえるこ
とで，展開や因数分解の公式を
適用できるようになることを見
通せる。
(主学)今まで学習してきた数の
体系について整理し，考察しよ
うとする。

第1章　数と式
　第1節　整式
　　加法，減法，乗法
　　因数分解
　第2節　実数
　　平方根とその計算
　　実数
　第3節　方程式と不等
式
　　1次不等式
　　連立不等式

　日常で使われる場面を説明し，有用性を示
してから，教科書の内容を進める。
　
　例や例題はノートに書かさず，説明を聞く
ことに集中させる。

　既習事項を確認し，各自で問題を解く。

　生徒は黒板で解答し，他の生徒に説明す
る。

　生徒が見つけた別解などは，タブレットで
画面に映して，みんなに紹介する。

(知・技)四則演算の定着
(思･判･表)図やグラフなどを正
しく読み取る。
(主学)課題学習などに積極的に
取り組む。

(知・技)平方完成を利用して，
2次関数の最大値，最小値を求
めることができる。
(思･判･表)日常における最大・
最小の問題の解決に，2次関数
を活用することができる。
(主学)日常の事象の中に関数を
見つけようとする。

第2章　2次関数
　第1節　関数とグラフ
　　1次関数のグラフ
　　2次関数のグラフ
　第2節　関数の値の変
化
　　最大値，最小値

　1次関数の復習を行い，2次関数を導入す
る。

　グラフの平行移動などは，ICT機器を用いて
画面やスクリーンに映し，視覚的にわかりや
すく説明する。

　生徒はグラフの概形をノートに書きながら
問題を解く。

(知・技)三角比の基本性質を用
いて計算する。
(思･判･表)問題文から図を描
き、値を求める。
(主学)自分なりの解法を身に付
ける。

(知・技)直角三角形において，
正弦・余弦・正接を求めること
ができる。
(思･判･表)測量の問題に三角比
を活用することができる。
(主学)直接測ることのできない
距離を求めることに関心をも
つ。

第3章　三角比
　第1節　三角比
　　三角比の利用
　　相互関係
　第2節　三角比の応用
　　三角形の面積
　　正弦定理
　　余弦定理

　図形が多いので，生徒には書かさずにICT機
器を用いて画面やスクリーンに映し，視覚的
にわかりやすく説明する。

　例や例題はノートに書かさず，説明を聞く
ことに集中させる。

　生徒は三角形の簡略図をノートに書きなが
ら問題を解く。

(知・技)集合と命題に関する基
本的な概念を理解する。
(思･判･表)事象の考察に活用で
きるようにする。
(主学)筋道を立てて、物事を説
明する。

(知・技)共通部分，和集合，空
集合について理解している。
(思･判･表)ベン図などを用い
て，集合を視覚的に表現して考
察することができる。
(主学)集合について，それぞれ
の特徴や関係に合った表現方法
を考察しようとする。

第4章　集合と論証
　第1節　集合と論証
　　集合と要素，命題
　　いろいろな証明法

　主にICT機器を用いて授業を進め，画面やス
クリーンに映しだして，視覚的にわかりやす
く説明する。

　生徒は最低限の要点だけをノートに書きな
がら問題を解く。

３
学
期

20

(知・技)データを自分なりに処
理する。
(思･判･表)適切なグラフ，手法
などを選択して分析する。
(主学)データの傾向を把握して
事象の特徴をつかもうとする。

(知・技)階級，度数などの用語
を理解し，データを度数分布表
にまとめ，ヒストグラムをかく
ことができる。
(思･判･表)散布図をもとに，
データの相関を考察することが
できる。
(主学)データの代表値から，そ
の特性や傾向などを考察しよう
とする。

第5章　データの分析
　第1節　データの分析
　　統計とグラフ
　　代表値
　　相関関係

　表やグラフが多いので，生徒には書かさず
にICT機器を用いて画面やスクリーンに映し，
視覚的にわかりやすく説明する。

　ワークシートを用いて，自分の身の回りの
統計をとらせる。

　調べたものを発表し，関心を高める。

留意点
引継ぎ等

ICTを機器を活用して，視覚的に理解できるような授業を行う。
単元を横断的に扱う課題も設定し，年間を通して学習指導要領の目標を達成できるようにする。

令和　４　年度

単位数
／配当時数 児童生徒

2/74 １学年　生徒４名

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

（知及技）
　数量や図形についての基礎的・基本的な概念や原理・法則の理解を深めるとともに，事象を数学的に解釈したり，
表現・処理したりすることができる。
（思判表力）
　数学を活用して事象を論理的に考察する力，事象の本質や他の事象との関係を認識し考察する力，数学の用語，記
号を用いて思考を深め，数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表現することができる。
（学・人）
　身近な生活の中にある数学の事象に触れ，数学への興味・関心を高め，数学の良さを認識し，積極的に数学を活用
しようとする態度，問題解決の過程を振り返って考察を深めたり評価・改善しようとする態度や創造性を身に付け
る。

1
学
期

２
学
期

26

27



　高等部　１年（　Ⅰ課程Ｂ　）　理科科（　生物基礎　）　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

新生物基礎　（第一学習社）

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

・ 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。
・ 藻類，菌類，細菌の観察結果
から，すべての生物のからだは細
胞からなることを見いだし，生物
が共通にもつ特徴を理解する。
・ 動物の系統樹か脊椎ら，生物
に共通してみられる特徴は，進化
の過程で共通祖先から受け継がれ
てきたものであると考察できる。
・ 共通の祖先が進化の過程を経
て，生物が多様化したことを理解
する。
・ 原核細胞と真核細胞でそれぞ
れみられる特徴を理解する。ま
た，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・細胞壁の機能
の概要を理解する。
・ 現生生物の共通祖先につい
て，推測される特徴を理解する。

・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
ことを理解している。
・すべての生物は共通した特徴をもつこと
を理解している。
・顕微鏡の扱い方，観察材料に応じたプレ
パラートの作成法を習得している。（Ａ）
・観察結果をレポートなどにまとめること
ができる。（観察１）
・観察結果などから，仮説は正しいといえ
るか論理的に説明できる。(観察１)
・すべての生物にみられる特徴について説
明できる。（Ｂ）
・観察結果をレポートなどにまとめ，積極
的に他の人に説明しようとしている。（観
察１）
・ 脊椎動物の系統樹から，生物に共通して
みられる特徴と，その由来について積極的
に説明しようとしている。（資料１）
（Ｃ）

第1章　生物の特徴
１．生物の共通性
①生物にみられる共通性

②生物の共通性の由来

③細胞構造の共通性

１．生物の共通性
①生物にみられる共通性
観察１　さまざまな生物の観察
②生物の共通性の由来
資料１　生物の共通性の由来を考えよう
③細胞構造の共通性

・ 光エネルギーがなければ植物
は生育し続けることができないこ
とを示した資料から，生命活動に
エネルギーが必要であることを理
解する。
・ 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。
・ 代謝におけるATPの役割を資料
から読み取ることができる。
・ 酵素の基本的な特徴について
理解する。
・ 肝臓片に含まれるカタラーゼ
を用いて実験を行い，酵素の触媒
作用を確認する。
・ 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。

・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
ることを理解している。
・酵素の特徴を理解している。
・体内の複雑な反応は，酵素が存在するこ
とで円滑に進行することを理解している。
・光合成と呼吸では，共にATPの合成が行わ
れていることを理解している。(A)
・代謝とは何か説明できる。
・体内でATPがどのようにしてエネルギーの
受け渡しを行っているか説明できる。
・酵素の特徴を説明できる。(B) ・生命活
動にはエネルギーが必要であることを示す
資料を積極的に読み取ろうとしている。
・代謝におけるATPの役割について，資料か
らわかることを積極的に説明しようとして
いる。(C)

２．生物とエネルギー
①エネルギーと代謝

②代謝とATP

③代謝と酵素

④光合成と呼吸

２．生物とエネルギー
①エネルギーと代謝
②代謝とATP
資料２　ATPの役割について考えよう
③代謝と酵素
実験２　カタラーゼの働き
④光合成と呼吸

令和　４　年度

単位数
／配当時数 児童生徒

2/74 高等部１年

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：Ａ(知・技)知識・技能　　 Ｂ(思･判･表)思考･判断・表現　　         Ｃ(主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）
　生物や生物現象についての理解を深め，科学的に探究するために必要な観察，実験などに関する技能を身に付けている。
(思判表力)
　自然の事物・現象の中に問題を見いだし，見通しをもって観察，実験などを行い，科学的に探究する力を身に付けている。
(学･人)
  自然の事物・現象に主体的に関わり，科学的に探究しようとする態度を身に付けている。

1
学
期

23



・ 遺伝子とDNAと染色体の関係に
ついて理解する。
・ 身近な材料を用いて，DNAを抽
出する。
・ DNAの塩基の相補的な結合を示
した資料から，DNAの構造の特徴
を見いだし，DNAの基本的な構造
を理解する。
・ 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。
・ 細胞の分裂の各過程で起こる
現象を理解する。
・ タマネギの根端を用いて，細
胞分裂の各段階を観察する。ま
た，結果から，細胞周期の各時期
にかかる時間を推測できる

・遺伝子とDNAと染色体の関係について理解
している。
・身近な生物材料からDNAを抽出する方法を
習得している。（実験３）
・二重らせん構造や，塩基の相補性などの
DNAの構造の特徴を理解している。(A)
・遺伝子とDNAと染色体の関係を説明でき
る。
・資料から，DNAにみられる構造の特徴を読
み取り，DNAの塩基の相補性とDNAの構造と
の関連について説明できる。（資料３）
・遺伝情報の違いはDNAの何に由来するかを
説明できる。(B)         ・タマネギの根
端を用いて，細胞分裂の各段階を観察し，
その結果から，細胞周期の各時期にかかる
時間を推測できる。・DNAの複製について，
資料から読み取れることを積極的に説明し
ようとしている。（資料４）
・DNAの分子モデルを用いた半保存的複製の
再現に，積極的に取り組んでいる。（演習
１）
・タマネギの根端を用いた細胞分裂の観察
に積極的に取り組んでいる。（観察４）(C)

１．遺伝情報とDNA
①染色体・DNA・遺伝子

②DNAの構造

③DNAの複製

④DNAの分配

１．遺伝情報とDNA
①染色体・DNA・遺伝子
実験３　DNAの抽出
②DNAの構造
資料３　DNAの塩基どうしの結合にみられる特
徴を考えよう
③DNAの複製
資料４　同じ塩基配列のDNAができるしくみを
考えよう
演習１　DNA模型を用いた半保存的複製の再現
④DNAの分配
観察４　細胞周期の観察

・ 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。　　　　　・ 運動前後
の心拍数の変化を測定する実験か
ら，からだには体内環境の変化を
情報として伝達するしくみがある
ことを見いだし，体内における情
報の伝達の概要を理解する。
・ 脳幹の働きと，脳死がどのよ
うな状態であるのかについて理解
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。
・ 心臓の拍動数が意思とは無関
係に調節されていることを理解す
る。

・体液の種類と関係について理解してい
る。
・赤血球，白血球，血小板，血しょうの特
徴や働きを理解している。
・ヒトの神経系の種類を理解している。
・脳の各部位の働きと脳死・植物状態の関
係について理解している。
・交感神経と副交感神経の分布と働きを理
解している。（Ａ）　　・運動前後の心拍
数の変化を測定する実験から，からだには
体内環境の変化を情報として，組織や器官
の間で受け渡しするしくみがあることに気
づく。（実験５）
・運動を行うと，直接運動に関わらない心
臓の拍動数が変化する理由を説明できる。
・体内環境の調節において，中枢神経系と
自律神経系がどのように働くかを説明でき
る。（Ｂ）　　・運動前後の心拍数の変化
を測定する実験に積極的に取り組み，体内
における情報伝達のしくみを理解しようと
する。（実験５）（Ｃ）

１．からだの調節と情報
の伝達
①恒常性と情報の伝達

②神経系
③自律神経系の働き
④ホルモンの働き
⑤血糖濃度の調節

⑥体温の調節
⑦からだの調節と血液の
働き

第３章　ヒトのからだの調節
１．からだの調節と情報の伝達
①恒常性と情報の伝達
実験５　運動による心臓の拍動数の変化
②神経系
③自律神経系の働き
④ホルモンの働き
⑤血糖濃度の調節
資料６　血糖濃度調節のしくみを考えよう
⑥体温の調節
⑦からだの調節と血液の働き

２
学
期

25

・ 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。
・ タンパク質は，多数のアミノ
酸が鎖状につながってできたもの
であることを理解する。
・ DNAの塩基配列と，その配列で
決定されるアミノ酸配列を示した
資料から，この2つの配列の関係
について考察し，3つの塩基の並
び（コドン）が1つのアミノ酸に
対応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）という流れを理解する。
・ 遺伝暗号表をもとに，ある
mRNAが指定するアミノ酸配列を考
察できる。
・ 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いる
のではなく，細胞によって発現す
る遺伝子が異なっていることを理
解する。

タンパク質はアミノ酸が多数結合したもの
であることを理解している。
・RNAとDNAの構造の違いを理解している。
・転写と翻訳の過程の概略を理解してい
る。
・ゲノムの概念を理解している。(A)
・タンパク質の種類はアミノ酸の何によっ
て決まるか説明できる。
・資料から，3つの塩基の並び（コドン）が
1つのアミノ酸に対応していることを読み取
ることができる。（資料５）
・遺伝子として働く部分のDNAの塩基配列
と，アミノ酸配列の関係について説明でき
る。（Ｂ）　　　・塩基配列とアミノ酸配
列の関係を，資料から積極的に読み取ろう
としている。（資料５）
・遺伝暗号表をもとに，例示されたmRNAが
指定するアミノ酸配列を正確に読み取ろう
としている。（演習２）（Ｃ）

２．遺伝情報とタンパク
質の合成
①タンパク質の構造と働
き

②遺伝子の発現とタンパ
ク質合成（１）

③遺伝子の発現とタンパ
ク質合成（２）

④細胞と遺伝子の働き

２．遺伝情報とタンパク質の合成
①タンパク質の構造と働き
②遺伝子の発現とタンパク質合成
（１）資料５
DNAの塩基配列とタンパク質のアミノ酸配列の
関係を考えよう
③遺伝子の発現とタンパク質合成
（２）演習２
　塩基配列からアミノ酸配列を読み取ろう
④細胞と遺伝子の働き



・ 皮膚や粘膜による生体防御に
ついて理解する。
・ 好中球の存在下における細菌
数の減少を示した資料や，好中球
が細菌を取り込むようすを撮影し
た資料から，白血球が体内でどの
ような働きをしているかに気づ
き，白血球の役割について理解を
深める。
・ 免疫を担う細胞や器官の種類
と働きの概要を理解する。
・ 自然免疫のしくみを理解す
る。
・ 獲得免疫は自然免疫によって
誘導されることを理解する。
・ 獲得免疫による病原体排除の
流れを理解する。
・ 抗体の特徴について理解す
る。
・ 獲得免疫が病原体にのみ反応
を起こすしくみを理解する。

・生体防御には，皮膚などによる防御と免
疫があることを理解している。
・白血球の食作用について理解している。
・免疫には，さまざまな免疫細胞が関与す
ることを理解している。
・自然免疫のしくみを理解している。
・抗体が特定の抗原と結合し，抗原抗体反
応を起こすことを理解している。（Ａ）
資料から，好中球が食作用によって細菌を
体内から排除していることに気づく。（資
料７）
・白血球の食作用について説明できる。
・自然免疫によって炎症が起こる流れにつ
いて説明できる。
・獲得免疫の一次応答の過程を説明でき
る。（Ｂ）　　　　　　　・好中球が食作
用によって細菌を体内から排除しているこ
とを，２つの資料から積極的に読み取ろう
としている。（資料７）
・二次応答によって同じ感染症にかかりに
くいことを資料から読み取り，積極的に説
明しようとしている。

２．免疫
①病原体からからだを守
るしくみ
②自然免疫
③獲得免疫のしくみ
④獲得免疫の特徴

⑤免疫と疾病
⑥免疫と医療

２．免疫
①病原体からからだを守るしくみ
資料７　資料から白血球の働きを考えよう
②自然免疫
③獲得免疫のしくみ
④獲得免疫の特徴
資料８　病原体の侵入と抗体をつくる量につ
いて考えよう
⑤免疫と疾病
⑥免疫と医療

・ 植生は，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。
・ 森林には階層構造がみられ，
階層によって光などの環境が異な
ることを理解する。
・ 光の強さと光合成速度の関係
を，グラフを通じて理解する。
・ 陽生植物，陰生植物の光合成
速度の特徴を理解する。
・ 森林の土壌の特徴を理解す
る。
・ 植生は不変ではなく，遷移し
ていることを理解する。
・ 伊豆大島で行われた，溶岩の
噴出年代が異なる地点の植生・環
境調査の結果をもとに，遷移の進
む要因を考察する。

・植生，相観，優占種について理解してい
る。
・森林は，いくつかの階層に分けられ，林
冠，林床が存在することを理解している。
・光補償点，光飽和点がどのような光の強
さであるか理解している。
・陽生植物や陰生植物，陽樹と陰樹の特徴
を理解している。
・土壌の構造を理解している。・ 伊豆大島
で行われた，溶岩の噴出年代が異なる地点
の植生・環境調査の結果をもとに，遷移の
進む要因を考察する。（Ａ）
・陸上でみられる3つの相観の特徴について
説明できる。
・陽生植物と陰生植物の特徴について，光
補償点と光飽和点に関連づけて説明でき
る。
・伊豆大島における，溶岩の噴出年代が異
なる地点の植生・環境調査の結果をもと
に，遷移の進行が光環境と土壌の状態に左
右されることを考察できる。（Ｂ）
・伊豆大島における，溶岩の噴出年代が異
なる地点の植生・環境調査の結果からわか
ることを読み取り，積極的に説明しようと
している。（Ｃ）

第4章　生物の多様性と
生態系
１．植生と遷移

①さまざまな植生

②植物と環境

③植生の遷移と環境

④植生の破壊と遷移

第４章　生物の多様性と生態系
１．植生と遷移
①さまざまな植生
②植物と環境
③植生の遷移と環境
資料９　遷移の要因を読み取ろう
④植生の破壊と遷移

年
間
を
と
お
し
て

9 ・日常生活と関連づけながら，自
然界のつり合いについて理解し，
観察，実験などに関する技能を身
につける。（知識・技能）
・科学的に探究しようとする態度
と，自然環境の保全に寄与する態
度を養う（主体的に学習に取り組
む態度）

・沖縄の自然について自ら調べる事ができ
る。

・器具を使い実物の観察・実験することが
できる。
・科学関係の時事的な事柄をいろいろなメ
ディアを用いて知る事ができる）

・科学に関する疑問を解決する方法を知る
事ができる

①沖縄の自然

②科学のニュース

③中学校の復習

①ホタルの観察

②沖縄の季節変化（校外学習）

③沖縄のいきもの

④ICT機器を用いた博物館との授業

⑤新聞・雑誌・ネット情報の見方

17 ⑤遷移とバイオーム
資料10　バイオームの分布を決める要因を考
えよう(1)
資料11　バイオームの分布を決める要因を考
えよう(2)
⑥日本のバイオームと気候

留意点
引継ぎ等

３
学
期

・ バイオームの概念を理解し，
陸上にはその地域に生育する植物
を基盤としたさまざまなバイオー
ムが成立することを理解する。
・ 現存するバイオームと，その
地域における気温や降水量の分布
を対応させた資料から，環境条件
によって，遷移の結果として森林
や草原，荒原など多様なバイオー
ムがみられることを理解する。
・ 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。
・ 日本におけるバイオームの水
平分布と垂直分布を理解し，各バ
イオームの特徴的な植物種を理解
する。

・バイオームの概念を理解している。
・年平均気温と年降水量は，それぞれの地
域のバイオームを決める重要な要因となっ
ていることを理解している。
・森林には，熱帯・亜熱帯多雨林，雨緑樹
林，硬葉樹林，照葉樹林，夏緑樹林，針葉
樹林がみられることや，それぞれの特徴を
理解している。
・草原には，サバンナやステップがみられ
ることや，それぞれの特徴を理解してい
る。
・荒原には，砂漠やツンドラがみられるこ
とや，それぞれの特徴を理解している。
・日本の降水量と気温から，日本では気温
によってバイオームが異なることを理解し
ている。
・日本の水平分布のようすと，本州中部の
垂直分布のようすを理解している。また，
各バイオームの特徴を理解している。Ａ）
世界でみられる草原や荒原が森林へ遷移す
ることなく長期間維持されている要因とし
て，その地域の年降水量や年平均気温など
が関係していることを，読み取ることがで
きる
世界のバイオームと年降水量，年平均気温
を示したグラフを読み取ることができる。
・世界各地で長期間維持されている荒原や
草原が，森林まで遷移しない理由を，気候
と関連づけて説明できる。
・日本において，水平分布と垂直分布にバ
イオームが変化する理由を説明できる。
（Ｂ）
バイオームの分布を決める要因を資料から
積極的に読み取ろうとしている。（Ｃ）

⑤遷移とバイオーム

⑥日本のバイオームと気
候



高等部　1年（Ⅰ課程Bグループ）　保健体育科　体育　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

現代高等保健体育(大修館書店）

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

(知及技）体を動かす楽しさや心
地よさを味わい，運動を継続する
意義，体の構造，運動の原則など
を理解するとともに，健康の保持
増進や体力の向上を目指し，目的
に適した運動の計画を立て取り組
むこと。(中3高1程度)
(思判表力)自己や仲間の課題を発
見し，合理的な解決に向けて運動
の取り組み方を工夫するととも
に，自己や仲間の考えたことを他
者に伝えること。(中3高1程度)
(学･人)体つくり運動に自主的に
取り組むとともに，互いに助け合
い教え合おうとすること，一人一
人の違いに応じた動きなどを大切
にしようとすること，話合いに貢
献しようとすることなどや，健
康・安全を確保すること。(中3高
1程度)

(知・技）・定期的・計画的に運
動を継続することは，心身の健
康，健康や体力の保持増進につな
がる意義があることを言ったり書
き出したりしている。・仲間と協
力して課題を達成するなど，集団
で挑戦するような運動を行うこと
を通して，気付いたり関わり合っ
たりすることができる。
(思･判･表)ねらいや体力の程度を
踏まえ，自己や仲間の課題に応じ
た強度，時間，回数，頻度を設定
している。
(主学)体つくり運動に自主的に取
り組もうとしている。

体つくり運動 ＜例示＞体ほぐしの運動
・ のびのびとした動作で用具などを用いた運動
を行うことを通して，気付いたり関わり合ったり
すること。
・ 仲間と協力して課題を達成するなど，集団で
挑戦するような運動を行うことを通して，気付い
たり関わり合ったりすること。
〈実生活に生かす運動の計画の行い方の例〉
○ 健康に生活するための体力の向上を図る運動
の計画と実践
・ 運動不足の解消や体調維持のために，食事や
睡眠などの生活習慣の改善も含め，休憩時間や家
庭などで日常的に行うことができるよう効率のよ
い組合せやバランスのよい組合せで運動の計画を
立てて取り組むこと。

(知及技）記録の向上や競争の楽
しさや喜びを味わい，技術の名称
や行い方，体力の高め方，運動観
察の方法などを理解するととも
に，各種目特有の技能を身に付け
ること。(中3高1程度)
(思判表力)動きなどの自己や仲間
の課題を発見し，合理的な解決に
向けて運動の取り組み方を工夫す
るとともに，自己の考えたことを
他者に伝えること。(中3高1程度)
(学･人)陸上競技に自主的に取り
組むとともに，勝敗などを冷静に
受け止め，ルールやマナーを大切
にしようとすること，自己の責任
を果たそうとすること，一人一人
の違いに応じた課題や挑戦を大切
にしようとすることなどや，健
康・安全を確保すること。(中3高
1程度)

(知・技）・陸上競技の各種目に
おいて用いられる技術の名称があ
り，それぞれの技術には，記録の
向上につながる重要な動きのポイ
ントがあることについて、学習し
た具体例を挙げている。・後半で
スピードが著しく低下しないよ
う，力みのないリズミカルな動
きで走ることができる。
(思･判･表) ルールを守り競争し
たり勝敗を受け入れたりする場面
で，よりよいマナーや行為につい
て，自己の活動を振り返ってい
る。
(主学) 一人一人の違いに応じた
課題や挑戦を大切にしようとして
いる。

陸上競技 ○短距離走・リレー
・短距離走で 100〜200 m 程度，リレーでは一人
50〜100 m 程度
・スタートダッシュでは地面を力強くキックし
て，徐々に上体を起こしていき加速すること。
・後半でスピードが著しく低下しないよう，力み
のないリズミカルな動きで走ること。
○走り幅跳び
・スピードに乗った助走から力強く踏み切って跳
ぶこと，
・踏み切り前３〜４歩からリズムアップして踏み
切りに移ること。

(知及技）記録の向上や競争の楽
しさや喜びを味わい，技術の名称
や行い方，体力の高め方，運動観
察の方法などを理解するととも
に，効率的に泳ぐこと。(中3高1
程度)
(思判表力)泳法などの自己や仲間
の課題を発見し，合理的な解決に
向けて運動の取り組み方を工夫す
るとともに，自己の考えたことを
他者に伝えること。(中3高1程度)
(学･人)水泳に自主的に取り組む
とともに，勝敗などを冷静に受け
止め，ルールやマナーを大切にし
ようとすること，自己の責任を果
たそうとすること，一人一人の違
いに応じた課題や挑戦を大切にし
ようとすることなどや，水泳の事
故防止に関する心得を遵守するな
ど健康・安全を確保すること。
(中3高1程度)

(知・技）・水泳の各種目で用い
られる技術の名称があり，それぞ
れの技術には，効率的に泳ぐため
のポイントがあることについて、
学習した具体例を挙げている。・
泳ぎの速さに応じて，顔を横に向
ける大きさを調節して呼吸動作を
行うことができる。
(思･判･表)自己や仲間の技術的な
課題やその課題解決に有効な練習
方法の選択について，自己の考え
を伝えている。
(主学)水の事故防止の心得を遵守
するなど健康・安全を確保しよう
としている。

水泳 ア　クロール　50～200m程度
・ 水面上の腕は，ローリングの動きに合わせて
リラックスして前方へ動かすこと。
イ　平泳ぎ　50～200m程度
・ 肩より前で，両手で逆ハート型を描くように
強くかくこと。
・ プルのかき終わりに合わせて顔を水面上に出
して呼吸を行い，キックの蹴り終わりに合わせて
伸び（グライド）をとり，１回のストロークで大
きく進むこと。

令和　4　年度

単位数
／配当時数 児童生徒

2/74 高等部１年

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）
運動の合理的な実践を通して，運動の楽しさや喜びを味わい，生涯にわたって運動を豊かに実践することができるよ
うにするため，運動，体力の必要性について理解するとともに，基本的な技能を身に付けるようにする。(中3高1程
度)
(思判表力)
運動についての自己や仲間の課題を発見し，合理的な解決に向けて思考し判断するとともに，自己や仲間の考えたこ
とを他者に伝える力を養う。(中3高1程度)
(学･人)
運動における競争や協働の経験を通して，公正に取り組む，互いに協力する，自己の責任を果たす，参画する，一人
一人の違いを大切にしようとするなどの意欲を育てるとともに，健康・安全を確保して，生涯にわたって運動に親し
む態度を養う。(中3高1程度)

1
学
期
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(知及技）スポーツの文化的特性
や現代のスポーツの発展について
理解すること。(中3高1程度)
(思判表力)スポーツの文化的特性
や現代のスポーツの発展につい
て，自己の課題を発見し，よりよ
い解決に向けて思考し判断すると
ともに他者に伝えること。(中3高
1程度)
(学･人)スポーツの文化的特性や
現代のスポーツの発展についての
学習に自主的に取り組むこと。
(中3高1程度)

(知・技）近年では，我が国から
世界に普及し，発展しているス
ポーツがあり，日本の文化の発信
に貢献していることについて，理
解したことを言ったり書いたりし
ている。
(思･判･表)スポーツの歴史的発展
と多様な変化や現代のスポーツの
意義や価値について，事実や理念
を整理したり，自己のスポーツへ
の関わりを見いだしたりして，自
己や社会にスポーツがもたらす影
響について課題を発見している。
(主学)スポーツの文化的特性や現
代スポーツの発展についての学習
に，主体的に取り組もうとしてい
る。

体育理論（スポーツの発祥
と発展）

１ スポーツの始まりと変遷
・スポーツがどのように始まったのかを説明でき
る。
２ 文化としてのスポーツ
・運動との比較から文化としてのスポーツの特徴
を説明できる。

２
学
期

(知及技）勝敗を競う楽しさや喜
びを味わい，技術の名称や行い
方，体力の高め方，運動観察の方
法などを理解するとともに，作戦
に応じた技能で仲間と連携しゲー
ムを展開すること。(中3高1程度)
(思判表力)攻防などの自己やチー
ムの課題を発見し，合理的な解決
に向けて運動の取り組み方を工夫
するとともに，自己や仲間の考え
たことを他者に伝えること。(中3
高1程度)
(学･人)球技に自主的に取り組む
とともに，フェアなプレイを大切
にしようとすること，作戦などに
ついての話合いに貢献しようとす
ること，一人一人の違いに応じた
プレイなどを大切にしようとする
こと，互いに助け合い教え合おう
とすることなどや，健康・安全を
確保すること。(中3高1程度)

(知・技）・戦術や作戦に応じ
て，技能をゲーム中に適切に発揮
することが攻防のポイントである
ことについて、言ったり書き出し
たりしている。・ゴールの枠内に
シュートをコントロールすること
ができる。
(思･判･表)選択した運動につい
て，合理的な動きと自己や仲間の
動きを比較して，成果や改善すべ
きポイントとその理由を仲間に伝
えている。
(主学)相手を尊重するなどのフェ
アなプレイを大切にしようとして
いる。

球技 ○ゴール型
・ ゴールの枠内にシュートをコントロールする
こと。
・ 味方が操作しやすいパスを送ること。
・ 守備者とボールの間に自分の体を入れてボー
ルをキープすること。

(知及技）感じを込めて踊った
り，みんなで自由に踊ったりす
る楽しさや喜びを味わい，ダン
スの名称や用語，踊りの特徴と
表現の仕方，交流や発表の仕
方，運動観察の方法，体力の高
め方などを理解するとともに，
イメージを深めた表現や踊りを
通した交流や発表をすること。
(中3高1程度)
(思判表力)表現などの自己や仲
間の課題を発見し，合理的な解
決に向けて運動の取り組み方を
工夫するとともに，自己の考え
たことを他者に伝えること。
(中3高1程度)
(学･人)ダンスに自主的に取り
組むとともに，互いに助け合い
教え合おうとすること，作品や
発表などの話合いに貢献しよう
とすること，一人一人の違いに
応じた表現や役割を大切にしよ
うとすることなどや，健康・安
全を確保すること。(中3高1程
度)

(知・技）・ダンスで用いられ
る身体運動や作品創作に用いら
れる名称や用語などを、言った
り書き出したりしている。・ス
テップや動き方，音楽，小道
具，地域などの踊りに見られる
特有の動きなどの異なった特徴
を捉えることができる。
(思･判･表)体力の程度や性別等
の違いを踏まえて，仲間ととも
に楽しむための表現や交流を行
う方法を見付け，仲間に伝えて
いる。
(主学)一人一人の違いに応じた
表現や交流の仕方などを大切に
しようとしている。

ダンス イ　フォークダンス
＜エイサー＞
・ステップや動き方，音楽，小道具，地域な
どの踊りに見られる特有の動きなどの異なっ
た特徴を捉える。

(知及技）スポーツの文化的特性
や現代のスポーツの発展について
理解すること。(中3高1程度)
(思判表力)スポーツの文化的特性
や現代のスポーツの発展につい
て，自己の課題を発見し，よりよ
い解決に向けて思考し判断すると
ともに他者に伝えること。(中3高
1程度)
(学･人)スポーツの文化的特性や
現代のスポーツの発展についての
学習に自主的に取り組むこと。
(中3高1程度)

(知・技）現代のスポーツは，国
際親善や世界平和に大きな役割を
果たしており，その代表的なもの
にオリンピックやパラリンピック
等の国際大会があることについ
て，理解したことを言ったり書い
たりしている。
(思･判･表)スポーツの経済的効果
が環境や社会へもたらす影響につ
いて，習得した知識を基に，持続
可能なスポーツの発展のための課
題の解決に向けて，自己の提案を
言葉や文章などを通して他者に伝
えている。
(主学)スポーツの文化的特性や現
代スポーツの発展についての学習
に，主体的に取り組もうとしてい
る。

体育理論（スポーツの発祥
と発展）

３ オリンピックとパラリンピックの意義
・オリンピズムとオリンピックの価値について説
明できる。
４ スポーツが経済に及ぼす効果
・スポーツにかかわる業種について例をあげて説
明できる。
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(知及技）勝敗を競う楽しさや喜
びを味わい，技術の名称や行い
方，体力の高め方，運動観察の方
法などを理解するとともに，作戦
に応じた技能で仲間と連携しゲー
ムを展開すること。(中3高1程度)
(思判表力)攻防などの自己やチー
ムの課題を発見し，合理的な解決
に向けて運動の取り組み方を工夫
するとともに，自己や仲間の考え
たことを他者に伝えること。(中3
高1程度)
(学･人)球技に自主的に取り組む
とともに，フェアなプレイを大切
にしようとすること，作戦などに
ついての話合いに貢献しようとす
ること，一人一人の違いに応じた
プレイなどを大切にしようとする
こと，互いに助け合い教え合おう
とすることなどや，健康・安全を
確保すること。(中3高1程度)

(知・技）・練習やゲーム中の技
能を観察したり分析したりするた
めに、自己観察や他者観察などを
行っている。・ボールを相手側の
コートの空いた場所やねらった場
所に打ち返すことができる。
(思･判･表)球技の学習成果を踏ま
えて，自己に適した「する，み
る，支える，知る」などの運動を
継続して楽しむための関わり方を
見付けている。
(主学)互いに練習相手になったり
仲間に助言したりして，互いに助
け合い教え合おうとしている。

球技 ○ネット型
・ サービスでは，ボールをねらった場所に打つ
こと。
・ 腕やラケットを強く振って，ネットより高い
位置から相手側のコートに打ち込むこと。
・ ポジションの役割に応じて，拾ったりつない
だり打ち返したりすること。

(知及技）スポーツの文化的特性
や現代のスポーツの発展について
理解すること。(中3高1程度)
(思判表力)スポーツの文化的特性
や現代のスポーツの発展につい
て，自己の課題を発見し，よりよ
い解決に向けて思考し判断すると
ともに他者に伝えること。(中3高
1程度)
(学･人)スポーツの文化的特性や
現代のスポーツの発展についての
学習に自主的に取り組むこと。
(中3高1程度)

(知・技）スポーツに関わる人々
の増加は，例えば，地域の人々の
生活や社会環境にも様々な影響を
もたらすようになっていることに
ついて，理解したことを言ったり
書いたりしている。
(思･判･表)スポーツの高潔さやス
ポーツが環境や社会へもたらす影
響について，習得した知識を基
に，持続可能なスポーツの発展の
ための課題の解決に向けて，自己
の提案を言葉や文章などを通して
他者に伝えている。
(主学)スポーツの文化的特性や現
代スポーツの発展についての学習
に，主体的に取り組もうとしてい
る。

体育理論（スポーツの発祥
と発展）

５ スポーツの高潔さとドーピング
・ドーピングがなぜスポーツを破壊する行為にな
るのかを具体的に説明できる。
６ スポーツと環境
・スポーツは環境とどのように調和していけばよ
いのか説明できる。

留意点
引継ぎ等

・体育は2学年かけて指導する教科であるため、学習指導要領に則り目標を(中3高1程度)と記載している。
・体つくり運動は年間を通して行う。

３
学
期
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 高等部　１年（Ⅰ課程Bグループ）　保健体育科　保健　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

現代高等保健体育(大修館書店）

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

1
学
期

13 (知及技）・国民の健康課題や健康の
考え方は，国民の健康水準の向上や疾
病構造の変化に伴って変わってきてい
ること。また，健康は，様々な要因の
影響を受けながら，主体と環境の相互
作用の下に成り立っていること。・健
康の保持増進と生活習慣病などの予防
と回復には，運動，食事，休養及び睡
眠の調和のとれた生活の実践や疾病の
早期発見，及び社会的な対策が必要で
あること。(高1程度)
(思判表力)現代社会と健康について，
課題を発見し，健康や安全に関する原
則や概念に着目して解決の方法を思考
し判断するとともに，それらを表現す
ること。(高1程度)
(学･人)現代社会と健康について，課
題の解決に向けた学習に主体的に取り
組むこと。(高1程度)

(知・技）・健康水準の向上，疾病構
造の変化に伴い，個人や集団の健康に
ついての考え方も変化してきているこ
とについて，理解したことを言ったり
書いたりしている。・生活習慣病など
の予防と回復には，個人の取組ととも
に，健康診断やがん検診の普及，正し
い情報の発信など社会的な対策が必要
であることについて，理解したことを
言ったり書いたりしている。
(思･判･表)・健康の考え方や、生活習
慣病などの予防と回復について，健康
に関わる原則や概念を基に整理した
り，個人及び社会生活と関連付けたり
して，自他や社会の課題を発見してい
る。
(主学)健康の考え方や、生活習慣病と
その予防について，課題の解決に向け
た学習に主体的に取り組もうとしてい
る。

1単元　現代社会と健康 1  健康の考え方と成り立ち
2  私たちの健康のすがた
3  生活習慣病の予防と回復
4  がんの原因と予防
5  がんの治療と回復
6  運動と健康
7  食事と健康
8  休養･睡眠と健康

２
学
期

14 (知及技）・喫煙と飲酒は，生活習慣
病などの要因になること。また，薬物
乱用は，心身の健康や社会に深刻な影
響を与えることから行ってはならない
こと。それらの対策には，個人や社会
環境への対策が必要であること。・精
神疾患の予防と回復には，運動，食
事，休養及び睡眠の調和のとれた生活
を実践するとともに，心身の不調に気
付くことが重要であること。また，疾
病の早期発見及び社会的な対策が必要
であること。・感染症の発生や流行に
は，時代や地域によって違いがみられ
ること。その予防には，個人の取組及
び社会的な対策を行う必要があるこ
と。(高1程度)
(思判表力)現代社会と健康について，
課題を発見し，健康や安全に関する原
則や概念に着目して解決の方法を思考
し判断するとともに，それらを表現す
ること。(高1程度)
(学･人)現代社会と健康について，課
題の解決に向けた学習に主体的に取り
組むこと。(高1程度)

(知・技）・喫煙や飲酒による健康課題を
防止するには，正しい知識の普及，健全な
価値観の育成などの個人への働きかけ，及
び法的な整備も含めた社会環境への適切な
対策が必要であることについて，理解した
ことを言ったり書いたりしている。・精神
疾患の予防と回復には，身体の健康と同じ
く，適切な運動，食事，休養及び睡眠な
ど，調和のとれた生活を実践すること，早
期に心身の不調に気付くこと，心身に起
こった反応については体ほぐしの運動など
のリラクセーションの方法でストレスを緩
和することなどが重要であることについ
て，理解したことを言ったり書いたりして
いる。・感染症は，時代や地域によって自
然環境や社会環境の影響を受け，発生や流
行に違いが見られることについて，理解し
たことを言ったり書いたりしている。
(思･判･表)・喫煙，飲酒，薬物乱用の防
止や、精神疾患の予防と回復や、感染症と
その予防について，自他や社会の課題の解
決方法と，それを選択した理由などを話し
合ったり，ノートなどに記述したりして，
筋道を立てて説明している。
(主学)喫煙，飲酒，薬物乱用の防止や、
精神疾患の予防と回復や、感染症とその予
防について，課題の解決に向けた学習に主
体的に取り組もうとしている。

1単元　現代社会と健康 9  喫煙と健康
10 飲酒と健康
11 薬物乱用と健康
12 精神疾患の特徴
13 精神疾患の予防
14 精神疾患からの回復
15 現代の感染症
16 感染症の予防
17 性感染症・エイズとその予防

令和　４　年度

単位数
／配当時数 児童生徒

1/37 高等部　1年

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）
個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるとともに，技能を身に付けるようにする。(高1～高3程
度)
(思判表力)
健康についての自他や社会の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて思考し判断するとともに，目的や状況に
応じて他者に伝える力を養う。(高1～高3程度)
(学･人)
生涯を通じて自他の健康の保持増進やそれを支える環境づくりを目指し，明るく豊かで活力ある生活を営む態度を養
う。(高1～高3程度)



(知及技）・健康の保持増進には，ヘ
ルスプロモーションの考え方を踏まえ
た個人の適切な意思決定や行動選択及
び環境づくりが関わること。(高1程
度)
(思判表力)現代社会と健康について，
課題を発見し，健康や安全に関する原
則や概念に着目して解決の方法を思考
し判断するとともに，それらを表現す
ること。(高1程度)
(学･人)現代社会と健康について，課
題の解決に向けた学習に主体的に取り
組むこと。(高1程度)

(知・技）・健康を保持増進するに
は，ヘルスプロモーションの考え方に
基づき，適切な意思決定や行動選択に
より，疾病等のリスクを軽減すること
を含め，自らの健康を適切に管理する
ことが必要であるとともに，環境づく
りが重要であることについて，理解し
たことを言ったり書いたりしてい
る。・適切な意思決定や行動選択に
は，個人の知識，価値観，心理状態，
及び人間関係などを含む社会環境が関
連していることについて，理解したこ
とを言ったり書いたりしている。
(思･判･表)・国民の健康課題につい
て，我が国の健康水準の向上や疾病構
造の変化に関するデータや資料に基づ
いて分析し，生活の質の向上に向けた
課題解決の方法をヘルスプロモーショ
ンの考え方を踏まえて整理している。
(主学)健康の考え方について，課題の
解決に向けた学習に主体的に取り組も
うとしている。

1単元　現代社会と健康 18 健康に関する意思決定・行動選択
19 健康に関する環境づくり

(知及技）・安全な社会づくりには，
環境の整備とそれに応じた個人の取組
が必要であること。・適切な応急手当
は，傷害や疾病の悪化を軽減できるこ
と。応急手当には，正しい手順や方法
があること。(高1程度)
(思判表力)安全な社会生活について，
安全に関する原則や概念に着目して危
険の予測やその回避の方法を考え，そ
れらを表現すること。(高1程度)
(学･人)安全な社会生活について，課
題の解決に向けた学習に主体的に取り
組むこと。(高1程度)

(知・技）・事故は，地域，職場，家
庭，学校など様々な場面において発生
していること，事故の発生には，周り
の状況の把握及び判断，行動や心理な
どの人的要因，気象条件，施設・設
備，車両，法令，制度，情報体制など
の環境要因などが関連していることに
ついて，理解したことを言ったり書い
たりしている。・心肺停止状態におい
ては，急速に回復の可能性が失われつ
つあり，速やかな気道確保，人工呼
吸，胸骨圧迫，AED（自動体外式除細
動器）の使用などが必要であること，
及び方法や手順について，実習を通し
て理解したことを言ったり書いたり
し，AED などを用いて心肺蘇生法がで
きる。
(思･判･表)・交通安全について，習得
した知識を基に，事故につながる危険
を予測し回避するための自他や社会の
取組を評価している。
(主学)安全な社会づくりや、応急手当
について，課題の解決に向けた学習に
主体的に取り組もうとしている。

２単元　安全な社会生活 1  事故の現状と発生要因
2  安全な社会の形成
3  交通における安全
4  応急手当の意義とその基本
5  日常的な応急手当
6  心肺蘇生法

３
学
期
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留意点
引継ぎ等



高等部　１年（Ⅰ課程Ｂ）　音楽科　音楽表現　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

MOUSA 　教育芸術社

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

(知)(思)
声やさまざまな楽器が生み出す
響きやその特徴が，どのような
要素やそれらの働きによっても
たらされているのかを探るとと
もに，音楽のよさや美しさを味
わう。

(知識・技能） 曲想や表現上の
効果と音楽の構造との関わり，
及び音楽の特徴と文化的・歴史
的背景，他の芸術との関わりに
ついて理解している。
(思・判・表）音色，リズム，
速度，旋律，テクスチュア，強
弱，形式，構成を知覚し，それ
らの働きを感受しながら，知覚
したことと感受したこととの関
わりについて考えるとともに，
曲や演奏に対する評価とその根
拠について考え，音楽のよさや
美しさを自ら味わって聴いてい
る。

組曲《動物の謝肉祭》
交響曲第9番《合唱付
き》から第４楽章
バレエ音楽《火の鳥》組
曲
「西洋音楽の流れ」「/
オーケストラを知ろう」

音楽を形づくっている
要素に注目して，曲のよ
さや美しさを探ろう

・音楽を形づくっている要素や要素同士の関
連を知覚し，それらの働きに注目しながら鑑
賞する
・ 曲想や表現上の効果と音楽の構造との関わ
りについて意見を交換し理解を深める
・ 曲や演奏に対する評価とその根拠を述べ合
う

曲想や表現上の効果と音楽の構
造との関わり，音楽の特徴と文
化的・歴史的背景との関わりを
理解するとともに，根拠をもっ
て曲や演奏を批評する。

(知識・技能） 曲想や表現上の
効果と音楽の構造との関わり，
及び音楽の特徴と文化的・歴史
的背景との関わりについて理解
している。
(思・判・表)・ 音色，リズ
ム，速度，旋律，テクスチュ
ア，強弱，形式，構成を知覚
し，それらの働きを感受しなが
ら，知覚したことと感受したこ
ととの関わりについて考えると
ともに，曲や演奏に対する評価
とその根拠について考え，音楽
のよさや美しさを自ら味わって
聴いている。

「クローズ・アップ・マ
エストロ」J.S.バッハ
/W.A.モーツァルト
作曲家の生涯と作品をた
どろう
J.S.バッハやW.A.モー
ツァルトの生涯をたどり
ながら，それぞれの作品
の特徴を理解し，魅力を
味わう

・ 作品を鑑賞したり，作曲家について調べた
り，意見を交換したりしながら，曲想や表現
上の効果と音楽の構造との関わり，音楽の特
徴と文化的・歴史的背景との関わりを理解す
る。
・ 曲や演奏に対する評価とその根拠を述べ合
う。

(知)(思）
音楽の特徴と文化的・歴史的背
景，他の芸術との関わり，曲想と
音楽の構造や歌詞との関わりを理
解し，曲にふさわしい発声，言葉
の発音，身体の使い方などの技能
を身に付けながら，イメージを
もって表現を工夫して歌う

(知識・技能） 創意工夫を生かし
た器楽表現をするために必要な，
他者との調和を意識して演奏する
技能，及び器楽アンサンブルの表
現形態の特徴を生かして演奏する
技能を身に付け，器楽で表してい
る。
(思・判・表)音色，リズム，速
度，旋律，テクスチュア，強弱，
形式，構成を知覚し，それらの働
きを感受しながら，知覚したこと
と感受したこととの関わりについ
て考え，どのように演奏するかに
ついて表現意図をもっている。

さまざまな器楽アンサンブ
ルを楽しもう

・ オペラを鑑賞し，物語のあらすじや歌詞の内
容，登場人物の心情などを理解するとともに，舞
台芸術としてのオペラの特徴を知る
・ 曲にふさわしい発声，言葉の発音，身体の使
い方などに留意して歌い，表現に必要な技能を身
に付ける
・ 歌ったり互いに聴き合ったりしながら，曲想
と音楽の構造や歌詞との関わりを理解する
・ イメージをもって，音楽を形づくっている要
素の働かせ方などを試行錯誤しながら表現を工夫
する

曲想と音色や奏法との関わりを理
解し，曲にふさわしい奏法，身体
の使い方などの技能を身に付ける
とともに，他者と協働しながらイ
メージをもって表現を工夫して演
奏する。

(知・技） 曲想と手拍子や足踏
み、コップや机などを打つ音色や
奏法との関わりについて理解して
いる。
・ 創意工夫を生かした器楽表現
をするために必要な，曲にふさわ
しい奏法，身体の使い方などの技
能，及び他者との調和を意識して
演奏する技能を身に付け，器楽で
表している。

ボディー・パーカッション
や“CUPS”に挑戦しよう

・ リズムを正確に捉えるとともに，その重なり
合いやつながりを意識して演奏する
・ 曲想に合った音色や奏法，パフォーマンスな
どの技能を身に付け，表現を工夫する
・ 共通のイメージをもって，曲の特徴を生かし
た表現ができるよう試行錯誤したり意見を交換し
たりしながら演奏する

14

令和４年度

単位数
／配当時

数
児童生徒

1/37 高等部１学年

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技)音楽に関する専門的で幅広く多様な内容について理解を深めるとともに，表現意図を音楽で表すために必要
な技能を身に付けるようにする。
(思判表力) 音楽に関する専門的な知識や技能を総合的に働かせ，音楽の表現内容を解釈したり音楽の文化的価値な
どについて考えたりし，表現意図を明確にもったり，音楽や演奏の価値を見いだして鑑賞したりすることができるよ
うにする。
(学･人)主体的に音楽に関する専門的な学習に取り組み，感性を磨き，音楽文化の継承，発展，創造に寄与する態度
を養う。

1
学
期

２
学
期

13



(知・思・表）音のつなげ方やフ
レーズのまとまり，重なりによる
響きを理解し，反復，変化などの
手法を活用してメロディーをつく
る技能を身に付けながら，イメー
ジをもって表現を工夫して創作す
る。

(知・技)音を連ねたり重ねたりし
たときの響き，音階や音型などの
特徴及び構成上の特徴について，
表したいイメージと関わらせて理
解している。
・ 創意工夫を生かした創作表現
をするために必要な，反復，変化
などの手法を活用して音楽をつく
る技能，及び旋律をつくったり，
つくった旋律に副次的な旋律や和
音などを付けた音楽をつくったり
する技能を身に付け，創作で表し
ている。
(思･判･表) 音色，リズム，旋
律，テクスチュア，形式，構成を
知覚し，それらの働きを感受しな
がら，知覚したことと感受したこ
ととの関わりについて考え，どの
ように音楽をつくるかについて表
現意図をもっている。

「コード進行」をもとにメ
ロディーをつくろう
「『コード進行』をもとに
メロディーをつくろう」
「コード・ネーム」

・ コードの構成音をもとに音の組み合わせ方や
つなげ
方を試しながら，自分の表したいイメージに合う
メロ
ディーをつくる
・ 反復，変化などの手法を用いてメロディーを
つくったり，つくったメロディーにもう一つのメ
ロディーを重ねたりする技能を身に付ける

(知・思・表）曲想と音楽の構造
や歌詞との関わりを理解し，曲に
ふさわしい発声，言葉の発音，身
体の使い方などの技能を身に付け
ながら，イメージをもって表現を
工夫して歌う

(知・技)曲想と音楽の構造や歌詞
との関わりについて理解してい
る。
・ 創意工夫を生かした歌唱表現
をするために必要な，曲にふさわ
しい発声，言葉の発音，身体の使
い方などの技能を身に付け，歌唱
で表している。
(思･判･表)音色，リズム，速度，
旋律，テクスチュア，強弱，形
式，構成を知覚し，それらの働き
を感受しながら，知覚したことと
感受したこととの関わりについて
考え，どのように歌うかについて
表現意図をもっている。

曲にふさわしい発声で表情
豊かに歌おう

・ 曲にふさわしい発声，言葉の発音，身体の使
い方などに留意して歌い，表現に必要な技能を身
に付ける。
・ 歌ったり互いに聴き合ったりしながら，曲想
と音楽の構造や歌詞との関わりを理解する。
・ イメージをもって，音楽を形づくっている要
素の働かせ方などを試行錯誤しながら表現を工夫
する。

(思･判･表)
1年間の学習を振り返り、発表す
ることができる。

(思･判･表)
1年間の学習内容を振り返るこ
とができたか。
ワークシートで振り返った内容
を自分なりの方法で発表するこ
とができているか。

1年間のまとめ
1年間の学習を振り返っ
てみよう

・ワークシート
・鑑賞
・発表

10

留意点
引継ぎ等

３
学
期



担当者 教科書／副教材

高校生の美術Ⅰ（日本文教出版）

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

(知及技)
(思判表力)
(学･人)
・美術に関する表現など、感じ
取った特徴や制作に対する興
味・関心を選び、話し合う。
鑑：(１)ア(ア)／イ(ア)

(主学)
・鑑賞活動から、制作に対する自分の思いなどをも
とに、見通しをもち学習活動を考え主体的に取り組
もうとしている。

●鑑賞
『教科書からの発見』

〇小・中学校での図画工作・美術の学習を振
り返り、自分の心の中を見つめたり、気づか
なかった自分の考えに気付いたりして、自分
の美術を見付けていく「高校生の美術Ⅰ」の
学習のイメージをもち、美術の学びの意味や
広がりについて考える。

(知及技)
(思判表力)
(学･人)
・身近にあるものを見つめ直
し、描く方法や材料を工夫して
あらわす。
表：(１)ア(ア)(イ)／イ
(ア)(イ)
鑑：(１)ア(ア)／イ(ア)

(知・技）(思･判･表)
・形や色、質感などが感情にもたらす効果や、造形
的な特徴などをもとに、身近なものやそれらを描い
た作品を、全体のイメージや作風などで捉えること
を理解し、主題を追求して創造的にあらわしてい
る。
(主学)
・主体的に身近なものを描いた作品の造形的なよさ
や美しさを感じ取り、作者の思いなどについて考え
る鑑賞の創造活動に取り組もうとしている。

●表現・鑑賞　絵画
『身近な物を描こう』

○身近なものを描くことに関心をもち、身近
なものを見つめ感じ取った特徴や、ものに対
する自分の思いなどから主題を生成する。
○主題をもとに、形や色、用具の使い方など
の構想を練る。
○完成作品を鑑賞し合い、意図や工夫を感じ
取り、話し合う。

(知及技)
(思判表力)
(学･人)
・表情や動きに注目したり、被
写体との距離感を意識したりし
て、身近な人の姿を写真であら
わす。
表：(3)ア(ア)(イ)／イ(ア)(イ)
鑑：(1)ア(ウ)

(知・技)
・意図に応じてカメラ等の用具の特性を生かすとと
もに、表現方法を工夫し、表現の意図を効果的にあ
らわしている。
(思・判・表)
・身近な人を見つめ、感じ取ったことや考えたこと
をもとに、映像メディアの特性を生かして主題を生
成し、光や構図、ポーズなどの視覚的な要素の働き
について考え、創造的な表現の構想を練っている。
・主体的に身近な人を見つめ、表情や動き、その人
との関係性などについて感じ取ったことや考えたこ
とをもとに写真に表現する表現の創造活動に取り組
もうとしている。
(主学)
・主体的に人物を撮影した写真の特質や表現効果な
どを感じ取り、作者の意図や撮影の際の工夫などに
ついて考える鑑賞の創造活動に取り組もうとしてい
る。

●表現・鑑賞　映像メ
ディア表現
『写真で写す』学校生活
を表す情景をとろう

○人物や学校生活の情景を撮影することに関
心をもち、身近な人の表情や動き、その人と
の関係性などから主題を生成する。
○主題をもとに、視点や構図、光、ポーズな
どの構想を練る。
○カメラ等の用具の特性を生かして制作す
る。
○完成作品を鑑賞し合い、意図や工夫を感じ
取り、話し合う。

(知及技)
(思判表力)
(学･人)
・伝えたい内容にふさわしい表
現方法を考え、多くの人に伝わ
るようにデザインを工夫する。
表：(2)ア(ア)(イ)／イ(ア)(イ)
鑑：(1)ア(イ)イ(ア)

(知・技）
・形や色、材料、光などが感情にもたらす効果や、
配色や構成などの造形的な特徴などをもとに、効果
的な伝達のデザインを、全体のイメージや作風など
で捉えることを理解している。
・意図に応じて材料や用具の特性を生かすととも
に、表現方法を工夫し、目的や計画をもとに創造的
にあらわしている。
(思･判･表)
・メッセージの内容や伝える相手などから主題を生
成し、効果的な表現形態や文字の配置、構成、配色
などについて考え、創造的な表現の構想を練ってい
る。
・メッセージを伝えるデザインの目的や機能との調
和の取れた洗練された美しさなどを感じ取り、効果
的にメッセージを伝える表現の工夫などについて考
え、見方や感じ方を深めている。
・主体的にメッセージの内容や伝える相手について
考え、効果的に内容を伝えるデザインを工夫する表
現の創造活動に取り組もうとしている。
(主学)
・主体的にメッセージを伝えるデザインの目的や機
能との調和の取れた美しさなどを感じ取り、効果的
にメッセージを伝える工夫などについて考える鑑賞
の創造活動に取り組もうとしている。

●表現　デザイン
『メッセージを広く伝え
る』行事等のポスターを
つくろう

○メッセージを広く伝えるデザインに関心を
もち、メッセージの内容や伝える相手などか
ら主題を生成する。
○主題をもとに、作品形態や表現方法、配色
や構成などの構想を練る。
○形や色、構成などを工夫して制作する。
○完成作品を鑑賞し合い、意図や工夫を感じ
取り、話し合う。

1
学
期

26

２
学
期

28

　目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
　評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）対象や事象を捉える創造的な視点について理解を深めるとともに、意図に応じて表現方法を創意工夫し、創造的に表すことができるようにする。
(思判表力)造形的なよさや美しさ、表現の意図と創意工夫、美術の働きかけについて考え、主題を形成し創造的に発想し構想を練ったり、価値意識をもって美
術や美術文化に対する見方や感じ方を深めたりすることができるようにする。
(学･人)主体的に美術の幅広い造形活動に取り組み、生涯にわたり美術を愛好する心情を育むとともに、感性を高め、美術文化に親しみ、心豊かな生活や社会を
創造していく態度を養う。

令和４年度　高学部　１年（　Ⅰ課程Ｂ　）　美術科　美術Ⅰ　年間指導計画

単位数
／配当時数 児童生徒

2/74 １学年　生徒４名



(知及技)
(思判表力)
(学･人)
・一つのテーマを決め、光や構
図などを意識して撮影し、シ
リーズの作品をつくる。
表：(3)ア(ア)(イ)／イ(ア)(イ)
鑑：(1)ア(ウ)／イ(ア)

(知・技)
・形や色、光などが感情にもたらす効果や、造形的
な特徴などをもとに、撮影した写真作品を、全体の
イメージや作風などで捉えることを理解している。
・意図に応じてカメラ等の用具の特性を生かすとと
もに、表現方法を工夫し、表現の意図を効果的にあ
らわしている。
(思・判・表)
・シリーズであらわすことの意味を考え、被写体を
見つめて感じ取ったことや考えたことをもとに映像
メディアの特性を生かして主題を生成し、視点や構
図、光などの視覚的な要素の働きについて考え、創
造的な表現の構想を練っている。
・シリーズの写真の特質や表現効果などを感じ取
り、作者の心情や意図と創造的な表現の工夫などに
ついて考え、見方や感じ方を深めている。
(主学)
・主体的にシリーズの写真の特質や表現効果などを
感じ取り、作者の意図や視点や構図、光の工夫など
について考える鑑賞の創造活動に取り組もうとして
いる。

●表現　映像メディア表
現『テーマを決めて撮影
する』

○一つのテーマを決めて撮影することに関心をも
ち、身近なものを見つめて感じ取ったことや考え
たことなどから主題を生成する。
○主題をもとに、構図や光などの構想を練る。
○カメラ等の用具の特性を生かして制作する。
○完成作品を鑑賞し合い、意図や工夫を感じ取
り、話し合う。

(知及技)
(思判表力)
(学･人)
・日本や諸外国の文様を鑑賞
し、表現の工夫や生活との関わ
りを感じ取り、形や色を考えて
デザインする。
表：(2)ア(ア)(イ)／イ(ア)(イ)
鑑：(1)ア(イ)／イ(ア)(イ)

・形や色、材料などが感情にもたらす効果や、造形
的な特徴などをもとに、文様を全体のイメージや作
風、様式などで捉えることを理解している。
・意図に応じて材料や用具の特性を生かすととも
に、表現を工夫し、目的や計画をもとに創造的にあ
らわしている。
・動植物やものの形や色の特徴などから主題を生成
し、形と色の組み合わせや構成などの効果について
考え、創造的な表現の構想を練っている。
・日本や諸外国の文様の目的や機能との調和の取れ
た洗練された美しさなどを感じ取り、形や色、構成
の工夫などについて考え、見方や感じ方を深めてい
る。
・主体的に動植物やものなどの形や色の特徴を捉
え、工夫して文様をデザインする表現の創造活動に
取り組もうとしている。
・主体的に文様の目的や機能との調和の取れた美し
さなどを感じ取り、形や色、構成の工夫などについ
て考える鑑賞の創造活動に取り組もうとしている。

●表現　デザイン
『文様で飾る』

○日本や諸外国の文様に関心をもち、動植物
やものの形や色の特徴などから主題を生成す
る。
○主題をもとに、形や色、構成などの構想を
練る。
○形や色、材料、構成などを工夫して制作す
る。
○完成作品を鑑賞し合い、意図や工夫を感じ
取り、話し合う。

(知及技）
(思判表力)
(学･人)
・桝や点で構成された作品を比
較して鑑賞し、それぞれのよさ
を感じ取る。
鑑：(１)ア(ア)／イ(イ)

(知・技）
・形や色などが感情にもたらす効果や、造形的な特
徴などをもとに、桝や点で構成された作品を、全体
のイメージや作風、様式などで捉えることを理解し
ている。
(思･判･表)
・桝や点で構成された作品の造形的なよさや美しさ
を感じ取るとともに、日本美術と西洋美術とを比較
し、それぞれの創造的な表現の工夫などについて考
え、見方や感じ方を深めている。
(主学)
・主体的に桝や点で構成された作品の造形的なよさ
や美しさを感じ取り、日本美術と西洋美術それぞれ
の創造的な表現の工夫などについて考える鑑賞の創
造活動に取り組もうとしている。

●鑑賞　絵画・彫刻
『比べて鑑賞する・組み
合わせる』
『桝や点で描く』

○画面を方眼に区切って描いた作品と、点描
で描いた作品とを比較して鑑賞し、違いや共
通点などを感じ取る。
○感じたことや考えたことを話し合い、他者
の考えに関心をもち、作品の見方や感じ方を
深める。

(知及技）
(思判表力)
(学･人)
・ピカソの生涯や作品を知り、
新たな表現を追求する姿勢を感
じ取る。
鑑賞：ア(ア)／イ(イ)

(思･判･表)
・形や色、材料などが感情にもたらす効果や、造形
的な特徴などをもとに、ピカソの生涯との関わりか
ら、作品を、全体のイメージや作風などで捉えるこ
とを理解している。
・ピカソの作品の造形的なよさや美しさを感じ取る
とともに、その生涯や心情と創造的な表現の工夫な
どについて考え、見方や感じ方を深めている。
(主学)・主体的にピカソの作品の造形的なよさや美
しさを感じ取り、その生涯や心情と作品との関係な
どについて考える鑑賞の創造活動に取り組もうとし
ている。

●鑑賞　絵画・彫刻
『作家の生涯と作品
パブロ・ピカソ』

○ピカソの生涯と作品に関心をもち、さまざ
まに作風を変化させながら新たな表現を追求
した姿勢を感じ取る。
○感じたことや考えたことを話し合い、他者
の考えに関心をもち、作家や作品の見方や感
じ方を深める。

留意点
引継ぎ等

○身近なものを触る際に、感染症対策に配慮する。
〇授業計画及び教材をにおける描く活動やつくる活動について、理解度や興味・関心等に合わせ柔軟に対応する。
〇郷土の世界遺産や伝統工芸品の造形的な面白や見方、感じ方等も年間を通し授業内容に取り入れる。

３
学
期
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高等学部　1年（I課程Bグループ）　英語科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

Amity English Communication I
(開隆堂)

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

(知及技)
be動詞・一般動詞の現在形につ
いて理解できる
(思判表力)
お気に入りの場所について自身
の考えや気持ちを伝えることが
できる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
be動詞・一般動詞の現在形を理
解し、4技能において活用して
いる
(思･判･表)
お気に入りの場所について、考
えや気持ちを伝えている
(主学)
本文の景色の説明を主体的に読
み取ろうとし、自身のお気に入
りの場所について伝えようとし
ている

Lesson 1 The Beautiful
Senery (7h)
be動詞・一般動詞の現在
形

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④be動詞・一般動詞の現在形を使い、会話し
たり、書いたりする
⑤自身のお気に入りの場所について紹介する

(知及技)
be動詞・一般動詞の過去形を理
解できる
(思判表力)
日常生活や自身の友人につい
て，考えや気持ちを話して伝え
ることができる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
be動詞・一般動詞の過去形を理
解し、4技能において活用して
いる
(思･判･表)
日常生活や自身の友人につい
て，考えや気持ちを話して伝え
ている。
(主学)
日常生活や自身の友人につい
て，考えや気持ちを話して伝え
ようとしている

Lesson 2 My Best Friends
(7h)
be動詞・一般動詞の過去形

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④be動詞・一般動詞の過去形を使い、会話し
たり、書いたりする
⑤自身の友人について紹介する

(知及技)
進行形や助動詞を理解できる
(思判表力)
進行形や助動詞を用いて，提示
された写真について，考えや気
持ちを話して伝えることができ
る
(主学)コンピュータの使い方や
得意なことについてやり取りし
たり，写真についてまとめて発
表したりする

(知・技)
進行形や助動詞を理解し、4技
能において活用している
(思･判･表)
進行形や助動詞を用いて，提示
された写真について，考えや気
持ちを話して伝えている
(主学)
コンピュータの使い方や得意な
ことについてやり取りしたり，
写真についてまとめて発表した
りしようとしている

Lesson 3 Love for Dance
(7h)
進行形/助動詞

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④進行形・助動詞を使い、会話したり、書い
たりする
⑤お気に入りの写真を紹介したり、説明する

(知及技)
be動詞／一般動詞／進行形／助
動詞について理解できる

(知・技)
be動詞/一般動詞/進行形/助動
詞を理解し、4技能において活
用している

FOCUS+ 1 (1h)
be動詞／一般動詞／進行形
／助動詞

①ワークシートを用いて、be動詞／一般動詞／進
行形／助動詞について理解する

令和　4年度

単位数
／配当時数 児童生徒

2/74 高等部1年

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）
外国語の音声や語彙，表現，文法，言語の働きなどの理解を深めるとともに，これらの知識を，聞くこと，読むこ
と，話すこと，書くことによる実際のコミュニケーションにおいて，目的や場面，状況などに応じて適切に活用でき
る技能を身に付けるようにする。
(思判表力)
コミュニケーションを行う目的や場面，状況などに応じて，日常的な話題や社会的な話題について，外国語で情報や
考えなどの概要や要点，詳細，話し手や書き手の意図などを的確に理解したり，これらを活用して適切に表現したり
伝え合ったりすることができる力を養う。
(学･人)
外国語の背景にある文化に対する理解を深め，聞き手，読み手，話し手，書き手に配慮しながら，主体的，自律的に
外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度を養う。

1
学
期

22



(知及技)
不定詞を理解できる
(思判表力)
好きな動物について，考えや気
持ちを話して伝えることができ
る
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
進行形や助動詞を理解できる
(思判表力)
進行形や助動詞を用いて，提示
された写真について，考えや気
持ちを話して伝えることができ
る
(主学)
コンピュータの使い方や得意な
ことについてやり取りしたり，
写真についてまとめて発表した
りする

Lesson 4 Endangered
Species (7h)
不定詞

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④不定詞を使い、会話したり、書いたりする
⑤自身の好きな動物について紹介・説明する

(知及技)
動名詞を理解できる
(思判表力)
健康に関することや空いた時間
について，考えや気持ちを話し
て伝えることができる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
動名詞を理解し，4技能におい
て活用している
(思･判･表)
健康に関することや空いた時間
について，考えや気持ちを話し
て伝えている
(主学)
健康に関することや空いた時間
について，考えや気持ちを話し
て伝えようとしている

Lesson 5 The History
of Chocolate (7h)
動名詞

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④動名詞を使い、会話したり、書いたりする
⑤自身の健康に関する取り組みについて紹介
する

(知及技)
比較表現を理解できる
(思判表力)
学校での生活や好きな教科につ
いて，考えや気持ちを話して伝
えることができる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
比較を理解し、4技能において
活用できる
(思･判･表)
学校での生活や好きな教科につ
いて，考えや気持ちを話して伝
えている
(主学)
学校での生活について，考えや
気持ちを話して伝えようとして
いる。

Lesson 6 Our School
(7h)
比較(原級・比較級・最
上級)

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④比較(比較級・最上級・原級)を使い、会話
したり、書いたりする
⑤自身の学校について紹介する

(知及技)
現在完了表現を理解できる
(思判表力)
セレンディピティや自身の発明
について，考えや気持ちを話し
て伝えることができる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
現在完了を理解し，4技能にお
いて活用できる
(思･判･表)
セレンディピティや自身の発明
について，考えや気持ちを話し
て伝えている
(主学)
セレンディピティについて，考
えや気持ちを話して伝えようと
している

Lesson 7
Serendipity(7h)
現在完了

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④現在完了を使い、会話したり、書いたりす
る
⑤自分で発明品を考え、簡単な説明すること
ができる

(知及技)
受動態を理解できる
(思判表力)
誰かからもらった大切なものや
サプールについて自身の考えや
気持ちを話して伝えることがで
きる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
受動態を理解し、4技能におい
て活用できる
(思･判･表)
だれかからもらった大切なもの
やサプールについて自身の考え
や気持ちを話して伝えている
(主学)
だれかからもらった大切なもの
やサプールについて自身の考え
や気持ちを話して伝えようとし
ている

Lesson 8 Sapeurs (7h)
受動態

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④受動態を使い、会話したり、書いたりする
⑤サプールについて自身の意見をまとめる
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(知及技)
分詞の形容詞的用法を理解でき
る
(思判表力)
自身の好きな映画について紹介
できる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
分詞の形容詞的用法を理解し、
4技能において活用できる
(思･判･表)
好きな映画について，考えや気
持ちを話して伝えている
(主学)
好きな映画について，考えや気
持ちを話して伝えようとしてい
る

Lesson 9 Special Makeup
Effects (7h)
分詞の形容詞的用法

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④分詞の形容詞的用法を使い、会話したり、
書いたりする
⑤自身の好きな映画について紹介する

(知及技)
関係代名詞を理解できる
(思判表力)
将来の夢や世界の平和に寄与し
た日本人について紹介すること
ができる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
関係代名詞を理解し、4技能に
おいて活用できる
(思･判･表)
将来の夢や平和に寄与した日本
人などについて，考えや気持ち
を話して伝えている
(主学)
将来の夢や平和に寄与した日本
人などについて，考えや気持ち
を話して伝えようとしている

Lesson 10 Clean Water
(7h)
関係代名詞

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④関係代名詞を使い、会話したり、書いたり
する
⑤自身の将来の夢や世界の平和に寄与した日
本人について紹介する

(知及技)
不定詞/動名詞/比較表現を理解
できる

(知・技)
不定詞/動名詞/比較を理解し、
4技能において活用できる

FOCUS+ 2 (1h)
不定詞／動名詞／比較

①ワークシートを用いて、be動詞／一般動詞／進
行形／助動詞について理解する

(知及技)
買い物の表現を理解できる
(思判表力)
スキットを考え、行うことがで
きる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
買い物の表現を理解し、やりと
りを実際に行うことができる
(主学)
スキット等に参加し、自身の考
えや気持ちを話して伝えようと
している

COMMUNICATE+ 2 (1h)
買物の場面で，客と店員
とのやり取り

①ワークシートを用いて、買い物の場面での
やりとりについて学習する
②店員役とお客さん役に分かれ、スキットを
行う

(知及技)
道案内の表現を理解できる
(思判表力)
スキットを考え、行うことがで
きる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
道案内の表現を理解し、やりと
りを実際に行うことができる
(主学)
スキット等に参加し、自身の考
えや気持ちを話して伝えようと
している

COMMUNICATE+ 1 (1h)
道案内

①ワークシートを用いて、道案内の場面での
やりとりについて学習する
②スキットを行う

留意点
引継ぎ等

年間を通して、ALTとのコミュニケーション活動を行う
英語検定の取り組み及び調べ学習においては、タブレット端末のアプリケーションを活用する



高等部　１年（　Ⅰ課程Bグループ）　家庭科　家庭基礎　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

第一学習社

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

1

(知及技)「ホームプロジェクト」の意義
と実施方法について理解する。

(知・技）「ホームプロジェクト」の意義
と実施方法について理解している。
（主学）生活の中から課題を見出し，個
人単位で主体的に計画を立てて問題の解
決しようとしている。
.課題提出
（家庭基礎の授業全体を通じて行う）

家庭科の学び方－学習から
実践へ
・ホームプロジェクトとは

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解
する。
○気づいたことや自分の考えをワークシー
トを記入しながら学習を深める。

25

(知及技)生涯発達の視点に立って，ライ
フステージの特徴と課題を見通し，その
課題を他者と関わりながら達成し，発達
し続けていくという考え方を理解する。
(知及技)ライフイベントや人生の転機，
あるいは家族の変化や社会変動などに
よって生じる課題を乗り越える際に，一
人一人が異なる過程をたどり，様々な生
き方があることを理解する。
　(学･人)固定的な性別役割分業意識の見
直し，男女の平等と相互の協力などを取
り上げ，生涯を見通した中で青年期をど
のように生きるかについて理解を深め
る。

(知・技）人の一生について、自己と
他者、社会との関わりから様々な生き
方があることを理解しているととも
に、自立した生活を営むために必要な
情報の収集・整理を行い、生涯を見通
して生活課題に対応し意思決定をして
いくことの重要性について理解を深め
ている。
(思･判･表)生涯を見通した自己の生活
について主体的に考え、ライフスタイ
ルと将来の家庭生活について問題を見
いだして課題を設定し、解決策を構想
し、実践を評価・改善し、考察したこ
とを根拠に基づいて論理的に表現する
などして課題を解決する力を身につけ
ている。
(思・判・表)自らの固定的な性別役割
分業意識の見直しながら，生涯を見通
した中で自らは青年期をどのように生
きるかについて理解を深めようとして
る。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習・ノート提出

１章　これからの生き方と
家族
１節　生涯の生活設計
・生涯発達する自分
－人と人とのつながりのな
かで
・ワーク・ライフ・バラン
スを求めて

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解
する。
○気づいたことや自分の考えをワークシー
トを記入しながら学習を深める。

(知及技)歴史的，文化的，社会的制度と
しての家族について理解する。
　(学･人)世帯の動向にみられる特徴とそ
れを規定する社会的要因を分析し，検討
する。
（思・判）家族形態の相違による家庭生
活のあり方について検討し，その多様性
を理解する。

（知・技）歴史的，文化的，社会的制
度としての家族について理解しようと
している。
（思・判）世帯の動向にみられる特徴
とそれを規定する社会的要因を分析
し，検討しようとしている。
 (思･判･表)家族形態の相違による家
庭生活のあり方について検討し，その
多様性を理解しようとしている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節家族・家庭と社会との
かかわり
・家族・家庭・世帯
・家族・家庭のはたらき
・パートナーと出会う
・結婚と変化する家族
・家族に関する法律

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解
する。
○気づいたことや自分の考えをワークシー
トを記入しながら学習を深める。

令和　4年度

単位数
／配当時

数
児童生徒

２／７４ 高等部１学年

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）人の一生と家族・家庭および福祉、衣食住、消費生活・環境などについて、生活を主体的に営むために必要な基礎
的な理解を図るとともに、それらに係わる技能を身につけるようにする。
　
(思判表力)家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして課題を設定し、解決策を構想し、実践を評価・改善
し、考察したことを根拠に基づいて論理的に表現するなど、生涯を見通して課題を解決する力を養う。
　
(学･人)様々な人々と協同し、よりよい社会の構築に向けて、地域社会に参画しようとするとともに、自分や家庭、地域の生
活の充実向上を図ろうとする実践的な態度を養う。

1
学
期



（知及技）乳幼児期は人間の発達の段階
において最も発達が著しい重要な時期で
あることや，子どもの発達には個人差は
あるが，一定の方向性や順序性があるこ
とを理解できる。

（思・判・表）子どもはこれからの社会
を築いていくという視点から，子どもを
生み育てることの意義や地域の一員とし
て子どもの成長に関わることの意味につ
いて考えようとしている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２章　次世代をはぐくむ
１節　子どもの発達
・次世代をはぐくむ
・命のはじまり
・乳幼児の体の発達
・乳幼児の心の発達

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解
する。
○赤ちゃんの人形を用いて、赤ちゃんの身
体を想像しやすいようにする。
○気づいたことや自分の考えをワークシー
トを記入しながら学習を深める。

(知及技)乳幼児期は，その発達の段階に
応じた親の働きかけが重要であることを
親の保育態度と関連付けて理解してい
る。

(思･判･表)乳児の溢乳の対処や抱き方な
ど，個々の子どもに応じた接し方を実践
したり，安全や衛生に気を配り室内外の
環境を整えたりすることの必要性を理解
している。
（主学）乳幼児とのふれ合いや交流，親
や保育者が乳幼児と関わる姿の観察な
ど，実践的・体験的な学習活動を通して
身に付けようとしている
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節　子どもの生活
・親と子のかかわり
・乳幼児の生活と安全
・子どもの成長と遊び
・体験　子どもとのかかわ
り方を学ぶ

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解
する。
○赤ちゃんの人形を用いて、赤ちゃんの身
体を想像しやすいようにする。
○気づいたことや自分の考えをワークシー
トを記入しながら学習を深める。

(知及技)近年の高齢者福祉の基本的な理
念や高齢者福祉サービスなど代表的なも
のについてふれた上で，社会の現状と今
後の解決すべき課題について理解してい
る。

（知・技）高齢者の身体的特徴と心理的
特徴の概要について理解している。
（主学）高齢期の就労問題などを基に，
高齢期の状況を把握したり，祖父母や身
近な高齢者から生きがい，社会参加など
について聞き取ったりするなどの活動を
取り入れる。
（知・技）老老介護，高齢者虐待などの
現代の高齢者介護に関する事例を取り上
げて，理解している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

３章　充実した生涯へ
・超高齢社会を生きる
・人生のなかで高齢期をと
らえる
・高齢期の生活
・高齢社会を支える

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解
する。
○気づいたことや自分の考えをワークシー
トを記入しながら学習を深める。
○身近な高齢者から話を聞き理解を深め
る。

（知及技）異なる背景を持つ人々がとも
に支え合いながら生きていくことの必要
性，関連する現代の社会の現状について
理解する。

（主学）車いすの操作や移動・移乗の介
助，食事・着脱衣の介助などの基礎的な
技能を身に付けることができるよう，体
験的に学習している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

４章　ともに生きる
・社会保障制度と社会的連
帯
・人の多様性と社会参加
・体験　さまざまな人への
支援を考えよう

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解
する。
○気づいたことや自分の考えをワークシー
トを記入しながら学習を深める。
○実際に車いすに乗って移動したり、車い
すを押す体験をする。

（知及技）日本各地に見られる特徴的な
住まいを比較し，住まいは，条件の異な
る地域の気候や風土に応じてつくられた
ことを理解することができる。

（主学）自分の日常生活を振り返り，そ
の生活行為と生活時間のつながりや住ま
いの機能について理解している。
（知・技）家族の生活行為と住空間との
かかわり，生活行為や動作に必要な広
さ，動線などについて理解している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

７章　住生活をつくる
１節　人の一生と住まい
・平面図の活用

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解
する。
○気づいたことや自分の考えをワークシー
トを記入しながら学習を深める。

　(学･人)家庭内事故の原因について知
り，乳幼児や高齢者，障害者などの家庭
内事故を防止するためにはどのような安
全対策が必要か考えることができる。

（主学）日照・採光・通風・温度・湿
度・遮音などの住環境が，健康な生活に
大きな影響を与えることを理解し，衛生
的な室内環境を整備するためには，どの
ような工夫が必要か考えている。
(知・技）住居内で使用される化学物質に
よる空気汚染などの実態について知り，
健康と住環境について関心を持ち，安心
して住めるよりよい住環境について考え
ようとしている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節　住生活の計画と選択
・快適で健康な住まい
・安全で安心な住まい
・持続可能な住まい

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解
する。
○気づいたことや自分の考えをワークシー
トを記入しながら学習を深める。
○模型を使って室内環境を整える方法を自
ら考える。

２
学
期
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（知及技）個人や家族の生活目標を実現
するためには，経済計画が必要であるこ
とを理解する。
（知及技）家族のリスクへの対策も考慮
すると，短期・長期の両面からの経済計
画が必要であることを理解する。
（知及技）家庭の収入と支出を通して家
計の構造を理解する。

（知・技）個人や家族の生活目標を実現
するためには，経済計画が必要であるこ
とを理解する。
（知・技）家族のリスクへの対策も考慮
すると，短期・長期の両面からの経済計
画が必要であることを理解する。
(知・技）家庭経済と国民経済とのかかわ
り，経済社会の変化が家庭経済にさまざ
まな影響をおよぼしていることを理解
し，家庭の経済計画，予算計画の必要性
を認識している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

８章　経済生活をつくる
１節　私たちの暮らしと経
済
・人生とお金
・収入と支出のバランス
・将来の経済生活を考える

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解
する。
○気づいたことや自分の考えをワークシー
トを記入しながら学習を深める。

（知及技）財・サービスの購入はすべて
契約であることを知り，契約の重要性を
理解している。

(知・技）大量生産・大量消費の時代に，
商品の購入と消費をめぐって消費者側が
不利益や被害を受けたことを契機に消費
者問題が生じたことを理解している。
(知・技）販売方法，支払い方法が多様で
あることを知り，購入時に適切な判断が
必要であることを理解している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節　消費者問題を考える
・契約とは
・消費者問題はなぜ起こる
のか
・多様化する支払い方法と
リスク防止
・消費者の自立と行政の支
援

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解
する。
○気づいたことや自分の考えをワークシー
トを記入しながら学習を深める。

（思判表力）現代の消費生活が資源を枯
渇させ，環境に悪影響をおよぼしている
ことについて考えることができる。

（主学）環境にやさしい消費行動を具体
的な項目で示し，周囲と協力しながら実
践する姿勢を身につけようとしている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

３節　持続可能な社会をめ
ざして
・消費生活と持続可能な社
会
・消費者市民社会をめざし
て

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解
する。
○気づいたことや自分の考えをワークシー
トを記入しながら学習を深める。

留意点
引継ぎ等

３
学
期

20



高等部　１年（　Ⅰ課程Bグループ　）　情報科　情報Ⅰ　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

高等学校　情報Ⅰ

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

令和　４年度

単位数
／配当時

数
児童生徒

1/37 高等部　１年

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）情報と情報技術を問題の発見・解決に活用するための知識について理解し，技能を身に付けているととも
に，情報化の進展する社会の特質及びそのような社会と人間との関わりについて理解している。
(思判表力)事象を情報とその結び付きの視点から捉え，問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的
に用いている。
(学･人)情報社会との関わりについて考えながら，問題の発見・解決に向けて主体的に情報と情報技術を活用し，自
ら評価し改善しようとしている。

1
学
期

２
学
期

・情報社会でよりよく生き
るために，情報に関する法
規・制度や情報社会におけ
る個人の責任，情報モラル
にもとづいた行動について
理解させる。
・個人情報やプライバシー
の保護・活用に関連する法
律の意義や目的，内容につ
いて理解させる。
・著作権などの知的財産権
の保護の必要性とともに，
そのために必要な法規及び
個人の責任について理解さ
せる。
・情報社会の問題点をふま
え，情報セキュリティの重
要性を理解させるととも
に，ユーザ認証やアクセス
制御などの技術，セキュリ
ティ対策の方法を理解させ
る。

第2章　情報社会にお
ける法とセキュリ
ティ

A　情報社会と法規・制度
B　個人情報の適正な利活用と保護
C　知的財産権
D　情報セキュリティ
E　情報セキュリティ対策のための技術
F　情報セキュリティ対策への意識

(知・技）・情報社会を支
える法規・制度について理
解している。
・情報に関する法規や制度
が制定された背景や意義に
ついて理解している。
(思･判･表)・法を遵守した
判断や情報モラルに配慮し
た適切な判断ができる。
・情報を適切に利活用する
ための法律や個人の責任に
ついて考察し，その結果を
適切に表現している。
(主学)・情報社会を支える
法規・制度について意欲的
に学ぼうとしている。
・個人情報やプライバシー
を適切に扱おうとしてい
る。10

13

14

留意点
引継ぎ等

・何気なく使っている言葉
である「情報」とは何かを
理解させる。
・様々なメディアの特徴
や，情報の適切な表現形式
について理解させる。
・情報や情報技術を活用し
て問題を発見・解決する方
法を身に付けさせる。
・問題解決の目的や状況に
応じて，情報や情報技術を
適切かつ効果的に活用して
問題を発見・解決する方法
について考えさせる。

(知・技）・「情報」がも
つ意味やはたらきについて
理解している。
・一次情報・二次情報と
いった情報の種類について
理解している。
・さまざまなメディアの特
徴を理解している。
(思･判･表)・「情報」がも
つ意味やはたらきについて
考え，その結果を適切に表
現している。
・情報の価値や信頼性，情
報を検証する方法について
考え，判断し，その結果を
適切に表現している。
(主学)・「情報」がもつ意
味やはたらきについて考え
ようとしている。
・積極的に情報を検証しよ
うとしている。

第1章　情報とメディ
ア

A　情報とは何か
B　情報源と情報の検証
C　情報とメディアの特性
D　問題解決のプロセス

３
学
期



　高等部１学年（Ⅰ課程Ｂ）　　総合的な探求の時間   年間指導計画

担当者 教科書／副教材

自主教材

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

(知・技）
・年間の活動内容を理解する。
(思･判･表)
・学校を楽しむ為に、自分の意見をも
つ。
(主学)
・歓迎会に参加し、上級生と交流しよう
としている。
・学校の課題等を自らの問題として考え
ようとしている。

新入生歓迎会
生徒総会

・新入生歓迎会の企画、実施
・生徒総会の企画、実施

(知・技）
・就業に対する理解を深める。
・キャリア週間の内容を理解する。
(思･判･表)
・自ら課題を見つけ、学び、考え、主体
的に判断し、よりよく問題解決する資質
や能力を身につける。
(主学)
・体験を通して、社会の一員としての自
覚をもつ。
・他者の意見や感想を聞いて、自己の考
えを深める態度を養う。

キャリア週間
進路講話

・就業体験事前学習、事後学
習　　　　　　　　　　・
キャリア週間（模擬事業所、
事業所見学、進路に関する座
学）の実施、振り返り

(知・技）
・図書館の活用方法について理解する。
・ブックトーク等、様々な読書の楽しみ方に
ついて知る。
(思･判･表)
・多様な感性を学ぶことで、創造性を培う。
(主学)
・紹介された作品を読書する。

様々な図書にふれる ・図書館から１人１冊以上借
り、本の紹介や作品に関する
感想を述べる。

(知・技）
・運動会の活動内容を理解する。
(思･判･表)
・運動会を楽しむ為に、自分の意見をもつ。
・それぞれの役割を皆で決め、本番に向け取
り組む。
(主学)
・運動会の成功に向けて、主体的に取り組も
うとしている。
・仲間との達成感や自己満足度を確認する。

運動会 ・運動会事前、事後学習
・運動会参加

(知・技）
・役員としての自覚と責任について学ぶ。
・選挙の方法を理解する。
(思･判･表)
・学校を楽しむ為に、自分の意見をもつ。
・人の話をしっかり聞いて自分なりの意見を
もつ。
(主学)
・投票する。
・学校の課題等を自らの問題として考えよう
としている。
・交付式において、自覚と責任を後輩に伝え
る。

生徒会役員選挙
児童生徒会新旧役員
交付式

・生徒会役員選挙の企画、実
施、開票を行う。
・学校をより良くするための
意見を記入する。

13

14

令和４年度

単位数
／配当時数 児童生徒

１／３７ 高等部１年

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）探求の過程において、課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わる概念の形成に努
め、探求の意義や価値を理解する。
(思判表力)実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし、課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まと
め・表現することができる。
(学･人)探求に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、より良い社会を実現しようとする
態度を身に付ける。

1
学
期

２
学
期

(知及技）
各教科・科目で身に付けた知識及び技能
を探究の中で繰り返し活用し，教科横断
的に活用する活動を通して，実社会実生
活における様々な場面で活用できる。
　
(思判表力)
知識・技能を活用する中で，課題を解決
するため，自ら問題を発見し，解決して
いくために必要な，情報収集能力・分析
能力等を育成し，他者に表現できるよう
にする。
・コミュニケーション力
　
(学･人)
・他者と協力する態度
・つながりを尊重する態度
・進んで参加する態度



３
学
期

10

（知・技）
・卒業生を送る会の内容を理解する。
・卒業式の意義について理解する。
(思･判･表)
・それぞれの役割を皆で決め、会に向け取り
組む。
(主学)
・体験を通して、社会の一員としての自覚を
もつ。
・自分で判断し責任をもって行動する態度を
学ぶ。

卒業生を送る会
卒業式

・会の企画、準備、実施
・卒業式に関する取り組み

１
～

３
学
期

(知及技）
各教科・科目で身に付けた知識及び技能
を探究の中で繰り返し活用し，教科横断
的に活用する活動を通して，実社会実生
活における様々な場面で活用できる。
　
(思判表力)
知識・技能を活用する中で，課題を解決
するため，自ら問題を発見し，解決して
いくために必要な，情報収集能力・分析
能力等を育成し，他者に表現できるよう
にする。
・コミュニケーション力
　
(学･人)
・他者と協力する態度
・つながりを尊重する態度
・進んで参加する態度

(知・技）
・様々な余暇の過ごし方があることを理解す
る。　　　　　　　　　　　　(思･判･表)
・インターネット等を活用し、余暇活動に関
する情報をそれぞれの興味に合わせて調べる
ことができる。
・校外学習の計画をたてることができる。
・問題解決する資質や能力を身につける。
(主学)　　　　　　　　　　　　　　　　・
自分で判断し責任をもって行動する態度を学
ぶ。

校外学習 ・校外学習の企画、実施、振
り返り

留意点
引継ぎ等



高等部　１年（Ⅰ課程Ｂ・Ⅱ課程Ｂ）　ホームルーム活動　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

(知及技）
・学級集団の中で他者と協力して
役割を果たす。
(思判表力)
・学級集団の中で課題を発見し、
目標を意思決定する。

(学･人)
・自己の役割や活動を振り返り、
集団生活の改善に生かす。

(知・技）
・学級集団の中で他者と協力して
役割を果たそうとしている。
(思･判･表)
・学級集団の中で課題を発見し、
目標を意思決定しようとしてい
る。
(主学)
・自己の役割や活動を振り返り、
集団生活の改善に生かそうとして
いる。

・新学期を迎えるに当
たって
・身体測定に関すること
・訪問職員との顔合わせ
・新入生歓迎会
・春の遠足に関すること

・新しい学年を迎えるとともに中学生とし
ての自覚を深める。
・一学期の目標設定、時間割の作成、役割
分担などをする。
・先輩方と親睦を図る。

(知及技）
・全校の生徒をもって組織する集
団での活動のために必要なことを
理解する。
・火災が発生したときの避難方法
を身につける。
(思判表力)
・学校全体の生活をよりよくする
ための課題を見いだすことができ
る。
・どこで火災が発生したのかどの
経路で避難した方がいいのか判断
することができる。
(学･人)
・様々な生徒と協力し、学校生活
の充実と向上を図ることができ
る。
・火災を起こさないために日頃か
ら気をつけることができる。

(知・技）
・全校の生徒をもって組織する集
団での活動のために必要なことを
理解しようとしている。
・火災が発生したときの避難方法
を身につけようとしている。
(思･判･表)
・学校全体の生活をよりよくする
ための課題を見いだそうとしてい
る。
・どこで火災が発生したのかどの
経路で避難した方がいいのか判断
しようとしている。
(主学)
・様々な生徒と協力し、学校生活
の充実と向上を図ろうとしてい
る。
・火災を起こさないために日頃か
ら気をつけようとしている。

・児童生徒総会
・避難訓練、防災学習

・今年度の活動内容、予算について知る。
・災害時の避難経路について学習する。

(知及技）
・薬物について考えることができ
る。
(思判表力)
・薬物が心身や生活に与える影響
を理解する。
(学･人)
・心身の健全な発達や健康の保持
の保持、事件や事故等、安全に身
を守ることの意義を理解し、必要
な行動の仕方などを身につける。

(知・技）
・薬物について考えることができ
ている。
(思･判･表)
・薬物が心身や生活に与える影響
を理解している。
(主学)
・心身の健全な発達や健康の保持
の保持、事件や事故等、安全に身
を守ることの意義を理解し、必要
な行動の仕方などを身につけよう
としている。

・安全学習支援授業
　（薬物乱用）
・平和集会
・慰霊の日に関すること

・薬物乱用についての症状等について理解を
深める。
・平和を守るには、何ができるのか話し合い
活動をする。

令和４年度

単位数
／配当時数 児童生徒

1/37
高等部１年　Ⅰ課程Ｂ
　　　　　　Ⅱ課程Ｂ

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）
　多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることについて理解し、行動の仕方を身に
つけるようにする。
(思判表力)
　学校全体の生活をよりよくするための課題を見いだすことができる。
(学･人)
 心身の健全な発達や健康の保持の保持、安全に身を守ることの意義を理解し、必要な行動の仕方などを身につけ
る。

1
学
期

13



(知及技）
・不審者対応訓練を行う意味や意
義を理解する。
・校外学習を行う意味や意義を理
解する。
・キャリア教育の理解を深める。
・自分の進路について考える。
・一学期を振り返る。

(思判表力)
・校内放送を聞いて教師の指示に
従って行動する。
・目的地、移動手段、活動方法を
考えたり、意見を出し合ってより
よい方法や手段を導き出す。
・どのような職業があるかなどを
調べる。
・一学期の反省を発表する。
(学･人)
・不審者に遭遇した時の対応の仕
方を学ぶ。

(知・技）
・不審者対応訓練を行う意味や意
義が理解できる。
・校外学習を行う意味や意義を理
解できる。
・キャリア教育の理解を深めるこ
とができる。
・自分の進路について考えること
ができる。
・一学期を振り返ることができ
る。
(思･判･表)
・校内放送を聞いて教師の指示に
従って行動できる。
・目的地、移動手段、活動方法を
考えたり、意見を出し合ってより
よい方法や手段を導き出すことが
できる。
・どのような職業があるかなどを
調べることができる。

・一学期の反省を発表することが
できる。
(主学)
・不審者に遭遇した時の対応の仕
方を学ぶことができる。

・不審者対応訓練
・校外学習に関すること
・キャリアパスポート学期
の振り返り
・夏休みの過ごし方
・１学期終業式

・自身の身の守り方などを学習する。
・目的地、移動手段、活動について話し合
い、決定する。
・ノートに必要事項を記載する。
・災害時の避難経路について学習する。
・複数の志望校について調べる。
・１学期の反省の発表

(知及技）
・学級集団の中で他者と協力して
役割を果たす。
(思判表力)
・学級集団の中で課題を発見し、
目標を意思決定する。

(学･人)
・自己の役割や活動を振り返り、
集団生活の改善に生かす。

(知・技）
・学級集団の中で他者と協力して
役割を果たそうとしている。
(思･判･表)
・学級集団の中で課題を発見し、
目標を意思決定しようとしてい
る。
(主学)
・自己の役割や活動を振り返り、
集団生活の改善に生かそうとして
いる。

・２学期スタートに関し
て
・身体測定に関すること

・２学期の諸行事の確認と目標を設定す
る。

(知及技）
・体育的な集団活動の意義を理解
し、規律ある集団行動の仕方など
を身につける。
・地震・津波が発生したときの避
難方法を身につける。
・様々なジャンルの本に親しみ、
視野を広げることができる。
(思判表力)
・運動することのよさについて考
え、集団で協力して取り組む。
・地震・津波が発生したときの避
難経路、避難場所を把握する。
・本を読んで感想を書くことがで
きる。
(学･人)
・運動に親しみ、体育的行事に積
極的に取り組む。・
・地震・津波などの自然災害への
備えを日頃から意識することがで
きる。
・作品を通して、読む力、書く力
を身につけることができる。

(知・技）
・体育的な集団活動の意義を理解
し、規律ある集団行動の仕方など
を身につけている。
・地震・津波が発生したときの避
難方法を身につけている。
・様々なジャンルの本に親しみ、
視野を広げることができる。
(思･判･表)
・運動することのよさについて考
え、集団で協力して取り組んでい
る。
・地震・津波が発生したときの避
難経路、避難場所を把握してい
る。
・本を読んで感想を書くことがで
きている。
(主学)
・運動に親しみ、体育的行事に積
極的に取り組もうとしている。
・地震・津波などの自然災害への
備えを日頃から意識している。
・作品を通して、読む力、書く力
を身につけている。

・運動会に関すること
・総合避難訓練に関する
こと
・読書週間
・進路講話

・与えられた役割に責任を持って取り組
む。
・避難経路を確認する。
・読書フェスタなどを通して読書に関心を
持つ。

(知及技）
・志望校を調べ、絞り込みを行
い、受験に必要な心得などを知
る。
・生徒会役員選挙、投票の方法を
学ぶ。
(思判表力)
・志望校の特色を調べる。
・立候補者の考えを聞いて投票す
る。

(知・技）
・志望校を調べ、絞り込みを行
い、受験に必要な心得などを知っ
ている。
・生徒会役員選挙、投票の方法を
学び投票できている。
(思･判･表)
・志望校の特色を調べている。
・立候補者の考えを聞いて投票し
ている。

・進路について
・児童生徒会

・志望校を絞り込み、入試に向けて取り組
む。
・児童生徒会選挙、投票などについて学
ぶ。

２
学
期
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(知及技）
・エイズについての正しい知識を
得る。
・キャリアパスポートの内容を振
り返る。
・２学期を振り返る。
(思判表力)
・エイズが及ぼす影響を知る。
・キャリアパスポートの内容を自
己評価をする。

・2学期の振り返り自己評価でき
る。

(学･人)
・偏見や差別のない世界の実現に
向けて考える。
・キャリアパスポートの自己評価
から課題や目標を見つける。
・2学期の自己評価から、3学期に
向けての課題を見つける。

(知・技）
・エイズについての正しい知識を
得ている。
・キャリアパスポートの内容を振
り返っている。
・2学期を振り返っている。
(思･判･表)
・エイズが及ぼしている影響を知
り、解決方法を考えている。
・キャリアパスポートの内容を自
己評価をしている。
・2学期の振り返り自己評価でき
る。
(主学)
・偏見や差別のない世界の実現に
向けて考ている。
・キャリアパスポートの自己評価
から課題や目標を見つけている。
・2学期の自己評価から、3学期に
向けての課題を見つけている。

・エイズ指導
・キャリアパスポート学
期の振り返り
・校外学習に関すること
・冬休みの過ごし方
・２学期終業式

・DVDなどを鑑賞する。
・ノートに必要事項を記載する。
・２学期の反省の発表

(知及技）
・学級集団の中で他者と協力して
役割を果たす。
・集団行動や公共の場でのマナー
を学ぶ。
(思判表力)
・学級集団の中で課題を発見し、
目標を意思決定する。

・環境に即したマナーを学ぶ。

(学･人)
・自己の役割や活動を振り返り、
集団生活の改善に生かす。

・集団行動や公共の場でのマナー
を守る意義を理解し、実践する。

(知・技）
・学級集団の中で他者と協力して
役割を果たそうとしている。
・集団行動や公共の場でのマナー
を学んでいる。
(思･判･表)
・学級集団の中で課題を発見し、
目標を意思決定しようとしてい
る。
・環境に即したマナーを学んでい
る。
(主学)
・自己の役割や活動を振り返り、
集団生活の改善に生かそうとして
いる。
・集団行動や公共の場でのマナー
を守る意義を理解し、実践してい
る。

・３学期始業式
・校外学習

・３学期の諸行事の確認と目標設定。
・テーブルマナーやお金の支払の仕方を学
ぶ。

(知及技）
・キャリアパスポートを通して、
キャリア教育を振り返る。

・3年生を送る会の企画や進行を
協力して行う。
(思判表力)
・キャリアパスポートの内容を自
己評価をする。
・企画から進行までの方法を考え
る。
(学･人)
・キャリアパスポートの自己評価
からの次年度課題や目標を見つけ
る
・会を成功させるために必要なこ
とや手順を学ぶ。

(知・技）
・キャリアパスポートを通して、
キャリア教育を振り返ろうとして
いる。
・3年生を送る会の企画や進行を
協力して行っている。
(思･判･表)
・キャリアパスポートの内容を自
己評価をする。
・企画から進行までの方法を考え
ている。
(主学)
・キャリアパスポートの自己評価
からの次年度課題や目標を見つけ
ている。
・会を成功させるために必要なこ
とや手順を学ぶ。

・３学期スタートに関す
ること
・キャリアパスポート年
間の振り返り
・校外学習に関すること
・３年生送る会

・ノートに必要事項を記載する。
・会の企画や進行を生徒で行う。

(知及技）
・儀式的行事の意義や、その場に
ふさわしい参加の仕方について理
解する。
・規律や気品のある行動の仕方な
どを身につける。
(思判表力)
・学校生活の節目の場において先
を見通したり、これまでの生活を
振り返ったりしながら、新たな生
活への自覚を高め、気品ある行動
をする。
(学･人)
・厳粛で清新な気分を味わい、行
事の節目として、見通しをもった
り振り返ったりしながら、新たな
生活への希望や意欲につなげる。

(知・技）
・儀式的行事の意義や、その場に
ふさわしい参加の仕方について理
解している。
・規律や気品のある行動の仕方な
どを身につけている。
(思･判･表)
・学校生活の節目の場において先
を見通したり、これまでの生活を
振り返ったりしながら、新たな生
活への自覚を高め、気品ある行動
をしている。
(主学)
・厳粛で清新な気分を味わい、行
事の節目として、見通しをもった
り振り返ったりしながら、新たな
生活への希望や意欲につなげよう
としている。

・高等部卒業式
・小中卒業式
・修了式、離任式

・卒業式の歌の練習。
・送辞の準備、卒業式の歌の練習などをす
る。
・1年間を振り返りお世話になった先生方
へ感謝の思いを伝える。

10

留意点
引継ぎ等

３
学
期



高等部１年（　Ⅱ課程Ｂ ）　国語科　年間指導計画

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

3

(知及技）相手を見て話したり聞いたりすると
ともに、間の取り方などに注意して話すことが
できる。（言葉の特徴や使い方）

(思判表力)相手に伝わるように、言葉の抑揚や
強弱、間の取り方などを工夫することができ
る。（Ａ聞くこと・話すこと）

(学･人)言葉がもつよさを認識するとともに、
思いや考えを伝え合おうとする。（高１段階）

(知・技）相手を見て話したり聞いたりすると
ともに、声の大きさや間の取り方に注意して話
そうとしている。

(思･判･表)相手に伝わるように、言葉の抑揚や
強弱、間の取り方などを工夫している。

(主学)話し言葉と書き言葉を意識し、思いや考
えを理解しようとしている。（高１段階）

【評価資料】活動の様子、感想、発表の自己評
価と相互評価

「自己紹介をしよう」
～わかりやすく説明する
～

・自己紹介に必要なメモを記
入する。
・個人情報の扱いに気をつ
け、必要な内容を考える。
・相手に伝わるような声の大
きさ、姿勢、間の取り方を練
習する。
・聞くマナーを守り、相手の
話をしっかり聞く。

4

(知及技）社会生活に係る人とのやり取りを通
して、言葉には、考えたことや思ったことを表
す働きがあることに気付くことができる。（言
葉の特徴や使い方）

(思判表力)社会の中で関わる人の話などを、話
し手が伝えたいことの中心に注意して聞き、話
の内容を捉えることができる。（Ａ聞くこと・
話すこと）

(学･人)言葉がもつよさを認識するとともに、
話の内容を伝え合おうとする。（高１段階）

(知・技）言葉には、思いや考えをまとめた
り、周りの人に伝える働きがあることに気付い
ている。

(思･判･表)話し手が伝えたいことの中心に注意
して聞き、話の内容を捉えようとしている。

(主学)言葉の働きを意識し、話の内容を理解し
ようとしている。（高１段階）

【評価資料】活動の様子、聞き取り確認シート

「情報を的確に聞き取ろ
う」
～話の中心的な内容や
キーワードを理解する～

・教師の指示や説明をしっか
り聞く。
・省略や記号などメモの取り
方を知る。
・段階的な聞き取りシートで
練習する。
・メモを取り、話の中心的な
内容やキーワードを理解す
る。

3

(知及技）考えとそれを支える理由や事例、全
体と中心など、情報と情報との関係について理
解することができる。（情報の扱い方）

(思判表力)文章を読んで理解したことに基づい
て、感想や考えをもつことができる。（Ｃ読む
こと）

(学･人)主体的に情報を集め、感じたことや考
えたことを伝えたり、他者の思いを感じること
ができる。
（高１段階）

(知・技）具体的な事柄や内容を整理し、自分
の感想や考えにいたる理由を説明している。

(思･判･表)文章を読んで理解したことに基づい
て、感想や考えをもとうとしている。

(主学)主体的に情報を集め、自分の感じたこと
や考えたことを伝えたり、他者の思いを理解し
ようとしている。

【評価資料】活動の様子、まとめノート、感想
発表

「平和について考えよ
う」
～沖縄戦の情報を探そう
～

・図書室の分類を学び、情報
の収集の仕方を知る。
・情報をカードに整理する。
・正確な情報や事例をもと
に、事実と感想を使い分け、
まとめる。
・友だちの文章を読み感想を
交流する。

3

(知及技）文字の組み立て方を理解し、形を整
えて書くことができる。（我が国の言語文化）

(思判表力)相手や目的を意識して、書くことを
決め、集めた材料を比較するなど、伝えたいこ
とを明確にすることができる。（Ｂ書くこと）

(学･人)相手のことを思いながら伝えたいこと
を表現することができる。（高１段階）

(知・技）漢字を使うことで読みやすくなるこ
とを理解し、文字の大きさや形を整えて書こう
としている。

(思･判･表)誰に対して、何のために書くか意識
しながら伝えたいことを明確にしている。

(主学)季節の言葉などの漢字を使い、相手のこ
とを思いながら伝えたいことを表現している。
（高１段階）

【評価資料】活動の様子、下書き原稿、清書は
がき

「暑中見舞いを書こう」
「漢字を使おう」

・暑中見舞いの目的を知る。
・時候の挨拶や決まり事など
のマナーを守る。
・相手を気遣う文面を考え
る。

4

(知及技）幅広く読書に親しみ、読書が、必要
な知識や情報を得ることに役立つことに気付く
ことができる。（我が国の言語文化）

(思判表力)登場人物の行動や心情などについ
て、叙述を基に捉えることができる。（Ｃ読む
こと）

(学･人)登場人物の心情を読み取り、自分と照
らし合わせて想像することができる。（高１段
階）

(知・技）幅広く読書に親しみ、読書が、必要
な知識や情報を得ようとしている。

(思･判･表)登場人物の行動や会話、地の文など
から心情が表れている部分を選び取り、自分の
ことを手がかりとして登場人物の心情を理解し
ようとしている。

(主学)登場人物の心情を読み取り、自分と照ら
し合わせて想像している。（高１段階）

【評価資料】活動の様子、発表、ワークシート

「読書に親しもう」
～登場人物の気持ちを読
み取り、性格や生き方を
考える～
『竜』

・わからない漢字や語句の意
味調べをする。
・段落分けをする。
・地の文から情景を読み取
る。
・会話文から主人公の気持ち
を読み取る。
・擬声語と擬態語を探す。
・心に残った場面や感想を書
く。

令和４年度

単位数
／配当時数 児童生徒 担当者

1/37
１学年　生徒２名

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標
(知及技）社会生活に必要な国語について、その特質を理解し適切に使うことができるようにする。（高１段階）
(思判表力)　社会生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め、思考力や想像力を養うようにする。（高１段階）
(学･人）言葉がもつよさを認識するとともに、言語感覚を養い、国語を大切にしてその能力の向上を図る態度を養う。（高１段
階）

1
学
期



4

(知及技）幅広く読書に親しみ、読書が、必要
な知識や情報を得ることに役立つことに気付く
ことができる。（我が国の言語文化）

(思判表力)登場人物の行動や心情などについ
て、叙述を基に捉えることができる。（Ｃ読む
こと）

(学･人)登場人物の心情を読み取り、自分と照
らし合わせて想像することができる。（高１段
階）

(知・技）幅広く読書に親しみ、読書が、必要
な知識や情報を得ようとしている。

(思･判･表)登場人物の行動や会話、地の文など
から心情が表れている部分を選び取り、自分の
ことを手がかりとして登場人物の心情を理解し
ようとしている。

(主学)登場人物の心情を読み取り、自分と照ら
し合わせて想像している。（高１段階）

【評価資料】活動の様子、発表、ワークシート

「読書に親しもう」
～登場人物の気持ちを読
み取り、性格や生き方を
考える～
『竜』

・わからない漢字や語句の意
味調べをする。
・段落分けをする。
・地の文から情景を読み取
る。
・会話文から主人公の気持ち
を読み取る。
・擬声語と擬態語を探す。
・心に残った場面や感想を書
く。

3

(知及技）表現したり理解したりするために必
要な語句の量を増し、話や文章の中で使うとと
もに、言葉には、性質や役割による語句のまと
まりがあることを理解することができる。（言
葉の特徴や使い方）

(思判表力)書こうとしたことが明確になってい
るかなど、文章に対する感想や意見を伝え合
い、自分の文章のよいところを見付けることが
できる。（Ｂ書くこと）

(学･人)互いに感想や意見を伝え合い、よいと
ころを見つけることができる。（高１段階）

(知・技）表現したり理解したりするために必
要な語句の量を増し、話や文章の中で使うとと
もに、言葉には、性質や役割による語句のまと
まりがあることを理解している。

(思･判･表)書こうとしたことが明確になってい
るかなど、文章に対する感想や意見を伝え合
い、自分の文章のよいところを見付け用として
いる。

(主学)互いに感想や意見を伝え合い、よいとこ
ろを見つけようとしている。

【評価資料】活動の様子、ワークシート、作成

「運動会便りを作ろう」
～行事の様子を記事にす
る～

・出来事を時系列で整理しな
がら感動の中心のあり方を明
確にする。
・感想の表現方法について工
夫する。
・記事を書く。
・記事の内容や紙面のレイア
ウトなどを考える。
・友達が作成した新聞を読
み、感想を交流する。

3

(知及技）文字の組み立て方を理解し、形を整
えて書くことができる。（我が国の言語文化）

(思判表力)　相手や目的を意識して、書くこと
を決め、集めた材料を比較するなど、伝えたい
ことを明確にすることができる。（Ｂ書くこ
と）

(学･人)相手のことを思いながら伝えたいこと
を表現することができる。（高１段階）

(知・技）時候の挨拶や書き方の決まりを守
り、文字の大きさや読みやすさを意識して書こ
うとしている。

(思･判･表)相手や目的を意識して、ビジネスマ
ナーを守り伝えたいことを明確に書こうとして
いる。

(主学)相手のことを思いながら伝えたいことを
表現している。

【評価資料】活動の様子、下書き原稿、清書は
がき

「年賀状を書こう」
～文書マナーを知る～

・年賀状の目的を知る。
・新年の挨拶や決まり事など
のマナーを守る。
・お世話になった方へ文面を
考える。

4

(知及技）文章の構成や内容の大体を意識しな
がら音読することができる。（言葉の特徴や使
い方）

(思判表力)登場人物の心情や情景について、場
面と結び付けて具体的に想像することができ
る。（Ｃ読むこと）

(学･人)相手に伝わるように、工夫して朗読す
ることができる。（高１段階）

(知・技）内容を意識しながら読むときの速さ
や声の大きさ、声の調子を工夫して音読してい
る。

(思･判･表)場面の様子や心情が伝わるように工
夫して朗読しようとしている。

(主学)相手に伝わるように、工夫して朗読して
いる。また、暗唱しようとしている。

【評価資料】活動の様子、発表、自己評価と相
互評価

「詩に親しむ」
～声に出して読み合おう
～
『朝のリレー』

・場面ごとに区切り、黙読を
して文章内容を理解する。
・声に出して読み合う。
・友だちの朗読のいいところ
を見つける。
・詩の暗唱をする。
・群読をする。

3

(知及技）生活に身近なことわざや慣用句を知
り、使うことができる。（我が国の言語文化）

(思判表力)目的に応じて、話題を決め、集めた
材料を比較するなど伝え合うために必要な事柄
を選ぶことができる。（Ａ聞くこと・話すこ
と）

(学･人)ことわざや慣用句を自分の経験や生活
の場面で使うことができる。（高１段階）

(知・技）ことわざや慣用句を自分の経験や生
活の場面で使おうとしている。

(思･判･表)目的に応じて、話題を決め、集めた
材料を比較するなど伝え合うために必要な事柄
を選ぶことができる。

(主学)ことわざや慣用句を自分の経験や生活の
場面で使おうとしている。

【評価資料】活動の様子、暗唱テスト、ワーク
シート
確認テスト

「ことわざや慣用句を学
ぼう」
～生活の中で使われてい
る言葉を探す～

・生活の中でよく使うことわ
ざや慣用句を示す。
・教訓や防災に関することわ
ざの意味を調べて発表する。
・音読や暗唱をする。
・慣用句の定義を知り、意味
を調べて、発表する。

3

(知及技）漢字と仮名を用いた表記や送り仮名
の付け方を理解して文や文章の中で使うととも
に、句読点の使い方を意識して打つことができ
る。（言葉の特徴や使い方）

(思判表力)書く内容の中心を決め、内容のまと
まりで段落をつくったり、段落相互の関係に注
意したりして、文章の構成を考えることができ
る。（Ｂ書くこと）

(学･人)言葉がもつよさを認識するとともに、
思いや考えを伝え合おうとする。（高１段階）

(知・技）漢字と仮名を用いた表記や送り仮名
の付け方を理解して文や文章の中で使うととも
に、句読点の使い方を意識している。

(思･判･表)書く内容の中心を決め、内容のまと
まりで段落をつくったり、段落相互の関係に注
意したりして、文章の構成を考えようとしてい
る。

(主学)相手を意識して、感謝の気持ちを伝えよ
うとしている。

【評価資料】活動の様子、下書き原稿、清書し
た手紙

「先輩やお世話になった
方へ手紙を書こう」
～気持ちを届けよう～

・伝えたいことや感謝の気持
ちを箇条書きにする。
・エピソードを具体的に書
き、わかりやすく段落をつけ
まとめる。
・言葉遣い、漢字表記や句読
点などを気をつけて下書きす
る。
・便せんを選び清書する。

留意点
引継ぎ等

ICTを機器を活用して、視覚的に理解できるような授業を行う。
単元を横断的に扱う題材を設定し、年間を通して学習指導要領の目標を達成できるようにする。
自己効力感を育てる活動の一つとして毛筆活動にも適時取り組み、コンクール等への出展機会を設ける。

２
学
期

３
学
期



担当者 教科書／副教材

『地理総合～世界を学び、地域をつくる
～』

（第一学習社）

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

6

知及技）
○球面上の世界の位置は，緯度と経度を用いてあら
わされていることを理解できる。
○時差について理解し，任意の２地点の時差を算出
することができる。
○地図は一般図と主題図に分類されていることや，
それぞれの違いを理解できる。
○様々な統計地図の特徴とその利用目的を理解でき
る。
○地理情報システム（GIS）の特徴について理解でき
る。

（思判表力）
○地軸の傾きが太陽高度に変化を与え，季節変化や
日中時間の変化などをもたらすことを考察し，説明
できる。
○各地で時差が生じることで，現代世界の結びつき
に特徴が見られることを多面的・多角的に考察し，
説明することができる。
○主な地図投影法の特徴を理解し，目的に応じた適
切な地図の選択をすることができる。
○GISを活用している様々なサービスから，地理的事
象を地図化する有用性について考察し，説明でき
る。

（学・人）
〇時差の算出や統計地図の読み取り方，読図の方法
などについて理解しようとする姿勢が見せることが
できる。
○地図やGISの有用性について理解し，自らの生活の
中で活用しようとする姿勢が見せることができる。

(知・技）
○球面上の世界の位置は，緯度と経度を用いてあら
わされていることを理解している。
○時差について理解し，任意の２地点の時差を算出
することができている。
○地図は一般図と主題図に分類されていることや，
それぞれの違いを理解している。
○様々な統計地図の特徴とその利用目的を理解して
いる。
○地理情報システム（GIS）の特徴について理解して
いる。

(思・判・表）
○地軸の傾きが太陽高度に変化を与え，季節変化や
日中時間の変化などをもたらすことを考察し，説明
している。
○各地で時差が生じることで，現代世界の結びつき
に特徴が見られることを多面的・多角的に考察し，
説明することができている。
○主な地図投影法の特徴を理解し，目的に応じた適
切な地図の選択をすることができている。
○GISを活用している様々なサービスから，地理的事
象を地図化する有用性について考察し，説明してい
る。

(主学）
○時差の算出や統計地図の読み取り方，読図の方法
などについて理解しようとする姿勢が見られる。
○地図やGISの有用性について理解し，自らの生活の
中で活用しようとする姿勢が見られる。

〇地球上の世界と地図
「地図から何がわか
る？」

〇地図を持たない人々の生活を想像し，
地図の有用性に気づくとともに，利用し
やすい工夫が現在まで続けられているこ
とを理解する。
〇新聞広告や図書館の資料，インター
ネット検索などを用いて，身の回りの地
図の活用事例について調べることができ
ている。
〇地球上の位置をあらわすために緯度・
経度が定められたことと，地軸の傾きに
よる季節変化と時差の存在を理解し，科
書掲載の時差の計算のワークに積極的に
取り組むことで，日本の標準時における
諸外国の時間と生活のようすを想像する
ことができる。
〇メルカトル図法，正積図法，正距方位
図法の特徴と欠点を，知識として身につ
けるとともに，地球儀と世界地図を用い
て，球面を平面に表現する際の特徴と問
題点を，考えることができる。
〇地理学習の基本的な技能として，地図
の縮尺や方位に注意しながら，地図上の
情報を読み解く有用性を理解する。
〇インターネットを使ってさまざまな
Web地図にアクセスし，日常的に使われ
ているGNSSやGISなど，新しい地図表現
の役割を理解する。
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(知及技)
○国家の三要素と国家の領域の範囲について理解で
きる。
○日本の領域と，排他的経済水域の範囲について理
解できる。
○ASEANやEUなど現代世界の様々な国家間の結びつき
について，各国の関係や組織の目的などを整理し，
理解できる。
○船舶・鉄道・自動車・航空機の特徴と，その発達
の過程について理解できる。
○明治以降から現代までの，日本の貿易を取りまく
環境とその変化について理解できる。
○グローバル化の下，人・「モノ」・資本の移動が
活発化していることを，様々な事例を通して理解で
きる。

(知・技)
○国家の三要素と国家の領域の範囲について理解し
ている。
○日本の領域と，排他的経済水域の範囲について理
解している。
○ASEANやEUなど現代世界の様々な国家間の結びつき
について，各国の関係や組織の目的などを整理し，
理解している。
○船舶・鉄道・自動車・航空機の特徴と，その発達
の過程について理解している。
○明治以降から現代までの，日本の貿易を取りまく
環境とその変化について理解している。
○グローバル化の下，人・「モノ」・資本の移動が
活発化していることを，様々な事例を通して理解し
ている。

〇国家の結びつきとグ
ローバル化する社会
「国々の結び付きはどの
ように変化している
か？」

〇現代世界を構成する基本単位の国家とは何かを
理解し，交通・通信の発達によって，生活，社
会，産業，国家間の関係がどのように変化したか
を時系列で理解する。
〇さまざまな情報手段を用いて，現在世界で起
こっている国境・領土問題について調べるととも
に，日本の領域と周辺国との領土問題にはどのよ
うなものが存在するか，理解する。
〇グローバル化の中で，人・「もの」・資本の国
際間移動の複雑化や，国家的結びつきの変化に気
づき，国家が自国の利益などのために結んでいる
国際機関の変遷を学習する。
〇単に交通・情報・通信手段の発達に目を向ける
だけでなく，それらがどのように地域を結びつ
け，変化させているかを地図から考えることがで
きる。
〇インターネットショッピングを事例に，情報技
術や物流，金融など，さまざまなサービスがかか
わってくることを，実体験とともに考える。
〇貿易の拡大に伴い専用船の開発・普及が進み，
コールドチェーンの整備により人々の生活が豊か
になっていることを，具体的な実体験を通して理
解する。

令和4年度  高等部　１年（Ⅱ課程Ｂ）　社会科（新公共・地理総合）　年間指導計画②

単位数
／配当時数 児童生徒

2／74 １学年　生徒２名

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技)地理に関わる諸事象に関して、世界の生活文化の多様性や、防災、地域や地球的課題への取組などを理解するとともに、地図や地理情報システムなどを用い
て、調査や諸資料から地理に関する様々な情報を適切勝つ効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。

(思判表力)地理に関わる事象の意味や意義、特色や相互の関連を、位置や分布、場所、人間と自然環境との相互依存関係、空間的相互依存作用、地域などに着目して、
概念などを活用して多面的・多角的に考察したり、地理的な課題の解決に向けて構想したりする力や、考察、構想したことを効果的に説明したり、それらを基に議論し
たりする力を養う。

(学･人)地理に関わる諸事象について、よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を主体的に追求、解決しようとする態度を養うとともに、多面的・多角的な考察
や深い理解を通して涵養される日本国民としての自覚、我が国の国土に対する愛情、世界の諸地域の多様な生活文化を尊重しようとすることの大切さについての自覚な
どを深める。

2
学
期
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(思・判・表)
○国境が人々の生活に与える影響について，多面的・多角
的に考察し，説明することができる。
○日本が抱える領土問題を把握し，解決された世界の領土
問題を参考に日本の領土問題の解決に向けて考察を深める
ことができる。
○様々な国家間の結びつきを踏まえ，現代世界の地域構成
における日本が求める結びつきのあり方を考察し，説明す
ることができる。
○交通機関や情報・通信，物流の発達が人々の生活に与え
た影響を考察し，これから見込まれる生活の変化を展望す
ることができる。
○グローバル化のメリットとデメリットについて多面的・
多角的に考察し，説明することができる。
○日本人海外旅行者数と訪日外国人旅行者数の推移につい
て，時代背景を踏まえながらその要因について多面的・多
角的に考察し，説明することができる。
(学・人)
○日本の位置や抱える領土問題について，世界地図などを
活用して，地理的な視点から捉えようとする姿勢を見せる
ことができる。
○現代世界の様々な結びつきについて，世界地図などを活
用して，地理的な視点から捉えようとする姿勢を見せるこ
とができる。
○ASEANやEUのあゆみや特徴，抱える課題について理解し
ようとする姿勢を見せることができる。
○グローバル化の下，自らの生活が今後どう変化し，どの
ような課題が起こり得るか，主体的に考察しようとする姿
勢を見せることができる。

(思・判・表)
○国境が人々の生活に与える影響について，多面的・多角
的に考察し，説明することができている。
○日本が抱える領土問題を把握し，解決された世界の領土
問題を参考に日本の領土問題の解決に向けて考察を深める
ことができている。
○様々な国家間の結びつきを踏まえ，現代世界の地域構成
における日本が求める結びつきのあり方を考察し，説明す
ることができている。
○交通機関や情報・通信，物流の発達が人々の生活に与え
た影響を考察し，これから見込まれる生活の変化を展望す
ることができている。
○グローバル化のメリットとデメリットについて多面的・
多角的に考察し，説明することができている。
○日本人海外旅行者数と訪日外国人旅行者数の推移につい
て，時代背景を踏まえながらその要因について多面的・多
角的に考察し，説明することができている。
(主学)
○日本の位置や抱える領土問題について，世界地図などを
活用して，地理的な視点から捉えようとする姿勢が見られ
る。
○現代世界の様々な結びつきについて，世界地図などを活
用して，地理的な視点から捉えようとする姿勢が見られ
る。
○ASEANやEUのあゆみや特徴，抱える課題について理解し
ようとする姿勢が見られる。
○グローバル化の下，自らの生活が今後どう変化し，どの
ような課題が起こり得るか，主体的に考察しようとする姿
勢が見られる。

6

(知及技)
○地理的環境について理解し，教科書の写真から各
地の地理的環境を読み解くことができる。
〇世界の気候は，緯度や高度，大気の大循環，海流
など様々な気候因子が複合し，影響し合っているこ
とを理解できる。
〇ケッペンの気候区分の各気候区の分布と特徴を理
解できる。
〇世界の様々な伝統的衣服は，各地の自然環境や生
活習慣などが反映されていることを理解できる。
〇世界各地にはその土地の地理的環境に応じた様々
な主食や食べ方などがあり，食の多様性に富んでい
ることを理解できる。
〇世界の人々の住居について，立地や素材，生業と
住居の関係性などを，各地の地理的環境とのかかわ
りを踏まえて理解できる。
〇産業の発展の歴史について理解できる。
〇世界の主な宗教について，その分布や特徴を理解
できる。
〇世界の様々な言語について，その分布や宗教との
かかわり，歴史的経緯などを理解できる。

知・技)
○地理的環境について理解し，教科書の写真から各
地の地理的環境を読み解くことができている。
〇世界の気候は，緯度や高度，大気の大循環，海流
など様々な気候因子が複合し，影響し合っているこ
とを理解している。
〇ケッペンの気候区分の各気候区の分布と特徴を理
解している。
〇世界の様々な伝統的衣服は，各地の自然環境や生
活習慣などが反映されていることを理解している。
〇世界各地にはその土地の地理的環境に応じた様々
な主食や食べ方などがあり，食の多様性に富んでい
ることを理解している。
〇世界の人々の住居について，立地や素材，生業と
住居の関係性などを，各地の地理的環境とのかかわ
りを踏まえて理解している。
〇産業の発展の歴史について理解している。
〇世界の主な宗教について，その分布や特徴を理解
している。
〇世界の様々な言語について，その分布や宗教との
かかわり，歴史的経緯などを理解している。

〇図書館の本やインターネットから，世界の
生活･文化を示した写真を探し，写真の中に
ある地理的環境を読み取り，世界は地理的環
境の影響を受けた特徴ある景観で成り立って
いることを学ぶ。
〇人々の生活様式の差異を通して，地理的環
境が及ぼす影響について学ぶ。
〇世界の自然環境は地域的に大きく異なるこ
とを，気候の面からとらえる。
〇世界の気候帯ごとに，どのような特徴があ
り，どのような生活が営まれているのかを学
習する。
〇その地域の自然環境と，歴史や文化といっ
た社会環境の影響を色濃く受けた世界の特色
ある生活文化を，さまざまな衣食住の事例を
通して学ぶ。
〇世界の特色ある生活文化にはどのようなも
のがあるか関心を持ち，地域固有の自然環境
や歴史，風土に基づいて形成されたと同時
に，グローバル化のもとで新たな変化が生じ
ていることを学習する。
〇祭りやスポーツ，音楽などの伝統と現代社
会の影響を受け，変化が見られる事例を学
び，現代世界の諸事象を読み解く視点を身に
つける。
〇多様なアイデンティティに持つ世界の人々
と共生していくためには，他者の文化を尊重
するとともに，自らの文化を知ることが重要
であることを学ぶ。

○生活・文化の多様性と
国際理解
「海外赴任となった！ど
んな準備が必要？また現
地ではどんなことに気を
つけないといけない？」

留意点
引継ぎ等

＊生徒の実態に応じて、１年時は、1学期から2学期前半は「新公共」、２学期後半から3学期は「地理総合」の授業編成となっていため、本年間指導計画
は2学期から３学期までの記載となっている。
＊iPadなどを活用し、時事ニュース等を随時取り上げる。
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3
学
期

(思判表力）
○複数の写真を比較して，それぞれの土地の地理的環境の
共通点や相違点に気づき，ことばで表現することができ
る。
〇人間生活と気候との関係性について，農業生産や生活様
式など様々な視点から考察し，説明することができる。
〇衣服は，特定の地域・民族・職業・階層などへの帰属を
あらわす社会的な役割があり，本来の自己表現と対立する
側面があることについて，多面的・多角的に考察すること
ができる。
〇茶・ジャガイモ・トウガラシなど食べ物の伝播の歴史を
理解し，各地の自然環境や歴史的経緯に基づいた農業の地
域性の特徴について考察し，説明することができる。
〇社会の変化とともに住居や住み方が変化してきたことを
多面的・多角的に考察し，説明することができる。
〇産業の発展によって生活がどのように変化してきたか，
多面的・多角的に考察し，説明することができる。
〇各宗教の特徴を踏まえ，それぞれの宗教を信仰する世界
の人々との交流に際して気をつけなければならないことを
考察し，説明することができる。
(学・人)
○写真から地理的環境を読み解く作業に，積極的に取り組
むことができる。
〇持続可能な社会の実現に向けた視点を踏まえ，グローバ
ル化にともなって変化していく衣食住や起こり得る課題に
対してどうかかわっていくべきか，主体的に考察しようと
する姿勢を見せることができる。
〇世界の多様な生活・文化に触れる中で，自らの生活・文
化との共通点や相違点に着目し，互いの文化を理解し尊重
しようとする姿勢が見せることができる。
〇他者の意見を聞き，自らの意見との違いに気づくことで
考察を深め，よりよい結論を見出そうとする姿勢をみせる
ことができる。

(思・判・表)
○複数の写真を比較して，それぞれの土地の地理的
環境の共通点や相違点に気づき，ことばで表現する
ことができている。
〇人間生活と気候との関係性について，農業生産や
生活様式など様々な視点から考察し，説明すること
ができている。
〇衣服は，特定の地域・民族・職業・階層などへの
帰属をあらわす社会的な役割があり，本来の自己表
現と対立する側面があることについて，多面的・多
角的に考察することができている。
〇茶・ジャガイモ・トウガラシなど食べ物の伝播の
歴史を理解し，各地の自然環境や歴史的経緯に基づ
いた農業の地域性の特徴について考察し，説明する
ことができている。
〇社会の変化とともに住居や住み方が変化してきた
ことを多面的・多角的に考察し，説明することがで
きている。
〇産業の発展によって生活がどのように変化してき
たか，多面的・多角的に考察し，説明することがで
きている。
〇各宗教の特徴を踏まえ，それぞれの宗教を信仰す
る世界の人々との交流に際して気をつけなければな
らないことを考察し，説明することができている。
(主学）
○写真から地理的環境を読み解く作業に，積極的に
取り組むことができている。
〇持続可能な社会の実現に向けた視点を踏まえ，グ
ローバル化にともなって変化していく衣食住や起こ
り得る課題に対してどうかかわっていくべきか，主
体的に考察しようとする姿勢が見られる。
〇世界の多様な生活・文化に触れる中で，自らの生
活・文化との共通点や相違点に着目し，互いの文化
を理解し尊重しようとする姿勢が見られる。
〇他者の意見を聞き，自らの意見との違いに気づく
ことで考察を深め，よりよい結論を見出そうとする
姿勢が見られる。



担当者 教科書／副教材

「新公共」第一学習社

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名

単元・題材の
活動内容

(知及技）
①公共的な空間において社会に参
画する自立した主体となるため
に，青年期を生きる私たちは，何
を考え行動すればよいかを理解す
る。
②公共的な空間で生きていくため
に必要なこととして，個人として
尊重されることや，対話を通して
他者を理解することを理解する。

(知・技）
・自らの体験などを振り返ることを通して，自らを成長
させる人間としての在り方生き方について理解してい
る。
・人間は，個人として相互に尊重されるべき存在である
とともに，対話を通して互いの様々な立場を理解し高め
合うことのできる社会的な存在であることを理解してい
る。
(思･判･表)
・公共的な空間と人間との関わり，個人の尊厳と自主・
自律，人間と社会の多様性と共通性などに着目して考え
ている。
(主学)
・公共的な空間をつくる私たちについて，現代の諸課題
を主体的に解決しようとしている。
○ワークシート提出○小テスト○期末テスト

第１編　公共の扉
第１章
公共的な空間をつくる私た
ち
①社会に生きる私たち
②個人の尊厳と自主・自律
③多様性と共通性

○ワークシートを活用
し、本時の内容を理解
する。

(思判表力)
①選択・判断の手掛かりとなる考
え方を活用し，環境保護や生命倫
理など実社会の問題を考える。

(知・技）
・選択・判断の手掛かりとして，行為の結果である個人
や社会全体の幸福を重視する考え方や，行為の動機とな
る公正などの義務を重視する考え方などについて理解し
ている。
・現代の諸課題について自らも他者も共に納得できる解
決方法を見いだすことに向け，上に示す考え方を活用す
ることを通して，行為者自身の人間としての在り方生き
方について探求することが，よりよく生きていく上で重
要であることについて理解している。
・人間としての在り方生き方に関わる諸資料から，より
よく生きる行為者として活動するために必要な情報を収
集し，読み取る技能を身に付けている。
(思･判･表)
・幸福，正義，公正などに着目して考えている。
・倫理的価値の判断において，行為の結果である個人や
社会全体の幸福を重視する考え方と，行為の動機となる
公正などの義務を重視する考え方などを活用し，自らも
他者も共に納得できる解決方法を見いだすことに向け，
思考実験など概念的な枠組みを用いて考察する活動を通
して，人間としての在り方生き方を多面的・多角的に考
察し，表現している。  (主学)
・公共的な空間における人間としてのあり方生き方につ
いて，現代の諸課題を主体的に解決しようとしている。

第２章
公共的な空間における人間
としてのあり方生き方
①人間と社会のあり方につ
いての見方・考え方

○ワークシートを活用
し、本時の内容を理解
する。
○新聞や図書館の資
料，インターネット検
索などを用いて，本題
材と関連する時事問題
について調べることが
できている。

(知及技)
①人権保障のあゆみや世界の政治
体制，日本国憲法などを通して，
公共的な空間における基本的原理
が，現代社会でどのような形で生
かされているかを理解する。

(知・技）人間の尊厳と平等，個人の尊重，民主主義，
法の支配，自由・権利と責任・義務など，公共的な空間
における基本的原理について理解している。
(思･判･表)公共的な空間における基本的原理について，
思考実験など概念的な枠組みを用いて考察する活動を通
して，個人と社会との関わりにおいて多面的・多角的に
考察し，表現している。
(主学)公共的な空間における基本的原理をふまえて，現
代の諸課題を主体的に解決しようとしている。

第３章
公共的な空間における基本
的原理
①人間の尊厳と平等，個人
の尊重
②民主主義と法の支配
③自由・権利と責任・義務
④日本国憲法に生きる基本
的原理

○ワークシートを活用
し、本文の内容を理解
する。
○新聞や図書館の資
料，インターネット検
索などを用いて，本題
材と関連する時事問題
について調べることが
できている。

令和4年度高等部　１学年（Ⅱ課程Ｂ）　社会科（公共・地理総合）　　年間指導計画①

単位数
／配当時

数
児童生徒

2／74 高等部１年　生徒２名

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）現代の諸課題を捉え考察し、選択・判断するための手掛かりとなる概念や理論について理解するとともに、諸資料から、倫
理的主体などとして活動するために必要と鳴る情報を適切かつ効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。
(思判表力)現実社会の諸課題の解決に向けて、選択・判断の手掛かりとなる考え方や公共的な空間における基本的原理を活用して、
事実を基に多面的・多角的に考察し公正に判断する力や、合意形成や社会参画を視野に入れながら構想したことを議論する力を養
う。
(学･人)より良い社会の実現を視野に、現代の諸課題を主体的に解決しようとする態度を養うとともに、多面的・多角的な考察や深い
理解を通して涵養される、現代社会に生きる人間としての在り方生き方についての自覚や、公共的な空間に生き国民主権を担う公民
として、自国を愛し、その平和と繁栄を図ることや、各国が相互に主権を尊重し、各国民が協力し合うことの大切さについての自覚
などを深める。

26
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期



(知及技)
①契約が対等な当事者間の合意と
いえるための条件を理解する。
②なぜ契約が生まれ，契約を守る
ことが大切なのかを理解する。
③消費者と事業者を対等な立場に
置き，消費者主権を実現するため
に，消費者に関する法律が定めら
れていることを理解する。

(知・技）
・契約と消費者の権利・責任に関わる現実社会の事柄や
課題を理解している。
・契約と消費者問題について，自分自身の問題として理
解し，知識を身につけている。
・現実社会の諸課題に関わる諸資料から，自立した主体
として活動するために必要な情報を適切かつ効果的に収
集し，読み取り，まとめる技能を身に付けている。
(思･判･表)
・家庭科など他教科で学んだ知識もふまえ，幸福，正
義，公正などに着目して，多面的・多角的に考察し，表
現している。
・自立した主体として解決が求められる具体的な主題を
設定し，合意形成や社会参画を視野に入れながら，その
主題の解決に向けて事実を基に協働して考察したり構想
したりしたことを，論拠をもって表現している。
(主学)
・契約と消費者の権利・責任について，現代の諸課題を
主体的に解決しようとしている。
・18歳成年をふまえ，契約に関する知識や問題を身近な
こととして捉えて考えようとしている。
○ワークシート提出○小テスト○期末テスト

第２編　自立した主体とし
てよりよい社会の形成に参
画する私たち
第１章　法的な主体となる
私たち
契約と消費者の権利・責任
①さまざまな契約と法
②消費者の権利と責任

○ワークシートを活用
し、本文の内容を理解
する。
○新聞や図書館の資
料，インターネット検
索などを用いて，本題
材と関連する時事問題
について調べることが
できている。

(知及技)
①個人や社会の紛争を法に基づい
て公正に解決するために必要なし
くみと，国民が果たすべき責任を
理解する。

(知・技）
・司法参加の意義に関わる現実社会の事柄や課題を理解
している。
・現実社会の諸課題に関わる諸資料から，自立した主体
として活動するために必要な情報を適切かつ効果的に収
集し，読み取り，まとめる技能を身に付けている。
(思･判･表)
・政治分野の国会・内閣のしくみとも関連させ，幸福，
正義，公正などに着目して，多面的・多角的に考察し，
表現している。
・自立した主体として解決が求められる具体的な主題を
設定し，合意形成や社会参画を視野に入れながら，その
主題の解決に向けて事実を基に協働して考察したり構想
したりしたことを，論拠をもって表現している。
(主学)
・司法参加の意義について，現代の諸課題を主体的に解
決しようとしている。
○ワークシート提出○小テスト○期末テスト

司法参加の意義
①裁判所と司法
②国民の司法参加

○ワークシートを活用
し、本時の内容を理解
する。
○新聞や図書館の資
料，インターネット検
索などを用いて，本題
材と関連する時事問題
について調べることが
できている。

(知及技)
①民主政治を推進するために，私
たちが果たすべき責任を理解す
る。
②選挙の意義や課題，世論の形成
や政党の役割を理解する。
③主権者である国民と国会・内閣
の関係を理解する。
④地域社会の課題に，私たちの意
思を反映させるにはどうすればよ
いかを理解する。

(知・技）
・政治参加と公正な世論形成に関わる現実社会の事柄や
課題を理解している。
・現実社会の諸課題に関わる諸資料から，自立した主体
として活動するために必要な情報を適切かつ効果的に収
集し，読み取り，まとめる技能を身に付けている。
(思･判･表)
・中学校までに学んだ知識もふまえ，幸福，正義，公正
などに着目して，多面的・多角的に考察し，表現してい
る。
・自立した主体として解決が求められる具体的な主題を
設定し，合意形成や社会参画を視野に入れながら，その
主題の解決に向けて事実を基に協働して考察したり構想
したりしたことを，論拠をもって表現している。
(主学)
・政治参加と公正な世論形成について，現代の諸課題を
主体的に解決しようとしている。

第２章
政治的な主体となる私たち
政治参加と公正な世論形成
①私たちと選挙
②選挙の現状と課題
③世論の形成と政治参加
④国会と立法
⑤内閣と行政
⑥地方自治と住民福祉

○ワークシートを活用
し、本時の内容を理解
する。
○新聞や図書館の資
料，インターネット検
索などを用いて，本題
材と関連する時事問題
について調べることが
できている。

(知及技)
①主権国家が並び立つ国際社会
は，どのように成り立っているの
かを理解する。
②領土問題の背景と現状を理解す
る。
③国際社会の平和と安定を維持す
るための国際連合の取り組みを理
解する。

(知・技）
・国際社会と国家主権に関わる現実社会の事柄や課題を
理解している。
・現実社会の諸課題に関わる諸資料から，自立した主体
として活動するために必要な情報を適切かつ効果的に収
集し，読み取り，まとめる技能を身に付けている。
(思･判･表)
・国際社会の特徴と課題について，幸福，正義，公正な
どに着目して考えている。
・自立した主体として解決が求められる具体的な主題を
設定し，合意形成や社会参画を視野に入れながら，その
主題の解決に向けて事実を基に協働して考察したり構想
したりしたことを，論拠をもって表現している。
(主学)
・国際社会と国家主権について，現代の諸課題を主体的
に解決しようとしている。
○ワークシート提出○小テスト○期末テスト

国際社会と国家主権
①国家と国際法
②国境と領土問題
③国際連合の役割と課題

○ワークシートを活用
し、本時の内容を理解
する。
○新聞や図書館の資
料，インターネット検
索などを用いて，本題
材と関連する時事問題
について調べることが
できている。

留意点
引継ぎ等

＊生徒の実態に応じて、１年時は1学期から2学期前半は「新公共」、２学期後半から3学期は「地理総合」の授業編成となっていた
め、本年間指導計画は2学期までの記載となっている。
＊iPadなどを活用し、時事ニュース等を随時取り上げる。

2
学
期
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高等学部　1年（Ⅱ課程Ｂ）　数学科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

高校数学Ⅰ（実教出版）

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

(知・技)落ち着いて，丁寧に計
算する。
(思･判･表)多面的な見方，考え
方ができるようにする。
(主学)まわりの意見を取り入れ
て，さらに自分の解答に自信を
もつ。

(知・技)数の大小がわかる。簡
単な数の操作ができる。
(思･判･表)小数や分数の仕組み
がわかる。正の数と負の数を数
直線上に表す。
(主学)新しい数について，興味
をもつことができる。

数と式
　四則演算

　平方根

　実数
　

　先生方の車のナンバープレートなど，身近
な数字を使い四則演算の計算をする。

　小数，分数の大きさを知る。

　正の数，負の数，有理数，無理数をノート
に書き表す。

　いろんな数のかけ算，わり算をする。

　既習内容の定着が不十分であるため、小中
高の基礎的内容を厳選して学習を行い、自信
につなげる。

(知・技)四則演算の定着
(思･判･表)図やグラフなどを正
しく読み取る。
(主学)課題学習などに積極的に
取り組む。

(知・技)関数の計算ができる。
(思･判･表)簡単なグラフが作
れる。
(主学)自分の身近な値を数学に
関連付けようとすることができ
る。

関数とグラフ
　1次関数のグラフと活
用

　

　
　いろんな関数のグラフ
　

　身近なことのおおよその数を予想する。

　割合とグラフ，単位の読み方を知る。

　比例，長さ，重さについて関係を知る。

　物の値段や利用料金をグラフで見る。

(知・技)三角比の基本性質を用
いて計算する。
(思･判･表)問題文から図を描
き，値を求める。
(主学)自分なりの解法を身に付
ける。

(知・技)直角三角形において，
正弦・余弦・正接を求めること
ができる。
(思･判･表)測量の問題に三角比
を活用することができる。
(主学)直接測ることのできない
距離を求めることに関心をも
つ。

三角比
　正弦、余弦、正接

　三角比の相互関係
　
　三角形の面積

　図形が多いので，生徒には書かさずにICT機
器を用いて画面やスクリーンに映し，視覚的
にわかりやすく説明する。
　生徒は三角形の簡略図をノートに書きなが
ら問題を解く。

(知・技)集合と命題に関する基
本的な概念を理解する。
(思･判･表)事象の考察に活用で
きるようにする。
(主学)筋道を立てて，物事を説
明する。

(知・技)共通部分，和集合，空
集合について理解している。
(思･判･表)ベン図などを用い
て，集合を視覚的に表現して考
察することができる。
(主学)論理的な思考をもって，
自分の言葉で説明できる。

集合と論証
　集合と要素

　集合の要素の個数
　
　いろいろな証明法

　身の回りの集まりについて，調べさせて関
心を持たせる。主にICT機器を用いて授業を進
め，画面やスクリーンに映しだして，視覚的
にわかりやすく説明する。

　ある物事の真偽を人に伝える際に効果的な
言い方を実例に基づいて説明し、実践する。

３
学
期

20

(知・技)データを自分なりに処
理する。
(思･判･表)適切なグラフ，手法
などを選択して分析する。
(主学)データの傾向を把握して
事象の特徴をつかもうとする。

(知・技)階級，度数などの用語
を理解し，データをまとめるこ
とができる。
(思･判･表)データの相関を考察
することができる。
(主学)データの特性や傾向など
を考察しようとする。

データの分析
　統計

　グラフ，代表値
　
　相関関係
　
　いろんな物事を分析

　ワークシートを用いて，自分の身の回りの
統計をとらせる。

　表やグラフが多いので，生徒には書かさず
にICT機器を用いて画面やスクリーンに映し，
視覚的にわかりやすく説明する。

　お互いが調べたものを発表し，身近なこと
への関心を高める。

留意点
引継ぎ等

ICTを機器を活用して，視覚的に理解できるような授業を行う。
単元を横断的に扱う課題も設定し，年間を通して学習指導要領の目標を達成できるようにする。

令和　4　年度

単位数
／配当時数 児童生徒

2/74 １学年　生徒２名

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

（知及技）
　数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを理解するとともに，日常の事象を数学的に解釈した
り，表現・処理したりすることができる。
（思判表力）
　生活に必要な数量や図形などに関する理解を深め，見通しをもち筋道を立てて考察する力，基礎的・基本的な数量
や図形などの性質を見いだし，数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表現したり目的に応じて柔軟に表し
たりすることができる。
（学・人）
　数学的活動の楽しさや数学の良さを実感し，数学的に表現・処理したことを振り返り，多面的に捉え，よりよいも
のを求めて粘り強く考え，数学を生活や学習に活用しようとすることができる。

1
学
期

２
学
期
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高等部　１年（　Ⅱ課程Ｂ　）　理科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

新生物基礎　（第一学習社）

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

・ 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。
・ 藻類，菌類，細菌の観察結果か
ら，すべての生物のからだは細胞か
らなることを見いだし，生物が共通
にもつ特徴を理解する。
・ 動物の系統樹か脊椎ら，生物に
共通してみられる特徴は，進化の過
程で共通祖先から受け継がれてきた
ものであると考察できる。
・ 共通の祖先が進化の過程を経
て，生物が多様化したことを理解す
る。
・ 原核細胞と真核細胞でそれぞれ
みられる特徴を理解する。また，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・細胞壁の機能の概要を理解す
る。
・ 現生生物の共通祖先について，
推測される特徴を理解する。

・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
あることを理解している。
・すべての生物は共通した特徴をもつこ
とを理解している。
・顕微鏡の扱い方，観察材料に応じたプ
レパラートの作成法を習得している。
（Ａ）
・観察結果をレポートなどにまとめるこ
とができる。（観察１）
・観察結果などから，仮説は正しいとい
えるか論理的に説明できる。(観察１)
・すべての生物にみられる特徴について
説明できる。（Ｂ）
・観察結果をレポートなどにまとめ，積
極的に他の人に説明しようとしている。
（観察１）
・ 脊椎動物の系統樹から，生物に共通し
てみられる特徴と，その由来について積
極的に説明しようとしている。（資料
１）（Ｃ）

第1章　生物の特徴
１．生物の共通性
①生物にみられる共通性

②生物の共通性の由来

③細胞構造の共通性

１．生物の共通性
①生物にみられる共通性
観察１　さまざまな生物の観察
②生物の共通性の由来
資料１　生物の共通性の由来を考えよう
③細胞構造の共通性

・ 光エネルギーがなければ植物は
生育し続けることができないことを
示した資料から，生命活動にエネル
ギーが必要であることを理解する。
・ 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。
・ 代謝におけるATPの役割を資料か
ら読み取ることができる。
・ 酵素の基本的な特徴について理
解する。
・ 肝臓片に含まれるカタラーゼを
用いて実験を行い，酵素の触媒作用
を確認する。
・ 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。

・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
が関わることを理解している。
・酵素の特徴を理解している。
・体内の複雑な反応は，酵素が存在する
ことで円滑に進行することを理解してい
る。
・光合成と呼吸では，共にATPの合成が行
われていることを理解している。(A)
・代謝とは何か説明できる。
・体内でATPがどのようにしてエネルギー
の受け渡しを行っているか説明できる。
・酵素の特徴を説明できる。(B) ・生命
活動にはエネルギーが必要であることを
示す資料を積極的に読み取ろうとしてい
る。
・代謝におけるATPの役割について，資料
からわかることを積極的に説明しようと
している。(C)

２．生物とエネルギー
①エネルギーと代謝

②代謝とATP

③代謝と酵素

④光合成と呼吸

２．生物とエネルギー
①エネルギーと代謝
②代謝とATP
資料２　ATPの役割について考えよう
③代謝と酵素
実験２　カタラーゼの働き
④光合成と呼吸

令和　４　年度

単位数
／配当時数 児童生徒

2/74 １年

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：Ａ(知・技)知識・技能　　 Ｂ(思･判･表)思考･判断・表現　　         Ｃ(主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）
　生物や生物現象についての理解を深め，科学的に探究するために必要な観察，実験などに関する技能を身に付けている。
(思判表力)
　自然の事物・現象の中に問題を見いだし，見通しをもって観察，実験などを行い，科学的に探究する力を身に付けている。
(学･人)
  自然の事物・現象に主体的に関わり，科学的に探究しようとする態度を身に付けている。

1
学
期
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・ 遺伝子とDNAと染色体の関係につ
いて理解する。・ 身近な材料を用
いて，DNAを抽出する。
・ DNAの塩基の相補的な結合を示し
た資料から，DNAの構造の特徴を見
いだし，DNAの基本的な構造を理解
する。
・ 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。
・ 細胞の分裂の各過程で起こる現
象を理解する。
・ タマネギの根端を用いて，細胞
分裂の各段階を観察する。また，結
果から，細胞周期の各時期にかかる
時間を推測できる

・遺伝子とDNAと染色体の関係について理
解している。
・身近な生物材料からDNAを抽出する方法
を習得している。（実験３）
・二重らせん構造や，塩基の相補性など
のDNAの構造の特徴を理解している。(A)
・遺伝子とDNAと染色体の関係を説明でき
る。
・資料から，DNAにみられる構造の特徴を
読み取り，DNAの塩基の相補性とDNAの構
造との関連について説明できる。（資料
３）
・遺伝情報の違いはDNAの何に由来するか
を説明できる。(B)         ・タマネギ
の根端を用いて，細胞分裂の各段階を観
察し，その結果から，細胞周期の各時期
にかかる時間を推測できる。・DNAの複製
について，資料から読み取れることを積
極的に説明しようとしている。（資料
４）
・DNAの分子モデルを用いた半保存的複製
の再現に，積極的に取り組んでいる。
（演習１）
・タマネギの根端を用いた細胞分裂の観
察に積極的に取り組んでいる。（観察
４）(C)

１．遺伝情報とDNA
①染色体・DNA・遺伝子

②DNAの構造

③DNAの複製

④DNAの分配

１．遺伝情報とDNA
①染色体・DNA・遺伝子
実験３　DNAの抽出
②DNAの構造
資料３　DNAの塩基どうしの結合にみられる特
徴を考えよう
③DNAの複製
資料４　同じ塩基配列のDNAができるしくみを
考えよう
演習１　DNA模型を用いた半保存的複製の再現
④DNAの分配
観察４　細胞周期の観察

・ 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。
・ タンパク質は，多数のアミノ酸
が鎖状につながってできたものであ
ることを理解する。
・ DNAの塩基配列と，その配列で決
定されるアミノ酸配列を示した資料
から，この2つの配列の関係につい
て考察し，3つの塩基の並び（コド
ン）が1つのアミノ酸に対応してい
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）
という流れを理解する。
・ 遺伝暗号表をもとに，あるmRNA
が指定するアミノ酸配列を考察でき
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いるの
ではなく，細胞によって発現する遺
伝子が異なっていることを理解す
る。

・タンパク質はアミノ酸が多数結合した
ものであることを理解している。
・RNAとDNAの構造の違いを理解してい
る。
・転写と翻訳の過程の概略を理解してい
る。
・ゲノムの概念を理解している。(A)
・タンパク質の種類はアミノ酸の何に
よって決まるか説明できる。
・資料から，3つの塩基の並び（コドン）
が1つのアミノ酸に対応していることを読
み取ることができる。（資料５）
・遺伝子として働く部分のDNAの塩基配列
と，アミノ酸配列の関係について説明で
きる。（Ｂ）　　　・塩基配列とアミノ
酸配列の関係を，資料から積極的に読み
取ろうとしている。（資料５）
・遺伝暗号表をもとに，例示されたmRNA
が指定するアミノ酸配列を正確に読み取
ろうとしている。（演習２）（Ｃ）

２．遺伝情報とタンパク
質の合成
①タンパク質の構造と働
き

②遺伝子の発現とタンパ
ク質合成（１）

③遺伝子の発現とタンパ
ク質合成（２）

④細胞と遺伝子の働き

２．遺伝情報とタンパク質の合成
①タンパク質の構造と働き
②遺伝子の発現とタンパク質合成
（１）資料５
DNAの塩基配列とタンパク質のアミノ酸配列の
関係を考えよう
③遺伝子の発現とタンパク質合成
（２）演習２
　塩基配列からアミノ酸配列を読み取ろう
④細胞と遺伝子の働き

・ 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。　　　　　・ 運動前後の心
拍数の変化を測定する実験から，か
らだには体内環境の変化を情報とし
て伝達するしくみがあることを見い
だし，体内における情報の伝達の概
要を理解する。
・ 脳幹の働きと，脳死がどのよう
な状態であるのかについて理解す
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。
・ 心臓の拍動数が意思とは無関係
に調節されていることを理解する。

・体液の種類と関係について理解してい
る。
・赤血球，白血球，血小板，血しょうの
特徴や働きを理解している。
・ヒトの神経系の種類を理解している。
・脳の各部位の働きと脳死・植物状態の
関係について理解している。
・交感神経と副交感神経の分布と働きを
理解している。（Ａ）　　・運動前後の
心拍数の変化を測定する実験から，から
だには体内環境の変化を情報として，組
織や器官の間で受け渡しするしくみがあ
ることに気づく。（実験５）
・運動を行うと，直接運動に関わらない
心臓の拍動数が変化する理由を説明でき
る。
・体内環境の調節において，中枢神経系
と自律神経系がどのように働くかを説明
できる。（Ｂ）　　・運動前後の心拍数
の変化を測定する実験に積極的に取り組
み，体内における情報伝達のしくみを理
解しようとする。（実験５）（Ｃ）

１．からだの調節と情報
の伝達

①恒常性と情報の伝達

②神経系

③自律神経系の働き

④ホルモンの働き

⑤血糖濃度の調節

⑥体温の調節

⑦からだの調節と血液の
働き

第３章　ヒトのからだの調節
１．からだの調節と情報の伝達
①恒常性と情報の伝達
実験５　運動による心臓の拍動数の変化
②神経系
③自律神経系の働き
④ホルモンの働き
⑤血糖濃度の調節
資料６　血糖濃度調節のしくみを考えよう
⑥体温の調節
⑦からだの調節と血液の働き

２
学
期

25



・ 皮膚や粘膜による生体防御につ
いて理解する。

・ 好中球の存在下における細菌数
の減少を示した資料や，好中球が細
菌を取り込むようすを撮影した資料
から，白血球が体内でどのような働
きをしているかに気づき，白血球の

役割について理解を深める。
・ 免疫を担う細胞や器官の種類と

働きの概要を理解する。
・ 自然免疫のしくみを理解する。
・ 獲得免疫は自然免疫によって誘

導されることを理解する。
・ 獲得免疫による病原体排除の流

れを理解する。
・ 抗体の特徴について理解する。
・ 獲得免疫が病原体にのみ反応を

起こすしくみを理解する。

・生体防御には，皮膚などによる防御と
免疫があることを理解している。
・白血球の食作用について理解してい
る。
・免疫には，さまざまな免疫細胞が関与
することを理解している。
・自然免疫のしくみを理解している。
・抗体が特定の抗原と結合し，抗原抗体
反応を起こすことを理解している。
（Ａ）　　　　　　　　資料から，好中
球が食作用によって細菌を体内から排除
していることに気づく。（資料７）
・白血球の食作用について説明できる。
・自然免疫によって炎症が起こる流れに
ついて説明できる。
・獲得免疫の一次応答の過程を説明でき
る。（Ｂ）　　　　　　　・好中球が食
作用によって細菌を体内から排除してい
ることを，２つの資料から積極的に読み
取ろうとしている。（資料７）
・二次応答によって同じ感染症にかかり
にくいことを資料から読み取り，積極的
に説明しようとしている。

２．免疫
①病原体からからだを守
るしくみ

②自然免疫

③獲得免疫のしくみ

④獲得免疫の特徴

⑤免疫と疾病

⑥免疫と医療

２．免疫
①病原体からからだを守るしくみ
資料７　資料から白血球の働きを考えよう
②自然免疫
③獲得免疫のしくみ
④獲得免疫の特徴
資料８　病原体の侵入と抗体をつくる量につ
いて考えよう
⑤免疫と疾病
⑥免疫と医療

⑤遷移とバイオーム
資料10　バイオームの分布を決める要因を考
えよう(1)
資料11　バイオームの分布を決める要因を考
えよう(2)
⑥日本のバイオームと気候

３
学
期

・ バイオームの概念を理解し，陸
上にはその地域に生育する植物を基
盤としたさまざまなバイオームが成
立することを理解する。
・ 現存するバイオームと，その地
域における気温や降水量の分布を対
応させた資料から，環境条件によっ
て，遷移の結果として森林や草原，
荒原など多様なバイオームがみられ
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。
・ 日本におけるバイオームの水平
分布と垂直分布を理解し，各バイ
オームの特徴的な植物種を理解す
る。

・バイオームの概念を理解している。
・年平均気温と年降水量は，それぞれの
地域のバイオームを決める重要な要因と
なっていることを理解している。
・森林には，熱帯・亜熱帯多雨林，雨緑
樹林，硬葉樹林，照葉樹林，夏緑樹林，
針葉樹林がみられることや，それぞれの
特徴を理解している。
・草原には，サバンナやステップがみら
れることや，それぞれの特徴を理解して
いる。
・荒原には，砂漠やツンドラがみられる
ことや，それぞれの特徴を理解してい
る。
・日本の降水量と気温から，日本では気
温によってバイオームが異なることを理
解している。
・日本の水平分布のようすと，本州中部
の垂直分布のようすを理解している。ま
た，各バイオームの特徴を理解してい
る。（Ａ）

⑤遷移とバイオーム

⑥日本のバイオームと気
候

・ 植生は，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。
・ 森林には階層構造がみられ，階
層によって光などの環境が異なるこ
とを理解する。
・ 光の強さと光合成速度の関係
を，グラフを通じて理解する。
・ 陽生植物，陰生植物の光合成速
度の特徴を理解する。
・ 森林の土壌の特徴を理解する。
・ 植生は不変ではなく，遷移して
いることを理解する。
・ 伊豆大島で行われた，溶岩の噴
出年代が異なる地点の植生・環境調
査の結果をもとに，遷移の進む要因
を考察する。

・植生，相観，優占種について理解して
いる。
・森林は，いくつかの階層に分けられ，
林冠，林床が存在することを理解してい
る。
・光補償点，光飽和点がどのような光の
強さであるか理解している。
・陽生植物や陰生植物，陽樹と陰樹の特
徴を理解している。
・土壌の構造を理解している。・ 伊豆大
島で行われた，溶岩の噴出年代が異なる
地点の植生・環境調査の結果をもとに，
遷移の進む要因を考察する。（Ａ）
・陸上でみられる3つの相観の特徴につい
て説明できる。
・陽生植物と陰生植物の特徴について，
光補償点と光飽和点に関連づけて説明で
きる。
・伊豆大島における，溶岩の噴出年代が
異なる地点の植生・環境調査の結果をも
とに，遷移の進行が光環境と土壌の状態
に左右されることを考察できる。（Ｂ）
・伊豆大島における，溶岩の噴出年代が
異なる地点の植生・環境調査の結果から
わかることを読み取り，積極的に説明し
ようとしている。（Ｃ）

第4章　生物の多様性と
生態系
１．植生と遷移

①さまざまな植生

②植物と環境

③植生の遷移と環境

④植生の破壊と遷移

第４章　生物の多様性と生態系
１．植生と遷移
①さまざまな植生
②植物と環境
③植生の遷移と環境
資料９　遷移の要因を読み取ろう
④植生の破壊と遷移
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・沖縄の自然について知る。
・実物の観察・実験。
・科学関係の時事的な事柄をいろいろな
メディアを用いて知る。
・科学に関する疑問を解決する方法を知
る。

①沖縄の自然
②科学のニュース
③中学校の復習

①ホタルの観察
②沖縄の季節変化（校外学習）
③沖縄のいきもの
④ICT機器を用いた博物館との授業
⑤新聞・雑誌・ネット情報の見方

年
間
を
と
お
し
て

9 ・日常生活と関連づけながら，自然界
のつり合いについて理解し，観察，実
験などに関する技能を身につける。
（知識・技能）
・科学的に探究しようとする態度と，
自然環境の保全に寄与する態度を養う
（主体的に学習に取り組む態度）

・沖縄の自然について自ら調べる事ができ
る。
・器具を使い実物の観察・実験することがで
きる。
・科学関係の時事的な事柄をいろいろなメ
ディアを用いて知る事ができる）
・科学に関する疑問を解決する方法を知る事
ができる

①沖縄の自然

②科学のニュース

③中学校の復習

①ホタルの観察

②沖縄の季節変化（校外学習）

③沖縄のいきもの

④ICT機器を用いた博物館との授業

⑤新聞・雑誌・ネット情報の見方

留意点
引継ぎ等

・世界でみられる草原や荒原が森林へ遷
移することなく長期間維持されている要
因として，その地域の年降水量や年平均
気温などが関係していることを，読み取
ることができる。
・世界のバイオームと年降水量，年平均
気温を示したグラフを読み取ることがで
きる。
・世界各地で長期間維持されている荒原
や草原が，森林まで遷移しない理由を，
気候と関連づけて説明できる。
・日本において，水平分布と垂直分布に
バイオームが変化する理由を説明でき
る。（Ｂ）
バイオームの分布を決める要因を資料か
ら積極的に読み取ろうとしている。
（Ｃ）



高等部　１年（Ⅱ課程Ｂ）　音楽科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

MOUSA 　教育芸術社

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

(知)(思)
声やさまざまな楽器が生み出す
響きやその特徴が，どのような
要素やそれらの働きによっても
たらされているのかを探るとと
もに，音楽のよさや美しさを味
わう。

(知識・技能） 曲想や表現上の
効果と音楽の構造との関わり，
及び音楽の特徴と文化的・歴史
的背景，他の芸術との関わりに
ついて理解している。
(思・判・表）音色，リズム，
速度，旋律，テクスチュア，強
弱，形式，構成を知覚し，それ
らの働きを感受しながら，知覚
したことと感受したこととの関
わりについて考えるとともに，
曲や演奏に対する評価とその根
拠について考え，音楽のよさや
美しさを自ら味わって聴いてい
る。

組曲《動物の謝肉祭》
交響曲第9番《合唱付
き》から第４楽章
バレエ音楽《火の鳥》組
曲
「西洋音楽の流れ」「/
オーケストラを知ろう」

音楽を形づくっている
要素に注目して，曲のよ
さや美しさを探ろう

・音楽を形づくっている要素や要素同士の関
連を知覚し，それらの働きに注目しながら鑑
賞する
・ 曲想や表現上の効果と音楽の構造との関わ
りについて意見を交換し理解を深める
・ 曲や演奏に対する評価とその根拠を述べ合
う

曲想や表現上の効果と音楽の構
造との関わり，音楽の特徴と文
化的・歴史的背景との関わりを
理解するとともに，根拠をもっ
て曲や演奏を批評する。

(知識・技能） 曲想や表現上の
効果と音楽の構造との関わり，
及び音楽の特徴と文化的・歴史
的背景との関わりについて理解
している。
(思・判・表)・ 音色，リズ
ム，速度，旋律，テクスチュ
ア，強弱，形式，構成を知覚
し，それらの働きを感受しなが
ら，知覚したことと感受したこ
ととの関わりについて考えると
ともに，曲や演奏に対する評価
とその根拠について考え，音楽
のよさや美しさを自ら味わって
聴いている。

「クローズ・アップ・マ
エストロ」J.S.バッハ
/W.A.モーツァルト
作曲家の生涯と作品をた
どろう
J.S.バッハやW.A.モー
ツァルトの生涯をたどり
ながら，それぞれの作品
の特徴を理解し，魅力を
味わう

・ 作品を鑑賞したり，作曲家について調べた
り，意見を交換したりしながら，曲想や表現
上の効果と音楽の構造との関わり，音楽の特
徴と文化的・歴史的背景との関わりを理解す
る。
・ 曲や演奏に対する評価とその根拠を述べ合
う。

(知)(思）
音楽の特徴と文化的・歴史的背
景，他の芸術との関わり，曲想と
音楽の構造や歌詞との関わりを理
解し，曲にふさわしい発声，言葉
の発音，身体の使い方などの技能
を身に付けながら，イメージを
もって表現を工夫して歌う

(知識・技能） 創意工夫を生かし
た器楽表現をするために必要な，
他者との調和を意識して演奏する
技能，及び器楽アンサンブルの表
現形態の特徴を生かして演奏する
技能を身に付け，器楽で表してい
る。
(思・判・表)音色，リズム，速
度，旋律，テクスチュア，強弱，
形式，構成を知覚し，それらの働
きを感受しながら，知覚したこと
と感受したこととの関わりについ
て考え，どのように演奏するかに
ついて表現意図をもっている。

さまざまな器楽アンサンブ
ルを楽しもう

・ オペラを鑑賞し，物語のあらすじや歌詞の内
容，登場人物の心情などを理解するとともに，舞
台芸術としてのオペラの特徴を知る
・ 曲にふさわしい発声，言葉の発音，身体の使
い方などに留意して歌い，表現に必要な技能を身
に付ける
・ 歌ったり互いに聴き合ったりしながら，曲想
と音楽の構造や歌詞との関わりを理解する
・ イメージをもって，音楽を形づくっている要
素の働かせ方などを試行錯誤しながら表現を工夫
する

令和４年度

単位数
／配当時数 児童生徒

1/37 高等部１学年 生徒２名

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技)音楽に関する専門的で幅広く多様な内容について理解を深めるとともに，表現意図を音楽で表すために必要
な技能を身に付けるようにする。

(思判表力) 音楽に関する専門的な知識や技能を総合的に働かせ，音楽の表現内容を解釈したり音楽の文化的価値な
どについて考えたりし，表現意図を明確にもったり，音楽や演奏の価値を見いだして鑑賞したりすることができるよ
うにする。

(学･人)主体的に音楽に関する専門的な学習に取り組み，感性を磨き，音楽文化の継承，発展，創造に寄与する態度

1
学
期

２
学
期
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曲想と音色や奏法との関わりを理
解し，曲にふさわしい奏法，身体
の使い方などの技能を身に付ける
とともに，他者と協働しながらイ
メージをもって表現を工夫して演
奏する。

(知・技） 曲想と手拍子や足踏
み、コップや机などを打つ音色や
奏法との関わりについて理解して
いる。
・ 創意工夫を生かした器楽表現
をするために必要な，曲にふさわ
しい奏法，身体の使い方などの技
能，及び他者との調和を意識して
演奏する技能を身に付け，器楽で
表している。

ボディー・パーカッション
や“CUPS”に挑戦しよう

・ リズムを正確に捉えるとともに，その重なり
合いやつながりを意識して演奏する
・ 曲想に合った音色や奏法，パフォーマンスな
どの技能を身に付け，表現を工夫する
・ 共通のイメージをもって，曲の特徴を生かし
た表現ができるよう試行錯誤したり意見を交換し
たりしながら演奏する

(知・思・表）音のつなげ方やフ
レーズのまとまり，重なりによる
響きを理解し，反復，変化などの
手法を活用してメロディーをつく
る技能を身に付けながら，イメー
ジをもって表現を工夫して創作す
る。

(知・技)音を連ねたり重ねたりし
たときの響き，音階や音型などの
特徴及び構成上の特徴について，
表したいイメージと関わらせて理
解している。
・ 創意工夫を生かした創作表現
をするために必要な，反復，変化
などの手法を活用して音楽をつく
る技能，及び旋律をつくったり，
つくった旋律に副次的な旋律や和
音などを付けた音楽をつくったり
する技能を身に付け，創作で表し
ている。
(思･判･表) 音色，リズム，旋
律，テクスチュア，形式，構成を
知覚し，それらの働きを感受しな
がら，知覚したことと感受したこ
ととの関わりについて考え，どの
ように音楽をつくるかについて表
現意図をもっている。

「コード進行」をもとにメ
ロディーをつくろう
「『コード進行』をもとに
メロディーをつくろう」
「コード・ネーム」

・ コードの構成音をもとに音の組み合わせ方や
つなげ
方を試しながら，自分の表したいイメージに合う
メロ
ディーをつくる
・ 反復，変化などの手法を用いてメロディーを
つくったり，つくったメロディーにもう一つのメ
ロディーを重ねたりする技能を身に付ける

(知・思・表）曲想と音楽の構造
や歌詞との関わりを理解し，曲に
ふさわしい発声，言葉の発音，身
体の使い方などの技能を身に付け
ながら，イメージをもって表現を
工夫して歌う

(知・技)曲想と音楽の構造や歌詞
との関わりについて理解してい
る。
・ 創意工夫を生かした歌唱表現
をするために必要な，曲にふさわ
しい発声，言葉の発音，身体の使
い方などの技能を身に付け，歌唱
で表している。
(思･判･表)音色，リズム，速度，
旋律，テクスチュア，強弱，形
式，構成を知覚し，それらの働き
を感受しながら，知覚したことと
感受したこととの関わりについて
考え，どのように歌うかについて
表現意図をもっている。

曲にふさわしい発声で表情
豊かに歌おう

・ 曲にふさわしい発声，言葉の発音，身体の使
い方などに留意して歌い，表現に必要な技能を身
に付ける。
・ 歌ったり互いに聴き合ったりしながら，曲想
と音楽の構造や歌詞との関わりを理解する。
・ イメージをもって，音楽を形づくっている要
素の働かせ方などを試行錯誤しながら表現を工夫
する。

(思･判･表)
1年間の学習を振り返り、発表す
ることができる。

(思･判･表)
1年間の学習内容を振り返るこ
とができたか。
ワークシートで振り返った内容
を自分なりの方法で発表するこ
とができているか。

1年間のまとめ
1年間の学習を振り返っ
てみよう

・ワークシート
・鑑賞
・発表

３
学
期

10

留意点
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担当者 教科書／副教材

高校生の美術Ⅰ（日本文教出版）

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

(知及技)
(思判表力)
(学･人)
・美術に関する表現など、感じ
取った特徴や制作に対する興
味・関心を選び、話し合う。
鑑：(１)ア(ア)／イ(ア)

(主学)
・鑑賞活動から、制作に対する自分の思いなどをも
とに、見通しをもち学習活動を考え主体的に取り組
もうとしている。

●鑑賞
『教科書からの発見』

〇小・中学校での図画工作・美術の学習を振
り返り、自分の心の中を見つめたり、気づか
なかった自分の考えに気付いたりして、自分
の美術を見付けていく「高校生の美術Ⅰ」の
学習のイメージをもち、美術の学びの意味や
広がりについて考える。

(知及技)
(思判表力)
(学･人)
・身近にあるものを見つめ直
し、描く方法や材料を工夫して
あらわす。
表：(１)ア(ア)(イ)／イ
(ア)(イ)
鑑：(１)ア(ア)／イ(ア)

(知・技）(思･判･表)
・形や色、質感などが感情にもたらす効果や、造形
的な特徴などをもとに、身近なものやそれらを描い
た作品を、全体のイメージや作風などで捉えること
を理解し、主題を追求して創造的にあらわしてい
る。
(主学)
・主体的に身近なものを描いた作品の造形的なよさ
や美しさを感じ取り、作者の思いなどについて考え
る鑑賞の創造活動に取り組もうとしている。

●表現・鑑賞　絵画
『身近な物を描こう』

○身近なものを描くことに関心をもち、身近
なものを見つめ感じ取った特徴や、ものに対
する自分の思いなどから主題を生成する。
○主題をもとに、形や色、用具の使い方など
の構想を練る。
○完成作品を鑑賞し合い、意図や工夫を感じ
取り、話し合う。

(知及技)
(思判表力)
(学･人)
・表情や動きに注目したり、被
写体との距離感を意識したりし
て、身近な人の姿を写真であら
わす。
表：(3)ア(ア)(イ)／イ
(ア)(イ)
鑑：(1)ア(ウ)

(知・技)
・意図に応じてカメラ等の用具の特性を生かすとと
もに、表現方法を工夫し、表現の意図を効果的にあ
らわしている。
(思・判・表)
・身近な人を見つめ、感じ取ったことや考えたこと
をもとに、映像メディアの特性を生かして主題を生
成し、光や構図、ポーズなどの視覚的な要素の働き
について考え、創造的な表現の構想を練っている。
・主体的に身近な人を見つめ、表情や動き、その人
との関係性などについて感じ取ったことや考えたこ
とをもとに写真に表現する表現の創造活動に取り組
もうとしている。
(主学)
・主体的に人物を撮影した写真の特質や表現効果な
どを感じ取り、作者の意図や撮影の際の工夫などに
ついて考える鑑賞の創造活動に取り組もうとしてい
る。

●表現・鑑賞　映像メ
ディア表現
『写真で写す』学校生活
を表す情景をとろう

○人物や学校生活の情景を撮影することに関
心をもち、身近な人の表情や動き、その人と
の関係性などから主題を生成する。
○主題をもとに、視点や構図、光、ポーズな
どの構想を練る。
○カメラ等の用具の特性を生かして制作す
る。
○完成作品を鑑賞し合い、意図や工夫を感じ
取り、話し合う。

(知及技)
(思判表力)
(学･人)
・伝えたい内容にふさわしい表
現方法を考え、多くの人に伝わ
るようにデザインを工夫する。
表：(2)ア(ア)(イ)／イ
(ア)(イ)
鑑：(1)ア(イ)イ(ア)

(知・技）
・形や色、材料、光などが感情にもたらす効果や、
配色や構成などの造形的な特徴などをもとに、効果
的な伝達のデザインを、全体のイメージや作風など
で捉えることを理解している。
・意図に応じて材料や用具の特性を生かすととも
に、表現方法を工夫し、目的や計画をもとに創造的
にあらわしている。
(思･判･表)
・メッセージの内容や伝える相手などから主題を生
成し、効果的な表現形態や文字の配置、構成、配色
などについて考え、創造的な表現の構想を練ってい
る。
・メッセージを伝えるデザインの目的や機能との調
和の取れた洗練された美しさなどを感じ取り、効果
的にメッセージを伝える表現の工夫などについて考
え、見方や感じ方を深めている。
・主体的にメッセージの内容や伝える相手について
考え、効果的に内容を伝えるデザインを工夫する表
現の創造活動に取り組もうとしている。
(主学)
・主体的にメッセージを伝えるデザインの目的や機
能との調和の取れた美しさなどを感じ取り、効果的
にメッセージを伝える工夫などについて考える鑑賞
の創造活動に取り組もうとしている。

●表現　デザイン
『メッセージを広く伝え
る』行事等のポスターを
つくろう

○メッセージを広く伝えるデザインに関心を
もち、メッセージの内容や伝える相手などか
ら主題を生成する。
○主題をもとに、作品形態や表現方法、配色
や構成などの構想を練る。
○形や色、構成などを工夫して制作する。
○完成作品を鑑賞し合い、意図や工夫を感じ
取り、話し合う。

28

1
学
期

26

２
学
期

　目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
　評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）対象や事象を捉える創造的な視点について理解を深めるとともに、意図に応じて表現方法を創意工夫し、創造的に表すことができるようにする。
(思判表力)造形的なよさや美しさ、表現の意図と創意工夫、美術の働きかけについて考え、主題を形成し創造的に発想し構想を練ったり、価値意識をもって
美術や美術文化に対する見方や感じ方を深めたりすることができるようにする。
(学･人)主体的に美術の幅広い造形活動に取り組み、生涯にわたり美術を愛好する心情を育むとともに、感性を高め、美術文化に親しみ、心豊かな生活や社会
を創造していく態度を養う。

令和４年度　高学部　１年（　Ⅱ課程Ｂ　）　美術科　年間指導計画

単位数
／配当時数 児童生徒

2/74 １学年　生徒２名



(知及技)
(思判表力)
(学･人)
・一つのテーマを決め、光や構
図などを意識して撮影し、シ
リーズの作品をつくる。
表：(3)ア(ア)(イ)／イ
(ア)(イ)
鑑：(1)ア(ウ)／イ(ア)

(知・技)
・形や色、光などが感情にもたらす効果や、造形的
な特徴などをもとに、撮影した写真作品を、全体の
イメージや作風などで捉えることを理解している。
・意図に応じてカメラ等の用具の特性を生かすとと
もに、表現方法を工夫し、表現の意図を効果的にあ
らわしている。
(思・判・表)
・シリーズであらわすことの意味を考え、被写体を
見つめて感じ取ったことや考えたことをもとに映像
メディアの特性を生かして主題を生成し、視点や構
図、光などの視覚的な要素の働きについて考え、創
造的な表現の構想を練っている。
・シリーズの写真の特質や表現効果などを感じ取
り、作者の心情や意図と創造的な表現の工夫などに
ついて考え、見方や感じ方を深めている。
(主学)
・主体的にシリーズの写真の特質や表現効果などを
感じ取り、作者の意図や視点や構図、光の工夫など
について考える鑑賞の創造活動に取り組もうとして
いる。

●表現　映像メディア表
現『テーマを決めて撮影
する』

○一つのテーマを決めて撮影することに関心をも
ち、身近なものを見つめて感じ取ったことや考えた
ことなどから主題を生成する。
○主題をもとに、構図や光などの構想を練る。
○カメラ等の用具の特性を生かして制作する。
○完成作品を鑑賞し合い、意図や工夫を感じ取り、
話し合う。

(知及技)
(思判表力)
(学･人)
・日本や諸外国の文様を鑑賞
し、表現の工夫や生活との関わ
りを感じ取り、形や色を考えて
デザインする。
表：(2)ア(ア)(イ)／イ
(ア)(イ)
鑑：(1)ア(イ)／イ(ア)(イ)

・形や色、材料などが感情にもたらす効果や、造形
的な特徴などをもとに、文様を全体のイメージや作
風、様式などで捉えることを理解している。
・意図に応じて材料や用具の特性を生かすととも
に、表現を工夫し、目的や計画をもとに創造的にあ
らわしている。
・動植物やものの形や色の特徴などから主題を生成
し、形と色の組み合わせや構成などの効果について
考え、創造的な表現の構想を練っている。
・日本や諸外国の文様の目的や機能との調和の取れ
た洗練された美しさなどを感じ取り、形や色、構成
の工夫などについて考え、見方や感じ方を深めてい
る。
・主体的に動植物やものなどの形や色の特徴を捉
え、工夫して文様をデザインする表現の創造活動に
取り組もうとしている。
・主体的に文様の目的や機能との調和の取れた美し
さなどを感じ取り、形や色、構成の工夫などについ
て考える鑑賞の創造活動に取り組もうとしている。

●表現　デザイン
『文様で飾る』

○日本や諸外国の文様に関心をもち、動植物
やものの形や色の特徴などから主題を生成す
る。
○主題をもとに、形や色、構成などの構想を
練る。
○形や色、材料、構成などを工夫して制作す
る。
○完成作品を鑑賞し合い、意図や工夫を感じ
取り、話し合う。

(知及技）
(思判表力)
(学･人)
・桝や点で構成された作品を比
較して鑑賞し、それぞれのよさ
を感じ取る。
鑑：(１)ア(ア)／イ(イ)

(知・技）
・形や色などが感情にもたらす効果や、造形的な特
徴などをもとに、桝や点で構成された作品を、全体
のイメージや作風、様式などで捉えることを理解し
ている。
(思･判･表)
・桝や点で構成された作品の造形的なよさや美しさ
を感じ取るとともに、日本美術と西洋美術とを比較
し、それぞれの創造的な表現の工夫などについて考
え、見方や感じ方を深めている。
(主学)
・主体的に桝や点で構成された作品の造形的なよさ
や美しさを感じ取り、日本美術と西洋美術それぞれ
の創造的な表現の工夫などについて考える鑑賞の創
造活動に取り組もうとしている。

●鑑賞　絵画・彫刻
『比べて鑑賞する・組み
合わせる』
『桝や点で描く』

○画面を方眼に区切って描いた作品と、点描
で描いた作品とを比較して鑑賞し、違いや共
通点などを感じ取る。
○感じたことや考えたことを話し合い、他者
の考えに関心をもち、作品の見方や感じ方を
深める。

(知及技）
(思判表力)
(学･人)
・ピカソの生涯や作品を知り、
新たな表現を追求する姿勢を感
じ取る。
鑑賞：ア(ア)／イ(イ)

(思･判･表)
・形や色、材料などが感情にもたらす効果や、造形
的な特徴などをもとに、ピカソの生涯との関わりか
ら、作品を、全体のイメージや作風などで捉えるこ
とを理解している。
・ピカソの作品の造形的なよさや美しさを感じ取る
とともに、その生涯や心情と創造的な表現の工夫な
どについて考え、見方や感じ方を深めている。
(主学)・主体的にピカソの作品の造形的なよさや美
しさを感じ取り、その生涯や心情と作品との関係な
どについて考える鑑賞の創造活動に取り組もうとし
ている。

●鑑賞　絵画・彫刻
『作家の生涯と作品
パブロ・ピカソ』

○ピカソの生涯と作品に関心をもち、さまざ
まに作風を変化させながら新たな表現を追求
した姿勢を感じ取る。
○感じたことや考えたことを話し合い、他者
の考えに関心をもち、作家や作品の見方や感
じ方を深める。

３
学
期

20

留意点
引継ぎ等

○身近なものを触る際に、感染症対策に配慮する。
〇授業計画及び教材をにおける描く活動やつくる活動について、理解度や興味・関心等に合わせ柔軟に対応する。
〇郷土の世界遺産や伝統工芸品の造形的な面白や見方、感じ方等も年間を通し授業内容に取り入れる。



高等部　1年（Ⅱ課程Ｂ）　保健体育科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

現代高等保健体育
(大修館書店）

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

(知及技）体を動かす楽しさや心地よさを味わい，運動
を継続する意義，体の構造，運動の原則などを理解す
るとともに，健康の保持増進や体力の向上を目指し，
目的に適した運動の計画を立て取り組むこと。(中3高1
程度)
(思判表力)自己や仲間の課題を発見，合理的な解決に
向けて運動の取り組み方を工夫するとともに，自己や
仲間の考えたことを他者に伝えること。(中3高1程度)
(学･人)体つくり運動に自主的に取り組むとともに，互
いに助け合い教え合おうとすること，一人一人の違い
に応じた動きなどを大切にしようとすること，話合い
に貢献しようとすることなどや，健康・安全を確保す
ること。(中3高1程度)

(知・技）・定期的・計画的に運動を継続することは，
心身の健康，健康や体力の保持増進につながる意義が
あることを言ったり書き出したりしている。・仲間と
協力して課題を達成するなど，集団で挑戦するような
運動を行うことを通して，気付いたり関わり合ったり
することができる。
(思･判･表)ねらいや体力の程度を踏まえ，自己や仲間
の課題に応じた強度，時間，回数，頻度を設定してい
る。
(主学)体つくり運動に自主的に取り組もうとしてい
る。

体つくり運動 ＜例示＞体ほぐしの運動
・ のびのびとした動作で用具などを
用いた運動を行うことを通して，気
付いたり関わり合ったりすること。
・ 仲間と協力して課題を達成するな
ど，集団で挑戦するような運動を行
うことを通して，気付いたり関わり
合ったりすること。
〈実生活に生かす運動の計画の行い
方の例〉
○ 健康に生活するための体力の向上
を図る運動の計画と実践
・ 運動不足の解消や体調維持のため
に，食事や睡眠などの生活習慣の改
善も含め，休憩時間や家庭などで日
常的に行うことができるよう効率の
よい組合せやバランスのよい組合せ
で運動の計画を立てて取り組むこ
と。

(知及技）記録の向上や競争の楽しさや喜びを味わい，
技術の名称や行い方，体力の高め方，運動観察の方法
などを理解するとともに，各種目特有の技能を身に付
けること。(中3高1程度)
(思判表力)動きなどの自己や仲間の課題を発見し，合
理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫するとと
もに，自己の考えたことを他者に伝えること。(中3高1
程度)
(学･人)陸上競技に自主的に取り組むとともに，勝敗な
どを冷静に受け止め，ルールやマナーを大切にしよう
とすること，自己の責任を果たそうとすること，一人
一人の違いに応じた課題や挑戦を大切にしようとする
ことなどや，健康・安全を確保すること。(中3高1程
度)

(知・技）・陸上競技の各種目において用いられる技術
の名称があり，それぞれの技術には，記録の向上につ
ながる重要な動きのポイントがあることについて、学
習した具体例を挙げている。・後半でスピードが著し
く低下しないよう，力みのないリズミカルな動
きで走ることができる。
(思･判･表) ルールを守り競争したり勝敗を受け入れた
りする場面で，よりよいマナーや行為について，自己
の活動を振り返っている。
(主学) 一人一人の違いに応じた課題や挑戦を大切にし
ようとしている。

陸上競技 ○短距離走・リレー
・短距離走で 100〜200 m 程度，リ
レーでは一人 50〜100 m 程度
・スタートダッシュでは地面を力強
くキックして，徐々に上体を起こし
ていき加速すること。
・後半でスピードが著しく低下しな
いよう，力みのないリズミカルな動
きで走ること。
○走り幅跳び
・スピードに乗った助走から力強く
踏み切って跳ぶこと，
・踏み切り前３〜４歩からリズム
アップして踏み切りに移ること。

(知及技）記録の向上や競争の楽しさや喜びを味わい，
技術の名称や行い方，体力の高め方，運動観察の方法
などを理解するとともに，効率的に泳ぐこと。(中3高1
程度)
(思判表力)泳法などの自己や仲間の課題を発見し，合
理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫するとと
もに，自己の考えたことを他者に伝えること。(中3高1
程度)
(学･人)水泳に自主的に取り組むとともに，勝敗などを
冷静に受け止め，ルールやマナーを大切にしようとす
ること，自己の責任を果たそうとすること，一人一人
の違いに応じた課題や挑戦を大切にしようとすること
などや，水泳の事
故防止に関する心得を遵守するなど健康・安全を確保
すること。(中3高1程度)

(知・技）・水泳の各種目で用いられる技術の名称があ
り，それぞれの技術には，効率的に泳ぐためのポイン
トがあることについて、学習した具体例を挙げてい
る。・ 泳ぎの速さに応じて，顔を横に向ける大きさを
調節して呼吸動作を行うことができる。
(思･判･表)自己や仲間の技術的な課題やその課題解決
に有効な練習方法の選択について，自己の考えを伝え
ている。
(主学)水の事故防止の心得を遵守するなど健康・安全
を確保しようとしている。

水泳 ア　クロール　50～200m程度
・ 水面上の腕は，ローリングの動き
に合わせてリラックスして前方へ動
かすこと。
イ　平泳ぎ　50～200m程度
・ 肩より前で，両手で逆ハート型を
描くように強くかくこと。
・ プルのかき終わりに合わせて顔を
水面上に出して呼吸を行い，キック
の蹴り終わりに合わせて伸び（グラ
イド）をとり，１回のストロークで
大きく進むこと。

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）
運動の合理的な実践を通して，運動の楽しさや喜びを味わい，生涯にわたって運動を豊かに実践することができるようにするため，運
動，体力の必要性について理解するとともに，基本的な技能を身に付けるようにする。(中3高1程度)
(思判表力)
運動についての自己や仲間の課題を発見し，合理的な解決に向けて思考し判断するとともに，自己や仲間の考えたことを他者に伝える
力を養う。(中3高1程度)
(学･人)
運動における競争や協働の経験を通して，公正に取り組む，互いに協力する，自己の責任を果たす，参画する，一人一人の違いを大切
にしようとするなどの意欲を育てるとともに，健康・安全を確保して，生涯にわたって運動に親しむ態度を養う。(中3高1程度)

1
学
期
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令和　4　年度

単位数
／配当時数 児童生徒
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(知及技）・国民の健康課題や健康の考え方は，国民の
健康水準の向上や疾病構造の変化に伴って変わってき
ていること。また，健康は，様々な要因の影響を受け
ながら，主体と環境の相互作用の下に成り立っている
こと。・健康の保持増進と生活習慣病などの予防と回
復には，運動，食事，休養及び睡眠の調和のとれた生
活の実践や疾病の早期発見，及び社会的な対策が必要
であること。(高1程度)
(思判表力)現代社会と健康について，課題を発見し，
健康や安全に関する原則や概念に着目して解決の方法
を思考し判断するとともに，それらを表現すること。
(高1程度)
(学･人)現代社会と健康について，課題の解決に向けた
学習に主体的に取り組むこと。(高1程度)

(知・技）・健康水準の向上，疾病構造の変化に伴い，
個人や集団の健康についての考え方も変化してきてい
ることについて，理解したことを言ったり書いたりし
ている。・生活習慣病などの予防と回復には，個人の
取組とともに，健康診断やがん検診の普及，正しい情
報の発信など社会的な対策が必要であることについ
て，理解したことを言ったり書いたりしている。
(思･判･表)・健康の考え方や、生活習慣病などの予防
と回復について，健康に関わる原則や概念を基に整理
したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他
や社会の課題を発見している。
(主学)健康の考え方や、生活習慣病とその予防につい
て，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうと
している。

1単元　現代社会と健
康

1  健康の考え方と成り立ち
2  私たちの健康のすがた
3  生活習慣病の予防と回復
4  がんの原因と予防
5  がんの治療と回復
6  運動と健康
7  食事と健康
8  休養･睡眠と健康

(知及技）スポーツの文化的特性や現代のスポーツの発
展について理解すること。(中3高1程度)
(思判表力)スポーツの文化的特性や現代のスポーツの
発展について，自己の課題を発見し，よりよい解決に
向けて思考し判断するとともに他者に伝えること。(中
3高1程度)
(学･人)スポーツの文化的特性や現代のスポーツの発展
についての学習に自主的に取り組むこと。(中3高1程
度)

(知・技）近年では，我が国から世界に普及し，発展し
ているスポーツがあり，日本の文化の発信に貢献して
いることについて，理解したことを言ったり書いたり
している。
(思･判･表)スポーツの歴史的発展と多様な変化や現代
のスポーツの意義や価値について，事実や理念を整理
したり，自己のスポーツへの関わりを見いだしたりし
て，自己や社会にスポーツがもたらす影響について課
題を発見している。
(主学)スポーツの文化的特性や現代スポーツの発展に
ついての学習に，主体的に取り組もうとしている。

体育理論（スポーツの
発祥と発展）

１ スポーツの始まりと変遷
・スポーツがどのように始まったの
かを説明できる。
２ 文化としてのスポーツ
・運動との比較から文化としてのス
ポーツの特徴を説明できる。

２
学
期

43 (知及技）勝敗を競う楽しさや喜びを味わい，技術の名
称や行い方，体力の高め方，運動観察の方法などを理
解するとともに，作戦に応じた技能で仲間と連携し
ゲームを展開すること。(中3高1程度)
(思判表力)攻防などの自己やチームの課題を発見し，
合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫すると
ともに，自己や仲間の考えたことを他者に伝えるこ
と。(中3高1程度)
(学･人)球技に自主的に取り組むとともに，フェアなプ
レイを大切にしようとすること，作戦などについての
話合いに貢献しようとすること，一人一人の違いに応
じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助
け合い教え合おうとすることなどや，健康・安全を確
保すること。(中3高1程度)

(知・技）・戦術や作戦に応じて，技能をゲーム中に適
切に発揮することが攻防のポイントであることについ
て、言ったり書き出したりしている。・ゴールの枠内
にシュートをコントロールすることができる。
(思･判･表)選択した運動について，合理的な動きと自
己や仲間の動きを比較して，成果や改善すべきポイン
トとその理由を仲間に伝えている。
(主学)相手を尊重するなどのフェアなプレイを大切に
しようとしている。

球技 ○ゴール型
・ ゴールの枠内にシュートをコント
ロールすること。
・ 味方が操作しやすいパスを送るこ
と。
・ 守備者とボールの間に自分の体を
入れてボールをキープすること。

(知及技）感じを込めて踊ったり，みんなで自由に
踊ったりす
る楽しさや喜びを味わい，ダンスの名称や用語，
踊りの特徴と表現の仕方，交流や発表の仕方，運
動観察の方法，体力の高め方などを理解するとと
もに，イメージを深めた表現や踊りを通した交流
や発表をすること。(中3高1程度)
(思判表力)表現などの自己や仲間の課題を発見
し，合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工
夫するとともに，自己の考えたことを他者に伝え
ること。(中3高1程度)
(学･人)ダンスに自主的に取り組むとともに，互い
に助け合い教え合おうとすること，作品や発表な
どの話合いに貢献しようとすること，一人一人の
違いに応じた表現や役割を大切にしようとするこ
となどや，健康・安全を確保すること。(中3高1程
度)

(知・技）・ダンスで用いられる身体運動や作品創
作に用いられる名称や用語などを、言ったり書き
出したりしている。・ステップや動き方，音楽，
小道具，地域などの踊りに見られる特有の動きな
どの異なった特徴を捉えることができる。
(思･判･表)体力の程度や性別等の違いを踏まえ
て，仲間とともに楽しむための表現や交流を行う
方法を見付け，仲間に伝えている。
(主学)一人一人の違いに応じた表現や交流の仕方
などを大切にしようとしている。

ダンス イ　フォークダンス
＜エイサー＞
・ステップや動き方，音楽，小道
具，地域などの踊りに見られる特
有の動きなどの異なった特徴を捉
える。

(知及技）・喫煙と飲酒は，生活習慣病などの要因にな
ること。また，薬物乱用は，心身の健康や社会に深刻
な影響を与えることから行ってはならないこと。それ
らの対策には，個人や社会環境への対策が必要である
こと。・精神疾患の予防と回復には，運動，食事，休
養及び睡眠の調和のとれた生活を実践するとともに，
心身の不調に気付くことが重要であること。また，疾
病の早期発見及び社会的な対策が必要であること。・
感染症の発生や流行には，時代や地域によって違いが
みられること。その予防には，個人の取組及び社会的
な対策を行う必要があること。(高1程度)
(思判表力)現代社会と健康について，課題を発見し，
健康や安全に関する原則や概念に着目して解決の方法
を思考し判断するとともに，それらを表現すること。
(高1程度)
(学･人)現代社会と健康について，課題の解決に向けた
学習に主体的に取り組むこと。(高1程度)

(知・技）・喫煙や飲酒による健康課題を防止するには，正
しい知識の普及，健全な価値観の育成などの個人への働き
かけ，及び法的な整備も含めた社会環境への適切な対策が
必要であることについて，理解したことを言ったり書いた
りしている。・精神疾患の予防と回復には，身体の健康と
同じく，適切な運動，食事，休養及び睡眠など，調和のと
れた生活を実践すること，早期に心身の不調に気付くこ
と，心身に起こった反応については体ほぐしの運動などの
リラクセーションの方法でストレスを緩和することなどが
重要であることについて，理解したことを言ったり書いた
りしている。・感染症は，時代や地域によって自然環境や
社会環境の影響を受け，発生や流行に違いが見られること
について，理解したことを言ったり書いたりしている。
(思･判･表)・喫煙，飲酒，薬物乱用の防止や、精神疾患の
予防と回復や、感染症とその予防について，自他や社会の
課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合った
り，ノートなどに記述したりして，筋道を立てて説明して
いる。
(主学)喫煙，飲酒，薬物乱用の防止や、精神疾患の予防と
回復や、感染症とその予防について，課題の解決に向けた
学習に主体的に取り組もうとしている。

1単元　現代社会と健
康

9  喫煙と健康
10 飲酒と健康
11 薬物乱用と健康
12 精神疾患の特徴
13 精神疾患の予防
14 精神疾患からの回復
15 現代の感染症
16 感染症の予防
17 性感染症・エイズとその予防



(知及技）スポーツの文化的特性や現代のスポーツの発
展について理解すること。(中3高1程度)
(思判表力)スポーツの文化的特性や現代のスポーツの
発展について，自己の課題を発見し，よりよい解決に
向けて思考し判断するとともに他者に伝えること。(中
3高1程度)
(学･人)スポーツの文化的特性や現代のスポーツの発展
についての学習に自主的に取り組むこと。(中3高1程
度)

(知・技）現代のスポーツは，国際親善や世界平和に大
きな役割を果たしており，その代表的なものにオリン
ピックやパラリンピック等の国際大会があることにつ
いて，理解したことを言ったり書いたりしている。
(思･判･表)スポーツの経済的効果が環境や社会へもた
らす影響について，習得した知識を基に，持続可能な
スポーツの発展のための課題の解決に向けて，自己の
提案を言葉や文章などを通して他者に伝えている。
(主学)スポーツの文化的特性や現代スポーツの発展に
ついての学習に，主体的に取り組もうとしている。

体育理論（スポーツの
発祥と発展）

３ オリンピックとパラリンピックの
意義
・オリンピズムとオリンピックの価
値について説明できる。
４ スポーツが経済に及ぼす効果
・スポーツにかかわる業種について
例をあげて説明できる。

(知及技）勝敗を競う楽しさや喜びを味わい，技術の名
称や行い方，体力の高め方，運動観察の方法などを理
解するとともに，作戦に応じた技能で仲間と連携し
ゲームを展開すること。(中3高1程度)
(思判表力)攻防などの自己やチームの課題を発見し，
合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫すると
ともに，自己や仲間の考えたことを他者に伝えるこ
と。(中3高1程度)
(学･人)球技に自主的に取り組むとともに，フェアなプ
レイを大切にしようとすること，作戦などについての
話合いに貢献しようとすること，一人一人の違いに応
じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助
け合い教え合おうとすることなどや，健康・安全を確
保すること。(中3高1程度)

(知・技）練習やゲーム中の技能を観察したり分析した
りするために、自己観察や他者観察などを行ってい
る。・ボールを相手側のコートの空いた場所やねらっ
た場所に打ち返すことができる。
(思･判･表)球技の学習成果を踏まえて，自己に適した
「する，みる，支える，知る」などの運動を継続して
楽しむための関わり方を見付けている。
(主学)互いに練習相手になったり仲間に助言したりし
て，互いに助け合い教え合おうとしている。

球技 ○ネット型
・ サービスでは，ボールをねらった
場所に打つこと。
・ 腕やラケットを強く振って，ネッ
トより高い位置から相手側のコート
に打ち込むこと。
・ ポジションの役割に応じて，拾っ
たりつないだり打ち返したりするこ
と。

(知及技）・健康の保持増進には，ヘルスプロモーショ
ンの考え方を踏まえた個人の適切な意思決定や行動選
択及び環境づくりが関わること。(高1程度)
(思判表力)現代社会と健康について，課題を発見し，
健康や安全に関する原則や概念に着目して解決の方法
を思考し判断するとともに，それらを表現すること。
(高1程度)
(学･人)現代社会と健康について，課題の解決に向けた
学習に主体的に取り組むこと。(高1程度)

(知・技）・健康を保持増進するには，ヘルスプロモー
ションの考え方に基づき，適切な意思決定や行動選択
により，疾病等のリスクを軽減することを含め，自ら
の健康を適切に管理することが必要であるとともに，
環境づくりが重要であることについて，理解したこと
を言ったり書いたりしている。・適切な意思決定や行
動選択には，個人の知識，価値観，心理状態，及び人
間関係などを含む社会環境が関連していることについ
て，理解したことを言ったり書いたりしている。
(思･判･表)・国民の健康課題について，我が国の健康
水準の向上や疾病構造の変化に関するデータや資料に
基づいて分析し，生活の質の向上に向けた課題解決の
方法をヘルスプロモーションの考え方を踏まえて整理
している。
(主学)健康の考え方について，課題の解決に向けた学
習に主体的に取り組もうとしている。

1単元　現代社会と健
康

18 健康に関する意思決定・行動選択
19 健康に関する環境づくり

(知及技）・安全な社会づくりには，環境の整備とそれ
に応じた個人の取組が必要であること。・適切な応急
手当は，傷害や疾病の悪化を軽減できること。応急手
当には，正しい手順や方法があること。(高1程度)
(思判表力)安全な社会生活について，安全に関する原
則や概念に着目して危険の予測やその回避の方法を考
え，それらを表現すること。(高1程度)
(学･人)安全な社会生活について，課題の解決に向けた
学習に主体的に取り組むこと。(高1程度)

(知・技）・事故は，地域，職場，家庭，学校など様々
な場面において発生していること，事故の発生には，
周りの状況の把握及び判断，行動や心理などの人的要
因，気象条件，施設・設備，車両，法令，制度，情報
体制などの環境要因などが関連していることについ
て，理解したことを言ったり書いたりしている。・心
肺停止状態においては，急速に回復の可能性が失われ
つつあり，速やかな気道確保，人工呼吸，胸骨圧迫，
AED（自動体外式除細動器）の使用などが必要であるこ
と，及び方法や手順について，実習を通して理解した
ことを言ったり書いたりし，AED などを用いて心肺蘇
生法ができる。
(思･判･表)・交通安全について，習得した知識を基
に，事故につながる危険を予測し回避するための自他
や社会の取組を評価している。
(主学)安全な社会づくりや、応急手当について，課題
の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしてい
る。

２単元　安全な社会生
活

1  事故の現状と発生要因
2  安全な社会の形成
3  交通における安全
4  応急手当の意義とその基本
5  日常的な応急手当
6  心肺蘇生法

(知及技）スポーツの文化的特性や現代のスポーツの発
展について理解すること。(中3高1程度)
(思判表力)スポーツの文化的特性や現代のスポーツの
発展について，自己の課題を発見し，よりよい解決に
向けて思考し判断するとともに他者に伝えること。(中
3高1程度)
(学･人)スポーツの文化的特性や現代のスポーツの発展
についての学習に自主的に取り組むこと。(中3高1程
度)

(知・技）スポーツに関わる人々の増加は，例えば，地
域の人々の生活や社会環境にも様々な影響をもたらす
ようになっていることについて，理解したことを言っ
たり書いたりしている。
(思･判･表)スポーツの高潔さやスポーツが環境や社会
へもたらす影響について，習得した知識を基に，持続
可能なスポーツの発展のための課題の解決に向けて，
自己の提案を言葉や文章などを通して他者に伝えてい
る。
(主学)スポーツの文化的特性や現代スポーツの発展に
ついての学習に，主体的に取り組もうとしている。

体育理論（スポーツの
発祥と発展）

５ スポーツの高潔さとドーピング
・ドーピングがなぜスポーツを破壊
する行為になるのかを具体的に説明
できる。
６ スポーツと環境
・スポーツは環境とどのように調和
していけばよいのか説明できる。

留意点
引継ぎ等

・保健体育は2学年かけて指導する教科であるため、学習指導要領に則り目標を(中3高1程度)と記載している。
・体つくり運動は年間を通して行う。

３
学
期

30
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学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

1

(知及技)「ホームプロジェクト」の意義と
実施方法について理解する。

(知・技）「ホームプロジェクト」の意義
と実施方法について理解している。
（主学）生活の中から課題を見出し，個人
単位で主体的に計画を立てて問題の解決し
ようとしている。
.課題提出
（家庭基礎の授業全体を通じて行う）

家庭科の学び方－学習
から実践へ
・ホームプロジェクト
とは

○視聴覚教材を活用し、本時の内容
を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワー
クシートを記入しながら学習を深め
る。

25

(知及技)生涯発達の視点に立って，ライフ
ステージの特徴と課題を見通し，その課題
を他者と関わりながら達成し，発達し続け
ていくという考え方を理解する。
(知及技)ライフイベントや人生の転機，あ
るいは家族の変化や社会変動などによって
生じる課題を乗り越える際に，一人一人が
異なる過程をたどり，様々な生き方がある
ことを理解する。
　(学･人)固定的な性別役割分業意識の見
直し，男女の平等と相互の協力などを取り
上げ，生涯を見通した中で青年期をどのよ
うに生きるかについて理解を深める。

(知・技）人の一生について、自己と他
者、社会との関わりから様々な生き方
があることを理解しているとともに、
自立した生活を営むために必要な情報
の収集・整理を行い、生涯を見通して
生活課題に対応し意思決定をしていく
ことの重要性について理解を深めてい
る。
(思･判･表)生涯を見通した自己の生活
について主体的に考え、ライフスタイ
ルと将来の家庭生活について問題を見
いだして課題を設定し、解決策を構想
し、実践を評価・改善し、考察したこ
とを根拠に基づいて論理的に表現する
などして課題を解決する力を身につけ
ている。
(思・判・表)自らの固定的な性別役割
分業意識の見直しながら，生涯を見通
した中で自らは青年期をどのように生
きるかについて理解を深めようとして
る。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習・ノート提出

１章　これからの生き
方と家族
１節　生涯の生活設計
・生涯発達する自分
－人と人とのつながり
のなかで
・ワーク・ライフ・バ
ランスを求めて

○視聴覚教材を活用し、本時の内容
を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワー
クシートを記入しながら学習を深め
る。

(知及技)歴史的，文化的，社会的制度とし
ての家族について理解する。
　(学･人)世帯の動向にみられる特徴とそ
れを規定する社会的要因を分析し，検討す
る。
（思・判）家族形態の相違による家庭生活
のあり方について検討し，その多様性を理
解する。

（知・技）歴史的，文化的，社会的制
度としての家族について理解しようと
している。
（思・判）世帯の動向にみられる特徴
とそれを規定する社会的要因を分析
し，検討しようとしている。
 (思･判･表)家族形態の相違による家庭
生活のあり方について検討し，その多
様性を理解しようとしている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節家族・家庭と社会
とのかかわり
・家族・家庭・世帯
・家族・家庭のはたら
き
・パートナーと出会う
・結婚と変化する家族
・家族に関する法律

○視聴覚教材を活用し、本時の内容
を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワー
クシートを記入しながら学習を深め
る。

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）人の一生と家族・家庭および福祉、衣食住、消費生活・環境などについて、生活を主体的に営むために必
要な基礎的な理解を図るとともに、それらに係わる技能を身につけるようにする。
(思判表力)家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして課題を設定し、解決策を構想し、実践を評
価・改善し、考察したことを根拠に基づいて論理的に表現するなど、生涯を見通して課題を解決する力を養う。
(学･人)様々な人々と協同し、よりよい社会の構築に向けて、地域社会に参画しようとするとともに、自分や家庭、
地域の生活の充実向上を図ろうとする実践的な態度を養う。

1
学
期

令和　4年度

単位数
／配当時数 児童生徒
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（知及技）乳幼児期は人間の発達の段階に
おいて最も発達が著しい重要な時期である
ことや，子どもの発達には個人差はある
が，一定の方向性や順序性があることを理
解できる。

（思・判・表）子どもはこれからの社会を
築いていくという視点から，子どもを生み
育てることの意義や地域の一員として子ど
もの成長に関わることの意味について考え
ようとしている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２章　次世代をはぐく
む
１節　子どもの発達
・次世代をはぐくむ
・命のはじまり
・乳幼児の体の発達
・乳幼児の心の発達

○視聴覚教材を活用し、本時の内容
を理解する。
○赤ちゃんの人形を用いて、赤ちゃ
んの身体を想像しやすいようにす
る。
○気づいたことや自分の考えをワー
クシートを記入しながら学習を深め
る。

(知及技)乳幼児期は，その発達の段階に応
じた親の働きかけが重要であることを親の
保育態度と関連付けて理解している。

(思･判･表)乳児の溢乳の対処や抱き方な
ど，個々の子どもに応じた接し方を実践し
たり，安全や衛生に気を配り室内外の環境
を整えたりすることの必要性を理解してい
る。
（主学）乳幼児とのふれ合いや交流，親や
保育者が乳幼児と関わる姿の観察など，実
践的・体験的な学習活動を通して身に付け
ようとしている
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節　子どもの生活
・親と子のかかわり
・乳幼児の生活と安全
・子どもの成長と遊び
・体験　子どもとのか
かわり方を学ぶ

○視聴覚教材を活用し、本時の内容
を理解する。
○赤ちゃんの人形を用いて、赤ちゃ
んの身体を想像しやすいようにす
る。
○気づいたことや自分の考えをワー
クシートを記入しながら学習を深め
る。

(知及技)近年の高齢者福祉の基本的な理念
や高齢者福祉サービスなど代表的なものに
ついてふれた上で，社会の現状と今後の解
決すべき課題について理解している。

（知・技）高齢者の身体的特徴と心理的特
徴の概要について理解している。
（主学）高齢期の就労問題などを基に，高
齢期の状況を把握したり，祖父母や身近な
高齢者から生きがい，社会参加などについ
て聞き取ったりするなどの活動を取り入れ
る。
（知・技）老老介護，高齢者虐待などの現
代の高齢者介護に関する事例を取り上げ
て，理解している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

３章　充実した生涯へ
・超高齢社会を生きる
・人生のなかで高齢期
をとらえる
・高齢期の生活
・高齢社会を支える

○視聴覚教材を活用し、本時の内容
を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワー
クシートを記入しながら学習を深め
る。
○身近な高齢者から話を聞き理解を
深める。

（知及技）異なる背景を持つ人々がともに
支え合いながら生きていくことの必要性，
関連する現代の社会の現状について理解す
る。

（主学）車いすの操作や移動・移乗の介
助，食事・着脱衣の介助などの基礎的な技
能を身に付けることができるよう，体験的
に学習している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

４章　ともに生きる
・社会保障制度と社会
的連帯
・人の多様性と社会参
加
・体験　さまざまな人
への支援を考えよう

○視聴覚教材を活用し、本時の内容
を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワー
クシートを記入しながら学習を深め
る。
○実際に車いすに乗って移動した
り、車いすを押す体験をする。

（知及技）日本各地に見られる特徴的な住
まいを比較し，住まいは，条件の異なる地
域の気候や風土に応じてつくられたことを
理解することができる。

（主学）自分の日常生活を振り返り，その
生活行為と生活時間のつながりや住まいの
機能について理解している。
（知・技）家族の生活行為と住空間とのか
かわり，生活行為や動作に必要な広さ，動
線などについて理解している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

７章　住生活をつくる
１節　人の一生と住ま
い
・平面図の活用

○視聴覚教材を活用し、本時の内容
を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワー
クシートを記入しながら学習を深め
る。

　(学･人)家庭内事故の原因について知
り，乳幼児や高齢者，障害者などの家庭内
事故を防止するためにはどのような安全対
策が必要か考えることができる。

（主学）日照・採光・通風・温度・湿度・
遮音などの住環境が，健康な生活に大きな
影響を与えることを理解し，衛生的な室内
環境を整備するためには，どのような工夫
が必要か考えている。
(知・技）住居内で使用される化学物質に
よる空気汚染などの実態について知り，健
康と住環境について関心を持ち，安心して
住めるよりよい住環境について考えようと
している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節　住生活の計画と
選択
・快適で健康な住まい
・安全で安心な住まい
・持続可能な住まい

○視聴覚教材を活用し、本時の内容
を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワー
クシートを記入しながら学習を深め
る。
○模型を使って室内環境を整える方
法を自ら考える。

２
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（知及技）個人や家族の生活目標を実現す
るためには，経済計画が必要であることを
理解する。
（知及技）家族のリスクへの対策も考慮す
ると，短期・長期の両面からの経済計画が
必要であることを理解する。
（知及技）家庭の収入と支出を通して家計
の構造を理解する。

（知・技）個人や家族の生活目標を実現す
るためには，経済計画が必要であることを
理解する。
（知・技）家族のリスクへの対策も考慮す
ると，短期・長期の両面からの経済計画が
必要であることを理解する。
(知・技）家庭経済と国民経済とのかかわ
り，経済社会の変化が家庭経済にさまざま
な影響をおよぼしていることを理解し，家
庭の経済計画，予算計画の必要性を認識し
ている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

８章　経済生活をつく
る
１節　私たちの暮らし
と経済
・人生とお金
・収入と支出のバラン
ス
・将来の経済生活を考
える

○視聴覚教材を活用し、本時の内容
を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワー
クシートを記入しながら学習を深め
る。

（知及技）財・サービスの購入はすべて契
約であることを知り，契約の重要性を理解
している。

(知・技）大量生産・大量消費の時代に，
商品の購入と消費をめぐって消費者側が不
利益や被害を受けたことを契機に消費者問
題が生じたことを理解している。
(知・技）販売方法，支払い方法が多様で
あることを知り，購入時に適切な判断が必
要であることを理解している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節　消費者問題を考
える
・契約とは
・消費者問題はなぜ起
こるのか
・多様化する支払い方
法とリスク防止
・消費者の自立と行政
の支援

○視聴覚教材を活用し、本時の内容
を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワー
クシートを記入しながら学習を深め
る。

（思判表力）現代の消費生活が資源を枯渇
させ，環境に悪影響をおよぼしていること
について考えることができる。

（主学）環境にやさしい消費行動を具体的
な項目で示し，周囲と協力しながら実践す
る姿勢を身につけようとしている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

３節　持続可能な社会
をめざして
・消費生活と持続可能
な社会
・消費者市民社会をめ
ざして

○視聴覚教材を活用し、本時の内容
を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワー
クシートを記入しながら学習を深め
る。

３
学
期

20

留意点
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・1学年Ⅰ課程と一緒に学習を行うが、生徒の実態や理解度に合わせ、内容を柔軟に対応する。



高等学部　1年（ II課程Ｂ ）　英語科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

Amity English Communication I
(開隆堂)

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

(知及技)
be動詞・一般動詞の現在形につ
いて理解できる
(思判表力)お気に入りの場所に
ついて自身の考えや気持ちを伝
えることができる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
be動詞・一般動詞の現在形を理
解し、4技能において活用して
いる
(思･判･表)
お気に入りの場所について、考
えや気持ちを伝えている
(主学)
本文の景色の説明を主体的に読
み取ろうとし、自身のお気に入
りの場所について伝えようとし
ている

Lesson 1 The Beautiful
Senery (7h)
be動詞・一般動詞の現在
形

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④be動詞・一般動詞の現在形を使い、会話し
たり、書いたりする
⑤自身のお気に入りの場所について紹介する

(知及技)
be動詞・一般動詞の過去形を理
解できる
(思判表力)
日常生活や自身の友人につい
て，考えや気持ちを話して伝え
ることができる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
be動詞・一般動詞の過去形を理
解し、4技能において活用して
いる
(思･判･表)
日常生活や自身の友人につい
て，考えや気持ちを話して伝え
ている。
(主学)
日常生活や自身の友人につい
て，考えや気持ちを話して伝え
ようとしている

Lesson 2 My Best Friends
(7h)
be動詞・一般動詞の過去形

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④be動詞・一般動詞の過去形を使い、会話し
たり、書いたりする
⑤自身の友人について紹介する

(知及技)
進行形や助動詞を理解できる
(思判表力)
進行形や助動詞を用いて，提示
された写真について，考えや気
持ちを話して伝えることができ
る
(主学)コンピュータの使い方や
得意なことについてやり取りし
たり，写真についてまとめて発
表したりする

(知・技)
進行形や助動詞を理解し、4技
能において活用している
(思･判･表)
進行形や助動詞を用いて，提示
された写真について，考えや気
持ちを話して伝えている
(主学)
コンピュータの使い方や得意な
ことについてやり取りしたり，
写真についてまとめて発表した
りしようとしている

Lesson 3 Love for Dance
(7h)
進行形/助動詞

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④進行形・助動詞を使い、会話したり、書い
たりする
⑤お気に入りの写真を紹介したり、説明する

(知及技)
be動詞／一般動詞／進行形／助
動詞について理解できる

(知・技)
be動詞/一般動詞/進行形/助動
詞を理解し、4技能において活
用している

FOCUS+ 1 (1h)
be動詞／一般動詞／進行形
／助動詞

①ワークシートを用いて、be動詞／一般動詞／進
行形／助動詞について理解する

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）
外国語の基本的な音声や文字、語彙、表現、言語の働きなどについて、日本語と外国語との違いに気づくとともに、
話すこと、書くことに慣れ親しみ、聞くこと、読むこと、話すこと、書くことによる実際のコミュニケーションにお
いて，目的や場面，状況などに応じて適切に活用できる基礎的な技能を身に付けるようにする。
(思判表力)
コミュニケーションを行う目的や場面，状況などに応じて，身近で簡単な事柄について、聞いたり話したりするとと
もに、自分の気持ちや考えなどを伝え合うことができる基礎的な力を養う。
(学･人)
外国語の背景にある文化に対する理解を深め，他者に配慮しながら，主体的に外国語を用いてコミュニケーションを
図ろうとする態度を養う。

1
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(知及技)
不定詞を理解できる
(思判表力)
好きな動物について，考えや気
持ちを話して伝えることができ
る
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
不定詞を理解し、4技能におい
て活用している
(思･判･表)
好きな動物について，考えや気
持ちを話して伝えている
(主学)
好きな動物について，考えや気
持ちを話して伝えようとしてい
る

Lesson 4 Endangered
Species (7h)
不定詞

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④不定詞を使い、会話したり、書いたりする
⑤自身の好きな動物について紹介・説明する

(知及技)
動名詞を理解できる
(思判表力)
健康に関することや空いた時間
について，考えや気持ちを話し
て伝えることができる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
動名詞を理解し，4技能におい
て活用している
(思･判･表)
健康に関することや空いた時間
について，考えや気持ちを話し
て伝えている
(主学)
健康に関することや空いた時間
について，考えや気持ちを話し
て伝えようとしている

Lesson 5 The History
of Chocolate (7h)
動名詞

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④動名詞を使い、会話したり、書いたりする
⑤自身の健康に関する取り組みについて紹介
する

(知及技)
比較表現を理解できる
(思判表力)
学校での生活や好きな教科につ
いて，考えや気持ちを話して伝
えることができる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
比較を理解し、4技能において
活用できる
(思･判･表)
学校での生活や好きな教科につ
いて，考えや気持ちを話して伝
えている
(主学)
学校での生活について，考えや
気持ちを話して伝えようとして
いる。

Lesson 6 Our School
(7h)
比較(原級・比較級・最
上級)

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④比較(比較級・最上級・原級)を使い、会話
したり、書いたりする
⑤自身の学校について紹介する

(知及技)
現在完了表現を理解できる
(思判表力)
セレンディピティや自身の発明
について，考えや気持ちを話し
て伝えることができる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
現在完了を理解し，4技能にお
いて活用できる
(思･判･表)
セレンディピティや自身の発明
について，考えや気持ちを話し
て伝えている
(主学)
セレンディピティについて，考
えや気持ちを話して伝えようと
している

Lesson 7
Serendipity(7h)
現在完了

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④現在完了を使い、会話したり、書いたりす
る
⑤自分で発明品を考え、簡単な説明すること
ができる

(知及技)
受動態を理解できる
(思判表力)
だれかからもらった大切なもの
やサプールについて自身の考え
や気持ちを話して伝えることが
できる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
受動態を理解し、4技能におい
て活用できる
(思･判･表)
だれかからもらった大切なもの
やサプールについて自身の考え
や気持ちを話して伝えている
(主学)
だれかからもらった大切なもの
やサプールについて自身の考え
や気持ちを話して伝えようとし
ている

Lesson 8 Sapeurs (7h)
受動態

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④受動態を使い、会話したり、書いたりする
⑤サプールについて自身の意見をまとめる

(知及技)
分詞の形容詞的用法を理解でき
る
(思判表力)
自身の好きな映画について紹介
できる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
分詞の形容詞的用法を理解し、
4技能において活用できる
(思･判･表)
好きな映画について，考えや気
持ちを話して伝えている
(主学)
好きな映画について，考えや気
持ちを話して伝えようとしてい
る

Lesson 9 Special Makeup
Effects (7h)
分詞の形容詞的用法

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④分詞の形容詞的用法を使い、会話したり、
書いたりする
⑤自身の好きな映画について紹介する

２
学
期

28

24３
学
期



(知及技)
関係代名詞を理解できる
(思判表力)
将来の夢や世界の平和に寄与し
た日本人について紹介すること
ができる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
関係代名詞を理解し、4技能に
おいて活用できる
(思･判･表)
将来の夢や平和に寄与した日本
人などについて，考えや気持ち
を話して伝えている
(主学)
将来の夢や平和に寄与した日本
人などについて，考えや気持ち
を話して伝えようとしている

Lesson 10 Clean Water
(7h)
関係代名詞

①ワークシートを活用して、本文読解を行う
②本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
文法事項の意味・形・使い方を理解する
③本文の内容を捉え、文脈の中で既習・新出
単語の意味・使い方を理解する
④関係代名詞を使い、会話したり、書いたり
する
⑤自身の将来の夢や世界の平和に寄与した日
本人について紹介する

(知及技)
不定詞/動名詞/比較表現を理解
できる

(知・技)
不定詞/動名詞/比較を理解し、
4技能において活用できる

FOCUS+ 2 (1h)
不定詞／動名詞／比較

①ワークシートを用いて、be動詞／一般動詞／進
行形／助動詞について理解する

(知及技)
買い物の表現を理解できる
(思判表力)
スキットを考え、行うことがで
きる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
買い物の表現を理解し、やりと
りを実際に行うことができる
(主学)
スキット等に参加し、自身の考
えや気持ちを話して伝えようと
している

COMMUNICATE+ 2 (1h)
買物の場面で，客と店員
とのやり取り

①ワークシートを用いて、買い物の場面での
やりとりについて学習する
②店員役とお客さん役に分かれ、スキットを
行う

(知及技)
道案内の表現を理解できる
(思判表力)
スキットを考え、行うことがで
きる
(学・人)
積極的に自身の考えや気持ちを
伝えるなど、コミュニケーショ
ンを取ろうとする態度を養う

(知・技)
道案内の表現を理解し、やりと
りを実際に行うことができる
(主学)
スキット等に参加し、自身の考
えや気持ちを話して伝えようと
している

COMMUNICATE+ 1 (1h)
道案内

①ワークシートを用いて、道案内の場面での
やりとりについて学習する
②スキットを行う

留意点
引継ぎ等

年間を通して、ALTとのコミュニケーション活動を行う
英語検定の取り組み及び調べ学習においては、タブレット端末のアプリケーションを活用する



　高等部　１年（　Ⅱ課程Ｂ　）　情報科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

高等学校　情報Ⅰ

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

留意点
引継ぎ等

・何気なく使っている言葉
である「情報」とは何かを
理解させる。
・様々なメディアの特徴
や，情報の適切な表現形式
について理解させる。
・情報や情報技術を活用し
て問題を発見・解決する方
法を身に付けさせる。
・問題解決の目的や状況に
応じて，情報や情報技術を
適切かつ効果的に活用して
問題を発見・解決する方法
について考えさせる。

(知・技）・「情報」がもつ意
味やはたらきについて理解して
いる。
・一次情報・二次情報といった
情報の種類について理解してい
る。
・さまざまなメディアの特徴を
理解している。
(思･判･表)・「情報」がもつ意
味やはたらきについて考え，そ
の結果を適切に表現している。
・情報の価値や信頼性，情報を
検証する方法について考え，判
断し，その結果を適切に表現し
ている。
(主学)・「情報」がもつ意味や
はたらきについて考えようとし
ている。
・積極的に情報を検証しようと
している。

第1章　情報とメディア A　情報とは何か
B　情報源と情報の検証
C　情報とメディアの特性
D　問題解決のプロセス

３
学
期

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）情報と情報技術を問題の発見・解決に活用するための知識について理解し，技能を身に付けているととも
に，情報化の進展する社会の特質及びそのような社会と人間との関わりについて理解している。
(思判表力)事象を情報とその結び付きの視点から捉え，問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的
に用いている。
(学･人)情報社会との関わりについて考えながら，問題の発見・解決に向けて主体的に情報と情報技術を活用し，自
ら評価し改善しようとしている。

1
学
期

２
学
期

・情報社会でよりよく生き
るために，情報に関する法
規・制度や情報社会におけ
る個人の責任，情報モラル
にもとづいた行動について
理解させる。
・個人情報やプライバシー
の保護・活用に関連する法
律の意義や目的，内容につ
いて理解させる。
・著作権などの知的財産権
の保護の必要性とともに，
そのために必要な法規及び
個人の責任について理解さ
せる。
・情報社会の問題点をふま
え，情報セキュリティの重
要性を理解させるととも
に，ユーザ認証やアクセス
制御などの技術，セキュリ
ティ対策の方法を理解させ
る。

第2章　情報社会における
法とセキュリティ

A　情報社会と法規・制度
B　個人情報の適正な利活用と保護
C　知的財産権
D　情報セキュリティ
E　情報セキュリティ対策のための技術
F　情報セキュリティ対策への意識

(知・技）・情報社会を支える
法規・制度について理解してい
る。
・情報に関する法規や制度が制
定された背景や意義について理
解している。
(思･判･表)・法を遵守した判断
や情報モラルに配慮した適切な
判断ができる。
・情報を適切に利活用するため
の法律や個人の責任について考
察し，その結果を適切に表現し
ている。
(主学)・情報社会を支える法
規・制度について意欲的に学ぼ
うとしている。
・個人情報やプライバシーを適
切に扱おうとしている。

10

13

14

令和　４年度

単位数
／配当時

数
児童生徒

１／37 高等部　１年　生徒２名



　高等部　1年（　Ⅱ課程Ｂ ）　道徳科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

自己を見つめてそのよさに気づき，個性を
生かして前向きに生きていこうとする態度
を育てる。

自己を見つめ、自己の向上を図るのに
必要な事を考えることができる。

自分を見つめる ・自己分析シートを記入し、自分のことを振り返る。

それぞれの個性を尊重し、他者理解を育て
る。

友達の良さを探し、個性や良さを理解
しようとすることができる。

友達の長所探し ・友達の名前が書かれた紙に、その人の良いと思うところを
記入する。

望ましい生活習慣を身につけ、心身の健康
の増進を図るために必要な事を考える。

望ましい生活習慣を身につけ、心身の
健康の増進を図るために必要な事を考
えることができる。

生活習慣について ・生活習慣表を作成し、自分の生活習慣の振り返りや改善点
などを考える。
・心身健康の増進を図るにあたって自分でできることや周り
に援助してもらうことを考える。

心と形が一つになった礼儀や作法の意義に
気づき，相手を尊重する心を込めて，形に
表していこうとする態度を養う。

礼儀が，相手を尊重し敬愛する気持ち
につながり，コミュニケーションの基
本になることを理解し今後の実践に活
かそうとしている。

挨拶や礼儀 ・日常生活にある「礼儀正しい姿」を書き出し発表をする。
・挨拶の大切さについて考える。

働く喜びを得て自分の仕事に誇りをもつこ
とが充実した生き方につながることを理解
して，主体的に将来の生き方を考えようと
する実践意欲を育てる。

働く喜びや自分の仕事への誇り，充実
感の面から仕事について理解し，自分
なりに将来の生き方を考えようとす
る。

働くということ ・「働く」ことについて、どのようなイメージをもっている
か発表する。
・将来どのような職業に就きたいか考える。

就業体験を通して、多くの情報を得て視野
を広げると共に、進路に対する意識や関心
を高め、社会生活をより豊かにするための
進路選択の可能性を広げる。

社会人として自立するために必要な態
度や働く態度を養うことができる。

就業体験
（前期・後期）

・校内において、就労や体験学習を通し、自己の進路選択の
可能性を広げる。

戦争の悲惨さや過去の歴史を知り、平和の
尊さを学ぶ。

戦争の悲惨さや平和の尊さについて理
解し、自分にできることは何か考える
事ができる。

平和学習 ・平和学習会に参加する。
・沖縄戦について調べ、戦争や平和についてまとめ発表す
る。

公共の場におけるマナーを理解し、決まり
を守る態度を身につける。

公共の場におけるマナーを理解し、決
まりを守る態度を身につけようとして
いる。

公共のマナーにつ
いて

・公共の場においてどのようなふるまいをすべきかを考え発
表する。

インターネット上にもルールやマナーがあ
ることを理解し適切にＳＮＳを利用する態
度や判断力を身につける。

インターネット上にもルールやマナー
があることを理解し適切にＳＮＳを利
用する態度や判断力を身につけようと
している。

ＳＮＳでのやりと
りについて

・いくつかの投稿の例をもとに、ＳＮＳでのマナーやルール
について考える。
・今までの自分のＳＮＳの利用の仕方を振り返り、今後どの
ように利用していくか考えを発表する。

日々の生活の中で自分を支えてくれている
多くの善意や思いやりに気づき，自分の感
謝の気持ちを素直に表そうとする心情を育
てる。

自分の周りにはさまざまな支えが存在
していることに気づき，それをあたり
まえと思わないことや，感謝の気持ち
を素直に表現することが大切であると
気づくことができる。

ありがとうの力 ・最近、どのような時に「ありがとう」を言ったが振り返
る。
・「ありがとう」を言われるとどのように思うかなど、「あ
りがとう」の力について考える。
・「ありがとう」の気持ちを家族などの周りの人にどうやっ
て伝えたらよいか考える。

日々の過ごし方を通し、結果だけではな
く、努力した過程も大切であることを考え
る力と育てる。

日々の努力の積み重ねが人を成長さ
せ、主体的な生きる力になることがわ
かる。

強い意志 ・今まで努力して良かったことを考える。
・卒業生や先輩の活躍に学ぶ。

自他を受容し、自己肯定感を高められるよ
う物事の視点を変えて考える事ができる力
を育てる。

自他を受容し、自己肯定感を高められ
るよう物事の視点を変えて考えようと
することができる。

リフレーミングに
ついて

・リフレーミングについて説明を聞く。
・ワークシートを記入し、発表しあう。

エイズについて正しい知識と理解を深め、
差別や偏見のない社
会の実現に努めようとする実践意欲を育
む。

エイズについて正しく知り、自分はど
うすれば良いかを考えることができ
る。

世界エイズデーに
ついて

・エイズについて学ぶ。
・自分はどのように行動したらよいか考え発表する。

身近に起こり得る交通事故や災害をもと
に，安全や危機管理の大切さを理解し，安
全で調和のある生活を送ろうとする実践意
欲を育てる。

日常の安全や防災への意識をあらため
て捉え直そうとし、自分の行動につい
て考える事ができる。

安全への心構え ・これまでに，事故やけがで「ひやりとした」経験はないか
振り返ってみる。
・防災に対してどのような事をやっているか振り返ってみ
る。
・自分の住んでいる地域のハザードマップや防災マップを調
べる。
・今後の行動の仕方について考え、発表する。

郷土によって育まれてきた伝統と文化のよ
さを理解し，郷土への誇りや愛着をもち，
郷土に対して主体的に関わろうとする実践
意欲を育む。

地域に伝えられてきた伝統や文化を，
自分たちが受け継いでいくことの大切
さに気づくことができる。

沖縄の伝統や文化
について

・沖縄の伝統や文化について知っている物や関わったことが
あるものについて発表する。
・興味のある沖縄の伝統や文化について調べまとめる。

9

２
学
期

３
学
期

留意点
引継ぎ等

※道徳科を「各教科等を合わせた指導」において設定し、教育活動全体を通して行う。

14

令和4年度

単位数
／配当時数 児童生徒

35 高等部　１学年

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

（高等部の目標）
・病弱等に基づく学習上又は生活上の困難を克服し、自立の精神を重んじ、目標に向かって着実にやりぬく強い意志を育てる。
・お互いの人格を尊重し、感謝と思いやりや他者に学ぶ豊かな心を育む。
・伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する心を育てる。
・自他の生命を尊重し、国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し、主体的に未来を拓く態度を育てる。
・社会連帯の精神、義務を果たし責任を重んずる態度や人権を尊重し、社会の一員となる態度を育てる。
（高等部１学年の目標）
・基本的な生活習慣を身につけ、集団としての自覚を持ち、正しい判断ができる力を養う。
・物事に積極的に参加する態度を養う。

1
学
期

12



高等部１学年（Ⅱ課程Ｂ）　　総合的な探求の時間   年間指導計画

担当者 教科書／副教材

自主教材

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

(知・技）
・年間の活動内容を理解する。
(思･判･表)
・学校を楽しむ為に、自分の意見を
もつ。
(主学)
・歓迎会に参加し、上級生と交流し
ようとしている。
・学校の課題等を自らの問題として
考えようとしている。

新入生歓迎会
生徒総会

・新入生歓迎会の企画、実施
・生徒総会の企画、実施

(知・技）
・就業に対する理解を深める。
・キャリア週間の内容を理解する。
(思･判･表)
・自ら課題を見つけ、学び、考え、
主体的に判断し、よりよく問題解決
する資質や能力を身につける。
(主学)
・体験を通して、社会の一員として
の自覚をもつ。
・他者の意見や感想を聞いて、自己
の考えを深める態度を養う。

キャリア週間
進路講話

・就業体験事前学習、事後学習
・キャリア週間（模擬事業所、事業所
見学、進路に関する座学）の実施、振
り返り

(知・技）
・図書館の活用方法について理解する。
・ブックトーク等、様々な読書の楽しみ
方について知る。
(思･判･表)
・多様な感性を学ぶことで、創造性を培
う。
(主学)
・紹介された作品を読書する。

様々な図書にふれる ・図書館から１人１冊以上借り、本の
紹介や作品に関する感想を述べる。

(知・技）
・運動会の活動内容を理解する。
(思･判･表)
・運動会を楽しむ為に、自分の意見をも
つ。　　　　　　　　　　　　　　・そ
れぞれの役割を皆で決め、本番に向け取
り組む。
(主学)
・運動会の成功に向けて、主体的に取り
組もうとしている。
・仲間との達成感や自己満足度を確認す
る。

運動会 ・運動会事前、事後学習
・運動会参加

13

14

令和4年度

単位数
／配当時数 児童生徒

１／３７ 高等部１年 生徒２名

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）探求の過程において、課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わる概念の形成に
努め、探求の意義や価値を理解する。
(思判表力)実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし、課題を立て、情報を集め、整理・分析して、
まとめ・表現することができる。
(学･人)探求に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、より良い社会を実現しようとす
る態度を身に付ける。

1
学
期

２
学
期

(知及技）
各教科・科目で身に付けた知識
及び技能を探究の中で繰り返し
活用し，教科横断的に活用する
活動を通して，実社会実生活に
おける様々な場面で活用でき
る。
　
(思判表力)
知識・技能を活用する中で，課
題を解決するため，自ら問題を
発見し，解決していくために必
要な，情報収集能力・分析能力
等を育成し，他者に表現できる
ようにする。
・コミュニケーション力
　
(学･人)
・他者と協力する態度
・つながりを尊重する態度
・進んで参加する態度



(知・技）
・役員としての自覚と責任について学
ぶ。　　　　　　　　　　　　　　　・
選挙の方法を理解する。
(思･判･表)
・学校を楽しむ為に、自分の意見をも
つ。
・人の話をしっかり聞いて自分なりの意
見をもつ。
(主学)
・投票する。
・学校の課題等を自らの問題として考え
ようとしている。
・交付式において、自覚と責任を後輩に
伝える。

生徒会役員選挙
児童生徒会新旧役員交付式

・生徒会役員選挙の企画、実施、開票
を行う。
・学校をより良くするための意見を記
入する。

３
学
期

10

（知・技）
・卒業生を送る会の内容を理解する。
・卒業式の意義について理解する。
(思･判･表)
・それぞれの役割を皆で決め、会に向け
取り組む。
(主学)
・体験を通して、社会の一員としての自
覚をもつ。
・自分で判断し責任をもって行動する態
度を学ぶ。

卒業生を送る会
卒業式

・会の企画、準備、実施
・卒業式に関する取り組み

１
～

３
学
期

(知及技）
各教科・科目で身に付けた知識
及び技能を探究の中で繰り返し
活用し，教科横断的に活用する
活動を通して，実社会実生活に
おける様々な場面で活用でき
る。
　
(思判表力)
知識・技能を活用する中で，課
題を解決するため，自ら問題を
発見し，解決していくために必
要な，情報収集能力・分析能力
等を育成し，他者に表現できる
ようにする。
・コミュニケーション力
　
(学･人)
・他者と協力する態度
・つながりを尊重する態度
・進んで参加する態度

(知・技）
・様々な余暇の過ごし方があることを理
解する。　　　　　　　　　　　　(思･
判･表)
・インターネット等を活用し、余暇活動
に関する情報をそれぞれの興味に合わせ
て調べることができる。
・校外学習の計画をたてることができ
る。　　　　　　　　　　　　　　　・
問題解決する資質や能力を身につける。
(主学)
・自分で判断し責任をもって行動する態
度を学ぶ。

校外学習 ・校外学習の企画、実施、振り返り

留意点
引継ぎ等



年間指導計画 

教科・領域等（国語総合） 学年 高等部 ３年（Ⅰ課程Ｂ）  

目

標 

① 生涯にわたる社会生活に必要な国語について、その特質を理解し適切に使うことができる。  
② 生涯にわたる社会生活における他者との関わりの中で伝え合う力を高め、思考力や想像力を 
伸ばす。   

③ 目的や場面、意図に応じて話す能力、聞く能力、読む能力、書く能力の育成を図る。 
月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

国語で学ぶこと 

 

日本語のこころ 

 

 

 

 

 

 

 

手紙の書き方 

 

 

 

 

小説「指」 

 

挨拶状 

 

 

１ 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

３ 

 

２ 

 

 

・学習の内容等を理解し、学

習の見通しをもつ。 

・日本語の特徴について考

え、日本語そのものに対

し関心をもつことができ

る。 

・日本語の特徴について考

え、我が国の文化と外国

の文化との関係に気づ

く。 

・身近な人に手紙を送るこ

とで、手紙に興味を持つ。

また、手紙の形式を理解

し、手紙に挑戦すること

ができる 

・表現の特色に注意しなが

ら作品に親しむ 

・用途に応じた葉書が書け

るようになる。 

 

・国語総合の学習意義や学習

内容等について確認する。 

・筆者の論に即して本文中の

具体例を整理する。 

それぞれの具体例となった表

現について考え、まとめる。 

・日本語の特徴について考え、

身近な表現から日本人の発

想や心情を理解する 

 

・手紙の形式に沿って、自分の

近況を身近な人に伝えるこ

とを目的に手紙を書く。 

 

 

・段落毎の内容把握、登場人物

の心情をとらえる。 

・目的や表記の仕方に気をつ

け、暑中見舞いを仕上げ、投

函する。 

 1 学 期 13   
9 

 

 

 

10 

 

 

 

小説「鉄道員」 

 

 

 

 

 

資料に基づいて説明する 

 

６ 

 

 

 

 

 

３ 

 

・まとまった分量の現代小

説を読み、読解力を養う。 
・登場人物の性格・心理・行

動を的確に読み取る。 
・表現や文体に着目し作品

を読む。 

 

・資料を口頭で説明する際

・小説の舞台となっている時

代や状況についてまとめ、

時折挿入される情景描写の

効果について考える。 

・映画になった「鉄道員」を観

ての感想と、映画と小説の

違いについ考える。 
・情報を聞き手に正確に伝え



年間指導計画 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

古文「古文に親しむ」 

枕草子  

 

 

挨拶状 

 

 

 

４ 

 

 

 

２ 

の留意点を理解し、実際

に説明をする。 

 

・伝統的な言語文化への興

味・関心を広げ、古典を尊

重し継承していく態度を

育てる。 

・年賀状の主旨と決まりを

理解し、年賀状を書く。 

るために、わかりやすい言

葉で説明の手助けとなる資

料を作成する。 
・古典を読む楽しみを知る。 
・仮名遣い、語彙、文法などの

違いに注意して古文を学習

していくことを理解してい

る。 

・実際の年賀状を使って、お世

話になった方へ年賀状を書

き、投函する。 

 2 学 期 15   
１ 

 

 

２ 

 

 

３  

故事成語 

 

 
創作をする 
 

 

３年間を振り返って 

３ 

 

 

３ 

 

 

３ 

・訓読の決まり、書き下し文

の決まりを理解する。 

 

・創作のしかたを理解し、実

際に創作をする。 

 

・３年間を振り返りながら、

学校での取り組みを作文

にまとめる。 

・訓点に注意し書き下し文に 

直し、現代語訳で話の内容

を捉え意味を理解する。 

・主題が効果的に伝わるよう

構成や表現を工夫して作品

を仕上げる。 

・写真や思い出の品などから

そのときの出来事をパソコ

ン入力で編集する。 

・書き終わったら読み返し、推

敲し清書する。 

 3 学 期 9   
 合 計 37   

＊年間を通して以下の学習活動に継続して取り組む 
(1)  単元を横断的に扱う題材を設定し、年間を通して学習指導要領の目標達成に向けた取り組み  
(2)  ICT 機器を活用した、視覚的な取り組み 
(3) 漢字検定の資格取得に向けた取り組み 
(4)  自己効力感を育てる活動の一つとして毛筆活動にも適時取り組み、コンクール等への出展機会 

を設ける。 
＊漢字検定の取組及び調べ学習においては、タブレット端末のアプリケーションを活用する。 



年間指導計画 

教科・領域等（現代社会） 学年 高等部３学年Ⅰ課程 B  

目

標 

○人間の尊重と科学的な探究の精神に基づいて，広い視野に立って，現代の社会と人間につい

ての理解を深め，現代社会の基本的な問題について主体的に考察し公正に判断するとともに自

ら人間としての在り方生き方について考察する力の基礎を養い，良識ある公民として必要な能

力と態度を育てる。                                 

○時事ニュースや世界情勢などに対する関心意欲を高め、理解し実生活に活かす。 

月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 
４ 
 
 
 
 
５ 
 
 
 
 
 
 
 
６ 
 
 
 
 
 
７ 

○私たちの生きる社会 

世界のさまざまな課題 

 

 

 

○現代社会と人間として

のあり方生き方 

青年期と自己の形成 

 

 

 

 

 

個人の尊重と法の支配 

 

 

 

 

 

現代の民主政治と政治

参加の意義 

３ 
 
 
 
 
 
 
４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
１３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・これから学習していくさ

まざまな課題が世界には

存在していることを理解

する。 

 

・人生の中で青年期はどの

ような意味をもつのか考

え，青年期におけるさま

ざまな悩みと，それを克

服するためにはどのよう

にすればよいか考える。 

 

 

・私たちの生活と政治や国

家のかかわりについて関

心を高め，国家はどのよう

な考え方を背景につくら

れたのかを理解する。 

 

・日本国憲法の成立過程や

明治憲法との比較，天皇の

地位の変化，日本国憲法の

三つの基本原理について

主体的に理解する。 
・平和主義をめぐって，ど

のような動きがあったの

かを理解する。また，自

衛隊をめぐる問題につい

て理解する。 

環境と私たちの生活 

 

資源・エネルギー問題と私た

ちの生活 

 

科学技術の発達と私たちの

生命 

高度情報社会と私たちの生

活 

私たちの一日と青年期 

 

 

 

私たちの一生と法 

 

 

 

 

 

私たちの町と政治 
 

日本国憲法の基本原理 
 
 
平和主義と日本の安全保障 
 

 

 

 1 学 期 ２６   



９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

○国際政治の動向と日本

の役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○現代の経済社会と私た

ちの生活 
 

６ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 
 
 
 
 
 
 
 
６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・主権国家とはどのような

ものか，国際社会における

国際法の役割と限界につ

いて理解する。 
・国連の成立，役割と課題

について理解する。 
・第二次世界大戦後の国際

社会と冷戦終結前後の国

際社会の状況について，年

表を使って整理し，理解す

る。 
・私たちの生活と密接にか

かわる経済の基本的なし

くみを理解し，資本主義経

済と社会主義経済の特徴

を理解する。 
・政府はどのような経済的

役割をもっているかを理

解する。 
・第二次世界大戦終結から

現在まで，日本の経済発展

のあゆみについて年表を

使って理解し，現在の日本

経済の課題と新たな取り

組みについて考える。 
・労働運動の展開と労働基

本権について理解し，近

年の雇用事情の変化につ

いて考える。 
・消費者は契約についてど

のような自覚が必要かを

考え，消費者問題に対する

企業の責任や国の対策に

ついて理解する。 
・日本の社会保障制度の特

徴，少子高齢社会の課題に

ついて理解する。 

国際政治の動向と私たちに

できること 
 
 
 
国際連合の役割 
 
第二次世界大戦後の国際社

会 
冷戦終結後の国際社会 
 
 
 
 
私たちの町と経済 
 
 
 
 
 
経済と私たちの生活 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
雇用と労働問題 
 
 
 
 
 
消費者問題と消費者主権 
 

 2 学 期 ２９   



 
※iPad などを活用し、時事ニュース等を随時取り上げる。 

１ 
 
 
 
 
２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 
 

○国際経済の動向と日本

の役割 
 
 
 

○民主社会に生きる倫理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ともに生きる社会をめざ

して 
 

８ 
  
 
 
 
 
 
７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 
 
 
 
 
 
 

 
 

・自由貿易と保護貿易の違

いについて考え，自由貿

易を進めるための国際機

関の機能と役割について

理解する。 
・哲学や宗教の役割を理解

するとともに，人生を豊

かに生きるとはどういう

ことなのかを多角的に考

察する。 
・平等な社会の実現には，

偏見を取りのぞき，主体

的に努力することが求め

られていることを理解す

る。 
政治課題としてよく取り上

げられる消費税について

考えたり，捕鯨問題につい

て考えたり，人口問題を通

して私たちの未来を考察

したりする。 

国際経済の動向と私たちに

できること 
 
 
 
 
私たちの悩みと倫理 
 
 
 
 
 
 
他者とともに生きる 
 
 
 
 
 
 
社会保障と消費税 
人口問題と私たちの未来 

 3 学 期 １８   
 合 計 ７３   



年間指導計画 

※ 個別の実態に合わせて、随時内容を修正しながら進める。 

教科・領域等（数学Ⅰ） 学年 高等部３年（Ⅰ課程 B)  

目

標 

・数学的な見方や考え方のよさを認識し、それらを積極的に活用する。 
・筋道立てて落ち着いて考察し、表現できる。 
・数学的に考察し処理することにより喜びや成就感を味わい、意欲の向上を図る。 

月 単 元 名 時数 目  標 学 習 内 容 
４ 
 
 
 
５ 
 
６ 
 
７ 

三角比 ４ 
 
４ 
 
６ 
４ 
６ 
 
２ 

①相似、三平方の定理などを理解・利用できる。 
 
②三角比の意味を理解し、図形の計量に利用で

きる。 
③三角比の互いの関係を学び、利用できる。 
④鈍角の三角比の値を求める。 
⑤２辺の長さとその間の角の正弦を用いて三

角形の面積を求められる。 
⑥３辺と３角の正弦の関係を学び活用できる。 

①三平方の定理等の

復習 
②三角比 
②三角比の利用 
③三角比の相互関係 
 
④三角比の拡張 
⑤三角形の面積 
⑥正弦定理 

 1 学 期 26   
９ 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
 

三角比 
 
 
 
 
集合と論証 
 
 
 
 
 
 

２ 
６ 
 
２ 
 
４ 
 
４ 
４ 
 
４ 
 

⑥３辺と３角の正弦の関係を学び活用できる。 
⑦２辺とその間の角の余弦を用いて、三角形の

他の１辺の長さを求める。 
⑧三角比を用いて、平面上の距離や空間におけ

る距離を測量できる。 
①集合の表し方、用語、記号を理解し、記号を

使って表す。 
②命題の真偽と反例を考える。 
③必要条件、十分条件、必要十分条件を包含関

係と関連づけて理解する。 
④命題の逆、対偶について理解し、対偶を利用 
した証明や背理法を知る。 

⑥正弦定理 
⑦余弦定理 
 
⑧正弦定理と余弦定

理の利用 
①集合と要素 
 
②③命題 
 
 
④いろいろな証明法 
 

 2 学 期 29   
１ 
 
 
２ 
 
 
 
３ 
 

データの分析 ２ 
２ 
４ 
 
４ 
 
４ 
２ 

①いろいろなグラフとその特徴を理解する。 
②度数分布表を作成することができる。 
③平均値・中央値・最頻値の特徴を理解し、求

める。 
④四分位数の意味を理解し、四分位範囲、四分

位偏差を求める。 
⑤相関関係について理解し、求める。 
⑥表計算ソフトを用いて、代表値や散らばりを

求めグラフや散布図を表示する。 

①統計とグラフ 
②データの整理、ipad
によるﾃﾞｰﾀの集計 

③代表値 
④データの散らばり 
⑤相関関係 
⑥表計算ｿﾌﾄｳｪｱ(ipad)
による統計処理、グ

ラフの表示 
 3 学 期 18   
 合 計 73   



 
 

教科・領域等（ 生物基礎 ） 学年 高等部 ３年 Ⅰ課程 B  

目

標 

・日常生活や社会との関連を図りながら生物と人間、その変化への関心を高め、目的意識をも

って観察、実験などを行う。 

・科学的に探究する能力と態度を育てるとともに、生物活動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、客観的な自己・他者理解への基礎を養う。 

月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 
４ 

 
 
 
 
 
 
 
５ 

 
 
 
 
 
６ 
 
 
 
 
 
７ 

第 1 章 生物の特徴 
第１節 生物にみ

られる多様性と共

通性 
 
 
 
 
第２節 細胞とエ

ネルギー 
 
 
 
 
 
 

第２章 遺伝子とそ

の働き 
第１節 遺伝子と

ＤＮＡ 
第２節 遺伝子の

働き 

 
7 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

6 

・原核細胞と真核細胞，真核細胞、単

細胞生物と多細胞生物の特徴と，多

細胞生物が誕生した経緯を知る。 
生物の多様化、共通した特徴を知

る。 
細胞構造の共通性と，原核細胞・真

核細胞の構造の違い細胞の構造と

機能の概要を理解する。 
・代謝には同化と異化があること，ま

た，酵素の働きを知る。 
ＡＴＰの役割と構造を知る。 
光合成、葉緑体と光合成の関係を実

験で確認する。 
呼吸の現象の基本について知る。 

・ミトコンドリアと葉緑体の起源に

ついて，細胞内共生説を知る。 
遺伝子・ＤＮＡの二重らせん構造・

タンパク質について理解する。 
細胞周期の概要を知り、タマネギを

用いて観察する。 
・転写と翻訳の概要とセントラルド

グマ、ＤＮＡの複製や転写、形質転

換、形質転換、クローンとその応用

について知る。 

中学の学習内容の復習 
実験①原核生物と真核 
観察❶原核生物と真核生

物の観察 
観察❷生物の観察 
観察❸花の色と細胞内構

造 
実 験 ② 葉 緑 体 と 光 合   

成 
実験③ＤＮＡの抽出 
観察❹細胞周期の観察 
探究活動②ＤＮＡの分子

モデルの作製 
探究活動③形質転換 
観察❺ユスリカのだ腺染

色体の観察 
 

 1 学 期 26   
9 

 
 
 
10 
 
 
 

第 3 章 体内環境と

恒常性 
第１節 生物の内

部環境 
第２節 体内環境

を維持するしくみ 
 
 

 
 

6 
 

6 
 
 
 

・恒常性と体液、ヒトの心臓の構造と

血液循環の経路、血液凝固、腎臓の

働き、濃縮率、拡散や浸透、半透膜

について知る。 
・肝臓の働き、自律神経系と内分泌

系、心臓の調節、ホルモン、血糖量

の調節と糖尿病、フィードバック現

象、体温調節、免疫、について知る。 

観察❻ヒトの血球の観察 

探究活動④周囲の溶液の

濃度と赤血球の変化 
実験⑦運動による心臓の

拍動数の変化 
観察❼白血球による食作

用の観察 
観察❽陽葉と陰葉の観察 

年間指導計画 



 
 

 

11 
 
 
 
12 

第３節 生体防御 
 
 
 
第４章 植生の多

様性と生態系 
第 1 節 植生と遷 

移 
第 2 節 気候とバ

イオーム 

6 
 
 
 
 
 

6 
 

５ 

・自然免疫と獲得免疫、二次応答、免

疫寛容、アレルギー、自己免疫疾患

（エイズ）、拒絶反応、予防接種や

抗体を用いた医療、ヒトのＡＢＯ式

血液型について知る。 
・作用と環境形成作用、光合成と光環

境、陽葉と陰葉、３つの陸上の植

生、森林の階層構造、草原・荒原、

遷移、バイオームについて知る。 

探究活動⑤校庭の光条件

と植生 
観察❾自分の住む地域の

バイオームの調査 

 2 学 期 29   
１ 
 
 
 
２ 
３ 

第 3 節 生態系と

物質循環 
第 4 節 生態系の

バランスと保全 
 

９ 
 

9 
 
 

・生態系の構成、食物連鎖(食物網)、
生態ピラミッド、菌類・細菌類（菌

根菌）、生態系における物質とエネ

ルギーの移動について知る。 
・生態系を構成する生物種数、自然

浄化とその例、森林破壊と人間活

動、外来生物と絶滅、生態系の保

全、人間活動と生物への影響、人

が維持する生態系の例について知

る。 

探究活動⑥土壌動物と環

境 
実験⑪土壌中の微生物に

よる有機物の分解 
実験⑫水質調査セットを

用いた水質調査 

 3 学 期 18   
年 間

を 通

して 

①沖縄の自然 
②科学のニュース 
③中学校の復習 

６ ・沖縄の自然について知る。 
・実物の観察・実験。 
・科学関係の時事的な事柄をいろい

ろなメディアを用いて知る。 
・科学に関する疑問を解決する方法

を知る。 

①ホタルの観察 
②沖縄の季節変化（校外

学習） 
③沖縄のいきもの 
④ICT 機器を用いた博物

館との授業 
⑤新聞・雑誌・ネット情

報の見方 
 合 計 73   



教科・領域等（体育） 学年 高等部３年（Ⅰ課程 B）  

目

標 

・運動の合理的な実践を通して、運動の楽しさや喜びを味わうとともに、意欲的に学習するこ 

 とができる能力や態度を高める。 
・運動における競争や協同の経験を通して、公正に取り組む、互いに協力する、自己の役割を 
 果たすなどの意欲を高める。         

月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 
４ 

 

５ 

 

 

６ 

 

 

 

７ 

 

 

 

・オリエンテーション 
 
・体つくり運動 
 
 
 
・体力テスト 
 
 
・水泳 
 
 
・卓球 
 
 
・バドミントン 

1 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
2 
 
 
6 
 
 
6 

・年間の見通しを持ち、学習の意 
 欲を高める。 
・運動の基礎となる体力を取り 
 戻し、年間を通して授業に取り 
 組む態度を身につける。 
 
・50ｍ走、長座体前屈、握力 
 反復横跳び等の種目を行い 
 現在の体力を知る。 
・水に浮く、泳ぐ、息継ぎをする 
 技能を習得し、泳ぐ距離を伸ば 
 す。 
・ラケットでボールを打ち返す 
 技能を習得し、相手とのラリー 
 を楽しむ。 
・ルールを理解し,自己に合った 
 方法を工夫してゲームを楽し 
む。 

・学習計画について 
 
・ウォーキング、ランニングを通

した体力作り。 
・ストレッチ体操等で体の柔軟 
 性を身につける。 
・各種目の測定を行う。 
 
 
・自己に合った補助具の活用 
・泳法技能の習得 
 
・ルールの理解と工夫 
・個人技能の充実 
・仲間と協力して準備、片付け等 
 を行う。 

 1 学 期 26   

９ 

 

 

１０ 

 

 

 

１１ 

 

 

 

１２ 

・ダンス 
 
 
 
 
・体つくり運動 
 
 
 
・陸上競技（短距離走） 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

・郷土への誇りを持つことが出

来る。 
・仲間とともに動きを合わせて

踊ることができる。 
 
・運動の基礎となる体力を取り 
 戻し、年間を通して授業に取り 
 組む態度を身につける。 
 
・短距離走のスタート、中間疾 
 走、ゴールの仕方を身につけ 
る。 

 
 
  
 

・エイサー 
 
 
 
 
・ウォーキング、ランニングを通 
 した体力作り 
・ストレッチ体操等で体の柔軟 
 性を身につける。 
・スタンディングスタート 
・膝をあげ脛からしなやかに下 
 ろす走り方 
・胸を出すように上半身を倒し 
 てゴールする。 
・個人技能の充実 

 2 学 期 29   



 

１ 

 

 

２ 

 

 

３ 

・体つくり運動 
 
 
 
・ボッチャ 
 
 
・ティーバッティング野

球 
 
・1 年のまとめ 

5 
 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
1 

・運動の基礎となる体力を取り 
 戻し、年間を通して授業に取り 
 組む態度を身につける。 
 
・ルールを理解しゲームを楽し 
 む。 
 
・ティーでボールを打つことに

より野球への興味を高める。 
 
・年間を振り返り、自己の反省を 
 発表する。 

・ウォーキング、ランニングを通 

 した体力作り。 
・ストレッチ体操等で体の柔軟 
 性を身につける。 
・ルールの理解と工夫。 
・自己に合った補助具の活用 
・個人技能の充実 
・個人技能の充実 
 
 
・1 年間の反省を各々、発表する。 

 3 学 期 18   
 合 計 73   



年間指導計画 

教科・科目：保健 学年 高等部 3 学年（Ⅰ課程 B）  
目

標 
・個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし、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る。 

月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

・オリエンテーション 

 

･生涯を通じる健康 

 
13 

・年間の見通しを持ち、学習の意 
 欲を高める。 
・思春期から中高年期までの健康に関わ

る事柄や、それぞれの段階で必要にな

る意志決定や行動選択の仕方について

理解を深める。 

・学習計画について 
 
・性意識と性行動の選択 
・結婚生活と健康 
・妊娠・出産と健康     
・家族計画と人工妊娠中絶 
・加齢と健康    
・高齢者のための社会的取り

組み 
 

 1 学 期 13   

9 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
 
12 

･生涯を通じる健康 

 

 

 

 

･社会生活と健康 15 

・人々の健康を支えるためには、保健、医

療制度や医薬品を活用することが必要

であることを理解する。 
 
 
 
・人間の生活や産業活動が自然環境汚染

を引き起こし、健康に影響を及ぼして

いることを理解する。 

・保健制度とその活用 
・医療制度とその活用 
・医薬品と健康 
・さまざまな保健活動や対策 
 
 
・大気汚染と健康 
・水質汚濁、土壌汚染と健康 
・健康被害の防止と環境対策 
 

 2 学 期 15   

1 
 
2 
 
3 

･社会生活と健康 

9 

・現代の健康問題や新しい時代の健康の

あり方などについて理解するととも

に、自らの健康を保持増進する能力を

身につける。 

・環境衛生活動のしくみと働

き 
・食品衛生活動のしくみと働

き 
・食品と環境の保健と私たち 
・働くことと健康 
・労働災害と健康 
・健康的な職業生活 

 3 学 期 9   

 合 計 37   



年間指導計画 

教科・領域等（ 音楽表現 ） 学年 高等部３年 (Ⅰ課程 B）  
目

標 
ア 歌唱・器楽等生徒の実態に応じて表現方法を選択し、曲の特徴を工夫して表現する。 
イ 音楽の活動を楽しく行うことで、情緒の安定を図り、表現する喜びを味わう。 

月 題 材 名 時数 目 標 学 習 内 容 
１ 学 期 

４  

 
 
５ 
 
 
 
６ 
 
 
７ 

①今年度挑戦することを

決めよう 
②演奏する曲を決めよう 
 

③楽器を演奏してみよう 
 
 
 
 
④アンサンブルをしてみ

よう 
⑤1 学期のまとめ 

 
 
 
 
 
 
 
１３ 

①今年挑戦することを考え、

自分で決める。 
②皆で演奏してみたい曲を

決める。 

③楽器を選択する。 
演奏方法を選択する。 
音楽に関心をもち、意欲的

に活動する。 
 演奏技術の向上。 
④皆で合わせることができ

る。 
⑤自身の振り返りをし、次の

目標に繋げる。 

①音楽アンケート、昨年度の

振り返り、今年度の目標決定 
②曲決め 

 

③＜器楽＞ 
・生徒たちの候補曲より選曲 
 
 
 
④アンサンブルをする 
 
⑤取り組みの振り返り 

２ 学 期 
９ 
 
10 
 
 
11 
 
 
 
 
12 

⑥「あなたが審査員！」  

演奏したい曲を投票

しよう。 

 
⑦様々な曲を鑑賞してみ

よう 
 
⑧カップスに挑戦してみ

よう 
 
 
 
⑩2 学期のまとめ 

 
 
 
 
 
１４ 

⑥演奏曲を選定することが

できる。 

  
 
⑦ジャンルや曲によって、

様々な表現が用いられて

いることを知る。 
⑧身近なコップを使って、４

分の４拍子のリズムを演

奏することができる。 
 
 
⑩自身の振り返りをし、次の

目標に繋げる。 

⑥＜歌唱・器楽＞ 
・演奏形態で決める。 
 
⑦＜鑑賞＞ 
・オペラ、バレエ他 
・日本の音楽 
・ポピュラー音楽 
⑧〈リズム・身体表現〉 
・４分の４拍子の音楽を決め

る。 
・４つのリズムパターンを覚

える 
⑩取り組みの振り返り 

３ 学 期 
１

２ 
 
 
 

⑪合唱の響き、バンド演奏

の楽しさを味わおう 
 
 
 

 
 

１０ 
 
 

⑪楽曲に応じた表現の技能

を身につける。 
音楽の諸要素を知覚し、ハ

ーモニーのおもしろさを

感じ取って表現する。 

⑪＜歌唱・器楽＞ 
・曲決め 

・小中高卒業式に向けて 
・離任式に向けて 
 



 

 
 
３ 

 
 
⑫3学期及び 1年間のまと

め 
 

 
 
 

皆で演奏する楽しさを感

じる。 
⑫自身の振り返りをし、成長

していることを知る。 

 
 
⑫取り組みの振り返り 

合 計 ３７   



学
期

月
／
時数

単　元　名 目　標 学　習　内　容

①『教科書からの発見』 ①美術に関する表現など、感じ
取った特徴や制作に対する興味・
関心を持ち、話し合う。

①これまでの学習を振り返り、自分の心の中を見つめた
り、気づかなかった自分の考えに気付いたりして、自分の
美術を見付けていく「高校生の美術Ⅰ」の学習のイメージ
をもち、美術の学びの意味や広がりについて考える。

②『身近なものを描く』 ②身近にあるものを見つめ直し、
描く方法や材料を工夫してあらわ
す。

②身近なものの特徴や美しさなどを基に、形や色彩、質感
などの効果を考え、構想を練ったり、鑑賞したりするとと
もに、身近なのもの特徴を美しさなどの全体のイメージを
捉え、線の強弱や絵の具などの特性を生かして表す。

③『写真で写す』学校生活を
表す情景をとろう

③表情や動きに注目したり、被写
体との距離感を意識したりして、
学校生活の情景を写真であらわ
す。

③被写体の印象や瞬間の美しさなどを基に、構図やシャッ
ター速度等の効果を考え、構図を練ったり鑑賞したりする
とともに、写す角度や配置、拡大や縮小、光や陰、時間の
静止などの効果、全体のイメージなどを捉え、カメラの特
徴を生かして、学校生活で心に残る情景を重いが伝わるよ
うに残す。

④『メッセージを広く伝え
る』学校行事のポスターをつ
くろう

④伝えたい内容にふさわしい表現
方法を考え、多くの人に伝わるよ
うにデザインを工夫する。

④-１メッセージを広く伝えるデザインに関心をもち、
メッセージの内容や伝える相手などから主題を生成する。
④-２主題をもとに、作品形態や表現方法、配色や構成な
どの構想を練る。
④-３形や色、構成などを工夫して制作する。
④-４完成作品を鑑賞し合い、意図や工夫を感じ取り、話
し合う。

⑤『文様で飾る』ゴム版をつ
くろう

⑤日本や諸外国の文様を鑑賞し、
表現の工夫や生活との関わりを感
じ取り、形や色を考えてデザイン
する。

⑤-１日本や諸外国の文様に関心をもち、動植物やものの
形や色の特徴などから主題を生成する。
⑤-２主題をもとに、形や色、構成などの構想を練る。
⑤-３形や色、材料、構成などを工夫して制作する。
⑤-４完成作品を鑑賞し合い、意図や工夫を感じ取り、話
し合う。

⑥『比べて鑑賞する・組み合
わせる』
『桝や点で描く』作品を大き
な空間を彩ろう

⑥桝や点で構成された作品を比較
して鑑賞し、それぞれのよさを感
じ取る。

⑥-１画面を方眼に区切って描いた作品と、点描で描いた
作品とを比較して鑑賞し、違いや共通点などを感じ取る。
⑥-２感じたことや考えたことを話し合い、他者の考えに
関心をもち、大きな空間に設置し、作品の見方や感じ方を
深める。

⑦『作家の生涯と作品／パブ
ロ・ピカソ』

⑦ピカソの生涯や作品を知り、新
たな表現を追求する姿勢を感じ取
る。

⑦-１ピカソの生涯と作品に関心をもち、さまざまに作風
を変化させながら新たな表現を追求した姿勢を感じ取る。
⑦-２感じたことや考えたことを話し合い、他者の考えに
関心をもち、作家や作品の見方や感じ方を深める。

留意点
引継ぎ等

○身近なものを触る際に、感染症対策に配慮する。
○授業計画及び教材をにおける描く活動やつくる活動について、理解度や興味・関心等に合わせ柔軟に対応する。
○郷土の世界遺産や伝統工芸品の造形的な面白や見方、感じ方等も年間を通し授業内容に取り入れる。

令和４年度　３学年　(Ⅰ課程Ｂ)　美術科　美術Ⅰ　年間指導計画

単位数
／配当時間数

２/７３
教科・領域　(　美術Ⅰ　) 高等部３学年Ⅰ課程Ｂ

３
学
期

１

　
２

３

(18)

目
標

①生徒の実態に応じて、造形的な視点について理解するとともに、表現方法を創意工夫し、創造的に表すことができる。
②創造的なよさや美しさ、表現の意図と工夫などについて考え、主題を生み出し豊かに発想し構想を練ったり、美術や美術
文化などに対する。
③主体的に美術に関する専門的な学習に取り組み、感性を磨き、美術文化の継承、発展、創造に寄与する態度を養う。

1
学
期

４

５

６

７

(26)

２
学
期

９

１０

１１

１２

(29)



年間指導計画 

教科・領域等（コミュニケーション英語基礎） 学年 3 学年（I 課程 B）  

目

標 

○ 外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深める。 

○ 外国語を通じて、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。      

○ 外国語を通じて、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能力を養う。 
月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 
４ 
 
 
 
５ 
 
 
６ 
 
 
７ 

Warm up  
 
 
Lesson 8 
Can Music Change the 
World 
 
 
 
 
For Reading 
Where Do You Come 
From? 
-Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone- 

4 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

 

・授業の進め方、今までの

既習文法の復習する 
 
・「音楽は世界を変える」

の理想からベネズエラで始

められた『エル・システマ』

を通して、少しでも前に進

むきっかけを考える。 

 
 
・世界的人気作であるHarry 
Potter第一作の原書や映画

の台詞を読み、本物の英語

に触れることで、英語と世

界の繋がり、イギリスの文

化、今までの学習が活かさ

れる実感を得ることができ

る 

・動詞の時制 
 
 
・①動名詞 
②比較 

 
 
 
 
 
・接続詞 as 

 1 学 期 28   
９ 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 

Lesson 9 
My Favorite Athlete 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesson 10 
Three Days to See 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 

・フィギュアスケートの羽

生結弦さんを通して、成

長していくアスリートの

生き方について学ぶ。ま

た、仲間とともに切磋琢

磨する姿を自分に引き寄

せて自らの高校生活を考

える契機とする。 

 
 
・ヘレン・ケラーのエッセ

イ『目の見える三日間』

から、日常を振り返って

みる。そして感性や周囲

の人たちとの人間関係を

・①関係代名詞 
 ②関係副詞 
 
 
 
 
 
 
 
 
・仮定法過去 
 
 



※年間を通して ALT とのコミュニケーション活動を行う。 
※英語検定の取組及び調べ学習においては、タブレット端末のアプリケーションを活用する。 

12 作る力、人生そのもの、

社会や人類の力をどのよ

うに生かせば、一人一人

すべての人たちが幸福で

平和な世界を実現できる

のかについて考える。 

 
 2 学 期 28   
１ 
 
 
 
２ 
 
３ 

For Reading 
Malala’s Voice to the 
World 
 
 
 
高校 3 年間のまとめ 
 

12 
 
 
 
 
 

 5 

・パキスタンの少女マラ

ラ・ユスフザイさんの物

語を読むことで、女性の

教育を受ける権利や平和

への熱い思いを感じる。 

 
・高校3年間で学んだ文法等

の総復習を行う 

・分詞構文 
 
 
 
 
 
時制、受動態等 
 

 3 学 期 17   
 合 計 73   



高等部　3年（　Ⅰ課程Bグループ）　家庭科　家庭基礎　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

第一学習社

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

1

(知及技)「ホームプロジェクト」
の意義と実施方法について理解す
る。

(知・技）「ホームプロジェクト」の
意義と実施方法について理解してい
る。
（主学）生活の中から課題を見出
し，個人単位で主体的に計画を立て
て問題の解決しようとしている。
.課題提出
（家庭基礎の授業全体を通じて行
う）

家庭科の学び方－学習から
実践へ
・ホームプロジェクトとは

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワークシートを記
入しながら学習を深める。

25

(知及技)生涯発達の視点に立っ
て，ライフステージの特徴と課題
を見通し，その課題を他者と関わ
りながら達成し，発達し続けてい
くという考え方を理解する。
(知及技)ライフイベントや人生の
転機，あるいは家族の変化や社会
変動などによって生じる課題を乗
り越える際に，一人一人が異なる
過程をたどり，様々な生き方があ
ることを理解する。
　(学･人)固定的な性別役割分業
意識の見直し，男女の平等と相互
の協力などを取り上げ，生涯を見
通した中で青年期をどのように生
きるかについて理解を深める。

(知・技）人の一生について、自
己と他者、社会との関わりから
様々な生き方があることを理解し
ているとともに、自立した生活を
営むために必要な情報の収集・整
理を行い、生涯を見通して生活課
題に対応し意思決定をしていくこ
との重要性について理解を深めて
いる。
(思･判･表)生涯を見通した自己の
生活について主体的に考え、ライ
フスタイルと将来の家庭生活につ
いて問題を見いだして課題を設定
し、解決策を構想し、実践を評
価・改善し、考察したことを根拠
に基づいて論理的に表現するなど
して課題を解決する力を身につけ
ている。
(思・判・表)自らの固定的な性別
役割分業意識の見直しながら，生
涯を見通した中で自らは青年期を
どのように生きるかについて理解
を深めようとしてる。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習・ノート提出

１章　これからの生き方と
家族
１節　生涯の生活設計
・生涯発達する自分
－人と人とのつながりのな
かで
・ワーク・ライフ・バラン
スを求めて

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワークシートを記
入しながら学習を深める。

(知及技)歴史的，文化的，社会的
制度としての家族について理解す
る。
　(学･人)世帯の動向にみられる
特徴とそれを規定する社会的要因
を分析し，検討する。
（思・判）家族形態の相違による
家庭生活のあり方について検討
し，その多様性を理解する。

（知・技）歴史的，文化的，社会
的制度としての家族について理解
しようとしている。
（思・判）世帯の動向にみられる
特徴とそれを規定する社会的要因
を分析し，検討しようとしてい
る。
 (思･判･表)家族形態の相違によ
る家庭生活のあり方について検討
し，その多様性を理解しようとし
ている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節家族・家庭と社会との
かかわり
・家族・家庭・世帯
・家族・家庭のはたらき
・パートナーと出会う
・結婚と変化する家族
・家族に関する法律

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワークシートを記
入しながら学習を深める。

令和　4年度

単位数
／配当時数 児童生徒

２／７3 高等部3学年

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）人の一生と家族・家庭および福祉、衣食住、消費生活・環境などについて、生活を主体的に営むために必要
な基礎的な理解を図るとともに、それらに係わる技能を身につけるようにする。
　
(思判表力)家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして課題を設定し、解決策を構想し、実践を評価・
改善し、考察したことを根拠に基づいて論理的に表現するなど、生涯を見通して課題を解決する力を養う。
　
(学･人)様々な人々と協同し、よりよい社会の構築に向けて、地域社会に参画しようとするとともに、自分や家庭、地
域の生活の充実向上を図ろうとする実践的な態度を養う。

1
学
期



（知及技）乳幼児期は人間の発達
の段階において最も発達が著しい
重要な時期であることや，子ども
の発達には個人差はあるが，一定
の方向性や順序性があることを理
解できる。

（思・判・表）子どもはこれからの
社会を築いていくという視点から，
子どもを生み育てることの意義や地
域の一員として子どもの成長に関わ
ることの意味について考えようとし
ている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２章　次世代をはぐくむ
１節　子どもの発達
・次世代をはぐくむ
・命のはじまり
・乳幼児の体の発達
・乳幼児の心の発達

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解する。
○赤ちゃんの人形を用いて、赤ちゃんの身体を想
像しやすいようにする。
○気づいたことや自分の考えをワークシートを記
入しながら学習を深める。

(知及技)乳幼児期は，その発達の
段階に応じた親の働きかけが重要
であることを親の保育態度と関連
付けて理解している。

(思･判･表)乳児の溢乳の対処や抱き
方など，個々の子どもに応じた接し
方を実践したり，安全や衛生に気を
配り室内外の環境を整えたりするこ
との必要性を理解している。
（主学）乳幼児とのふれ合いや交
流，親や保育者が乳幼児と関わる姿
の観察など，実践的・体験的な学習
活動を通して身に付けようとしてい
る
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節　子どもの生活
・親と子のかかわり
・乳幼児の生活と安全
・子どもの成長と遊び
・体験　子どもとのかかわ
り方を学ぶ

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解する。
○赤ちゃんの人形を用いて、赤ちゃんの身体を想
像しやすいようにする。
○気づいたことや自分の考えをワークシートを記
入しながら学習を深める。

(知及技)近年の高齢者福祉の基本
的な理念や高齢者福祉サービスな
ど代表的なものについてふれた上
で，社会の現状と今後の解決すべ
き課題について理解している。

（知・技）高齢者の身体的特徴と心
理的特徴の概要について理解してい
る。
（主学）高齢期の就労問題などを基
に，高齢期の状況を把握したり，祖
父母や身近な高齢者から生きがい，
社会参加などについて聞き取ったり
するなどの活動を取り入れる。
（知・技）老老介護，高齢者虐待な
どの現代の高齢者介護に関する事例
を取り上げて，理解している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

３章　充実した生涯へ
・超高齢社会を生きる
・人生のなかで高齢期をと
らえる
・高齢期の生活
・高齢社会を支える

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワークシートを記
入しながら学習を深める。
○身近な高齢者から話を聞き理解を深める。

（知及技）異なる背景を持つ人々
がともに支え合いながら生きてい
くことの必要性，関連する現代の
社会の現状について理解する。

（主学）車いすの操作や移動・移乗
の介助，食事・着脱衣の介助などの
基礎的な技能を身に付けることがで
きるよう，体験的に学習している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

４章　ともに生きる
・社会保障制度と社会的連
帯
・人の多様性と社会参加
・体験　さまざまな人への
支援を考えよう

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワークシートを記
入しながら学習を深める。
○実際に車いすに乗って移動したり、車いすを押
す体験をする。

（知及技）日本各地に見られる特
徴的な住まいを比較し，住まい
は，条件の異なる地域の気候や風
土に応じてつくられたことを理解
することができる。

（主学）自分の日常生活を振り返
り，その生活行為と生活時間のつな
がりや住まいの機能について理解し
ている。
（知・技）家族の生活行為と住空間
とのかかわり，生活行為や動作に必
要な広さ，動線などについて理解し
ている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

７章　住生活をつくる
１節　人の一生と住まい
・平面図の活用

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワークシートを記
入しながら学習を深める。

　(学･人)家庭内事故の原因につ
いて知り，乳幼児や高齢者，障害
者などの家庭内事故を防止するた
めにはどのような安全対策が必要
か考えることができる。

（主学）日照・採光・通風・温度・
湿度・遮音などの住環境が，健康な
生活に大きな影響を与えることを理
解し，衛生的な室内環境を整備する
ためには，どのような工夫が必要か
考えている。
(知・技）住居内で使用される化学物
質による空気汚染などの実態につい
て知り，健康と住環境について関心
を持ち，安心して住めるよりよい住
環境について考えようとしている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節　住生活の計画と選択
・快適で健康な住まい
・安全で安心な住まい
・持続可能な住まい

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワークシートを記
入しながら学習を深める。
○模型を使って室内環境を整える方法を自ら考え
る。

29
２
学
期



（知及技）個人や家族の生活目標
を実現するためには，経済計画が
必要であることを理解する。
（知及技）家族のリスクへの対策
も考慮すると，短期・長期の両面
からの経済計画が必要であること
を理解する。
（知及技）家庭の収入と支出を通
して家計の構造を理解する。

（知・技）個人や家族の生活目標を
実現するためには，経済計画が必要
であることを理解する。
（知・技）家族のリスクへの対策も
考慮すると，短期・長期の両面から
の経済計画が必要であることを理解
する。
(知・技）家庭経済と国民経済とのか
かわり，経済社会の変化が家庭経済
にさまざまな影響をおよぼしている
ことを理解し，家庭の経済計画，予
算計画の必要性を認識している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

８章　経済生活をつくる
１節　私たちの暮らしと経
済
・人生とお金
・収入と支出のバランス
・将来の経済生活を考える

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワークシートを記
入しながら学習を深める。

（知及技）財・サービスの購入は
すべて契約であることを知り，契
約の重要性を理解している。

(知・技）大量生産・大量消費の時代
に，商品の購入と消費をめぐって消
費者側が不利益や被害を受けたこと
を契機に消費者問題が生じたことを
理解している。
(知・技）販売方法，支払い方法が多
様であることを知り，購入時に適切
な判断が必要であることを理解して
いる。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節　消費者問題を考える
・契約とは
・消費者問題はなぜ起こる
のか
・多様化する支払い方法と
リスク防止
・消費者の自立と行政の支
援

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワークシートを記
入しながら学習を深める。

（思判表力）現代の消費生活が資
源を枯渇させ，環境に悪影響をお
よぼしていることについて考える
ことができる。

（主学）環境にやさしい消費行動を
具体的な項目で示し，周囲と協力し
ながら実践する姿勢を身につけよう
としている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

３節　持続可能な社会をめ
ざして
・消費生活と持続可能な社
会
・消費者市民社会をめざし
て

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理解する。
○気づいたことや自分の考えをワークシートを記
入しながら学習を深める。

18

留意点
引継ぎ等

３
学
期



　高等部部　３年（Ⅰ課程Bグループ）　情報科　社会と情報　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

高等学校　情報Ⅰ

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

令和　４年度

単位数
／配当時数 児童生徒

１/37 高等部　3年

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）情報と情報技術を問題の発見・解決に活用するための知識について理解し，技能を身に付けているととも
に，情報化の進展する社会の特質及びそのような社会と人間との関わりについて理解している。
　
(思判表力)事象を情報とその結び付きの視点から捉え，問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的
に用いている。
　
(学･人)情報社会との関わりについて考えながら，問題の発見・解決に向けて主体的に情報と情報技術を活用し，自
ら評価し改善しようとしている。

1
学
期

２
学
期

・情報社会でよりよく生き
るために，情報に関する法
規・制度や情報社会におけ
る個人の責任，情報モラル
にもとづいた行動について
理解させる。
・個人情報やプライバシー
の保護・活用に関連する法
律の意義や目的，内容につ
いて理解させる。
・著作権などの知的財産権
の保護の必要性とともに，
そのために必要な法規及び
個人の責任について理解さ
せる。
・情報社会の問題点をふま
え，情報セキュリティの重
要性を理解させるととも
に，ユーザ認証やアクセス
制御などの技術，セキュリ
ティ対策の方法を理解させ
る。

第2章　情報社会における
法とセキュリティ

A　情報社会と法規・制度
B　個人情報の適正な利活用と保護
C　知的財産権
D　情報セキュリティ
E　情報セキュリティ対策のための技術
F　情報セキュリティ対策への意識

(知・技）・情報社会を支える
法規・制度について理解してい
る。
・情報に関する法規や制度が制
定された背景や意義について理
解している。
(思･判･表)・法を遵守した判断
や情報モラルに配慮した適切な
判断ができる。
・情報を適切に利活用するため
の法律や個人の責任について考
察し，その結果を適切に表現し
ている。
(主学)・情報社会を支える法
規・制度について意欲的に学ぼ
うとしている。
・個人情報やプライバシーを適
切に扱おうとしている。

9

15

13

留意点
引継ぎ等

・何気なく使っている言葉
である「情報」とは何かを
理解させる。
・様々なメディアの特徴
や，情報の適切な表現形式
について理解させる。
・情報や情報技術を活用し
て問題を発見・解決する方
法を身に付けさせる。
・問題解決の目的や状況に
応じて，情報や情報技術を
適切かつ効果的に活用して
問題を発見・解決する方法
について考えさせる。

(知・技）・「情報」がもつ意
味やはたらきについて理解して
いる。
・一次情報・二次情報といった
情報の種類について理解してい
る。
・さまざまなメディアの特徴を
理解している。
(思･判･表)・「情報」がもつ意
味やはたらきについて考え，そ
の結果を適切に表現している。
・情報の価値や信頼性，情報を
検証する方法について考え，判
断し，その結果を適切に表現し
ている。
(主学)・「情報」がもつ意味や
はたらきについて考えようとし
ている。
・積極的に情報を検証しようと
している。

第1章　情報とメディア A　情報とは何か
B　情報源と情報の検証
C　情報とメディアの特性
D　問題解決のプロセス

３
学
期



年間指導計画 

教科・領域等 
（総合的な探求の時間） 

学年 高等部３年 Ⅰ課程 B  

目

標 

○探求の過程において、課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わる概 

念の形成に努め、探求の意義や価値を理解する。 

○実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし、課題を立て、情報を集め、整理・分

析して、まとめ・表現することができる。 

○探求に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、より良い社会を実

現しようとする態度を身に付ける。 

月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 

１ 

学 

期 

・新入生歓迎会 4/15 
 

・第１回進路調査 4/22 
 
・18歳成人教育 5/6 
 
・生徒総会 5/13 
 
・就業体験事前学習 5/20 

5/27 
・就業体験 6/3 
 
・キャリア教育 6/10 
 
・就業体験事後学習 6/17 
 

・交通安全 7/1 
 

・進路面談 7/8 
 

・進路講話 7/15 
 

13 

・異学年との交流を深める。 

 

・自己の在り方や生き方を

考える。 

・成人になることの自覚を

促す。 

・学校を楽しむ為に、自分の

意見をもつ。 

・就業に対する理解を深め

る。 

・体験を通して、社会の一員

としての自覚をもつ。 

・自ら課題を見つけ、学び、

考え、主体的に判断し、よ

りよく問題解決する資質

や能力を身につける。 
・交通安全について知識と

理解を深める。 

・自己と向き合い、周りの人

の話を聞いたり、理解を

得ながら自ら進路を決定

する。 

・歓迎会に参加し、新入生と

交流する。 

・進路調査を記入すること

で進路について考える。 
・タブレットで、何ができる

か調べる。 

・学校の課題等を自らのこ

ととして考える。 

・各々が希望する職場や事

業所についてタブレット

で調べ、就業体験を行う。 
 

・自分の将来設計を考えワ

ークシートに記入する。 

・ワークシートに学んだこ

とや感想を記入する。 
・各自のタブレットでHONDA

交通安全教室に取組む。 

・キャリア学習を活かし、面

談を行う。 
・先輩の話を聞き、自分の進

路決定につなげる。 

２ 

学 

期 

・第２回進路調査 9/2 
 
・就職先調べ 9/9 
 
・ハローワーク見学 9/16 
 
・文学作品にふれる 9/30 

 

・高校を卒業後の自己の在

り方や生き方を考える。 

・就職先についての理解を

深める。 
・いろんな職業に触れ、自分

の可能性を広げる。 
・多様な感性を学ぶことで、 

・進路調査を記入すること

で進路について考える。 

・各々がタブレットで調べ、

進路から助言を受ける。 

・実際に求人票を見て、求人

情報を調べる。 

・図書館から１人１冊以上



 
 

  創造性を培う。 借り、皆に感想を述べる。 

２ 

学 

期 

・進路面談 10/7 
 
・運動会に向けて 10/14 
 
・運動会振り返り 10/21 
 
・就業体験事前学習 10/28 
 
・就業体験 11/4，11/11 
 
・就業体験事後学習 11/18 
 
・情報モラル教育 12/2 
 
・国際理解教育 12/9 
 
・児童生徒会役員選挙 

12/16 
・児童生徒会新旧役員交

付式 12/23 

15 

・自分の現状と向き合い、 

進路を決定する。 
・行事の成功に向けて主体

的に取り組む。 
・仲間との達成感や自己満

足度を確認する。 
・就業に対する理解を深め

る。 
・体験を通して、社会の一員

としての自覚をもつ。 
・問題解決する資質や能力

を身につける。 
・加害者、被害者にならな 
い為の知識を得る。 

・他国の文化や現状を知る

ことで日本を理解する。 
・人の話をしっかり聞いて 

 自分なりの意見をもつ。 

・役員としての自覚と責任

について学ぶ。 

・家族、進路担当者、担任と

面談する。 

・それぞれの役割を皆で決

め、本番に向け取り組む。 

・自己評価シートに記入し、

今後の活動に活かす。 

・就業体験に向けて準備や

学習を行う。 

・各々が希望する職場や事

業所で就業体験を行う。 

・事業所などの評価を振り

返り、活かす。 

・DVD でアニメを視聴し、自

分のこととして捉える。 

・テーマを決めて、他国と比

較する。 

・学校をより良くするため

の意見を記入する。 

・交付式において、自覚と責

任を後輩に伝える。 

３
学
期 

・第３回進路調査 1/13 

 

・就業体験 1/20，1/27 

 

・就業体験事後学習 2/3 

 

・進路面談 2/10 
 
・自立に向けて 2/17 
 
・人権について 2/24 
        

・卒業に向けて 3/3 
 
・卒業後の進路決定 3/10 
 

9 

・自己の在り方や生き方を 
考える。 

・体験を通して、社会の一

員としての自覚をもつ。 
・問題解決する資質や能力

を身につける。 
・キャリアプランニングを

もとに進路を考える。 
・自分で判断し責任をもっ

て行動する態度を学ぶ。 
・社会に出た時に守られる

権利について理解する。 
・高校での学びを振り返り 
 将来に繋げる。 
・卒業後の支援体制を確認

し、自己実現に努める。 

・進路調査を記入すること

で、卒業後の自分の進路

について考える。 
・各々が希望する職場や事

業所等で就業体験を行

う。 
・体験した事業所や学校に

ついてまとめ、保護者と

共に卒業後の進路決定を

行う。 
・PC 教室で、それぞれの興

味に合わせて調べる。 
・振り返りシートを記入す

る。 
・どのような生き方をして

いくのか発表する。 

 合 計 37   



年間指導計画 

教科・領域等（ホームルーム活動） 学年 高等部 ３年（Ⅰ課程Ｂ）  

目

標 

○ 望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団や社会の一員と

してよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる。 

○ 人間としての在り方生き方についての自覚を深め、自己を生かす能力を養う。 

月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 

４ 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

７ 

・新入生を迎えるにあたっ

て 

・身体測定に関すること 

・訪問職員との顔合わせ会 

・新入生歓迎会 

・春の遠足に関すること 

 

・児童生徒総会 

・歯科検診に関すること 

 

・避難訓練・防災学習 

・内科検診に関すること 

 

 

・平和週間、平和講演会 

 

・慰霊の日に関すること 

 

 

・不審者対応訓練 

 

・校外学習に関すること 

・夏休みの過ごし方 

３ 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

３ 

・学校生活に慣れる。 

 

・自身の成長を把握する。 

・初めて知る職員に慣れる。 

・先輩や職員と親睦を深める。 

 

 

・生徒会活動を理解する。 

・歯と口の健康維持について具

体的に知る。 

・身の守り方を知る。 

・自身の健康全般に関心を持

つ。 

 

・平和の大切さについて考え

る。 

・沖縄戦について知り、平和の

尊さを知る。 

・日程等を理解する。 

・身の守り方を知る。 

 

・日程等を理解する。 

・１学期を振り返っての反省と

夏休みの計画を立てる。 

・学校生活全般 

 

・測定の内容 

・職員の顔や名前等 

・会での態度や気持ちの表現 

 

 

・生徒会活動内容や予算 

・歯科検診のやり方 

 

・避難時の行動の仕方 

・検診の内容とその理由 

 

 

・講演内容の理解等 

 

・沖縄戦の内容や経緯 

 

 

・避難時の行動の仕方 

・校外学習の計画 

・場所や日程等やマナー 

・計画や自己管理等 

 １学期 １３   

９ 

 

 

10 

 

11 

 

 

 

12 

・２学期スタートに関して 

・身体測定に関すること 

・運動会に関すること 

・総合避難訓練に関するこ

と 

・本校進路講話 

・読書月間の取り組み 

・薬物乱用防止教室 

 

・世界エイズデーに関するこ

と 

・校外学習に関すること 

 

４ 

 

 

４ 

 

４ 

 

 

 

３ 

 

 

 

・２学期の目標を立てる。 

・自身の成長を把握する。 

・協調性を体験する。 

・身の守り方を知る。 

 

・進路について考える。 

・読書のすばらしさを知る。 

・正しい知識を身につける。 

 

・正しい知識を身につける。 

 

・日程等を理解する。 

 

・目標の設定の仕方や発表 

・測定の内容 

・運動会に向けての活動 

・避難時の行動の仕方 

 

・自分の進路を考える等 

・多くのジャンルの本 

・薬物の危険性についての知

識 

・エイズについての知識 

 

・校外学習の計画 

・場所や日程やマナー 



 

 

児童生徒会立候補演説・選挙 

児童生徒会新旧役員交代式

（役員認証式） 

冬休みの過ごし方 

 

・選挙の意義を理解する。 

・生徒会会員であることを自覚

する。 

・２学期を振り返っての反省と

冬休みの計画を立てる。 

・選挙の仕組みや流れ 

・新役員の名前等や活動内容 

 

・計画や自己管理等 

 

 ２学期 １５   

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

３学期スタートに関するこ

と 

身体測定に関すること 

校外学習に関すること 

 

卒業式に関すること 

 

離任式に関すること 

春休みの過ごし方 

３ 

 

 

３ 

 

 

 

３ 

 

 

・３学期の目標を立てる。 

 

・自身の成長を把握する。 

・日程等を理解する。 

・自主的に準備に取り組む。 

・お別れの気持ちの表現の仕方

を経験する。 

・感謝の気持ちの表現の仕方。 

・３学期を振り返っての反省と

春休みの計画を立てる。 

・目標の設定の仕方や発表 

 

・測定の内容 

・場所や日程等やマナー 

 

・参加のマナー等 

 

・気持ちを表現する手紙 

・計画や自己管理等 

 3 学 期 ９   

 合 計 ３７   



年間指導計画 

教科・領域等（国語） 学年 高等部３年（Ⅱ課程 B）  

目

標 

Ⅰ 社会生活に必要な国語について、その特質を理解し適切に使うことができる。  
２ 社会生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め、思考力や想像力を養う。  
３ 言葉がもつよさを認識するとともに、言語感覚を養い、国語を大切にしてその能力の向上 

を図る態度を養う。 
月 単 元 名 時数 目 標  学習内容  
４ 
 
 
５ 
 
 
 
６ 
 
 
 
７ 
 

１ 国語で学ぶこと 
２ 漢字オリエンテーション 
 
３ 17 歳からのメッセージ 
 
 
 
４  ＮＩＥ① 
  「戦争を知る 平和を守

る」 

 
５ はがきの書き方① 

「暑中お見舞い」 
 

１ 
２ 
 
４ 
 
 
 
３ 
 
 
 
３ 
 
 

・1 年間の目標を理解する。 

・漢字の習得状況把握と受験級決め、

資格取得に向けた準備を整える。 

・テーマにそった内容で作品に取り

組むことで、自分や社会を見つめ

なおすきっかにする。 

 

・新聞に掲載される体験記事から、戦

争と平和について考える。 

 

 

・「暑中お見舞い」の主旨ときまりを

理解し、「暑中お見舞い」を書く。 

・郵便局の業務を理解し、郵便窓口か

らはがきを投函する。 

・学習目標を立てる。 

・級別の模擬テストを受け、適する級 

の過去問題を解く 

・「今まで自分、これからの自分」「災

害と防災について考える」「今、こ

れだけは言いたい（自由課題）」の

テーマでメッセージを自由に書く。 

・戦争の現実とその影響について思

い 

を巡らし、平和を守るために何を

すべきかについて話し合う。 

・「暑中お見舞い」の主旨ときまりを

理解する。 

・「暑中お見舞い」のはがきを書き、

投函する。 

１学期 13  

９ 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

６ 文芸創作に挑戦する 
（全琉作文・書道コンクール／全

沖縄青少年読書感想文） 
 
 
７ 行事作文 
（運動会） 

 
 
 
 
 
 
８ ビジネスマナー  
    
 

５ 
 
 
 
 
３ 
 
 
 
 
 
 
 
４ 
 
 

・文芸創作の経験を通して、読書の価

値に気づいたり、表現することの喜

びを感じたりする。 

・文字制限の中で、効果的に考えをま

とめる。 

・感動の中心を見極め、それらを効果

的に文章で表現する。 

 

 

 

 

 

 

・場に応じた態度や言葉遣い、挨拶が

できる。 

 

・挑戦したい創作文芸をしぼる。 

・図書館で、創作に関連する書籍や感

想文の候補となりそうな本を選

ぶ。 

 

・出来事を時系列で整理した、材料メ

モを作成する。 

・記事の内容や紙面のレイアウトな

どを考え、葉書新聞を作成する。 

・自分と他者の考えを比較しながら

再考し、意見や感想をまとめる。 

・事実を時系列で整理し、感想文を仕

上げる。 

・場に応じた適切な言葉遣いや挨拶

が分かる。モデリングや実演を通

し、面接対応を学ぶ。 



 

12 
 
 

９ はがきの書き方② 
「年賀状」 
 

３ 
 

・「年賀状」の主旨ときまり、最近の

年賀状の傾向を理解する。 

・「年賀状」を書く。 

・年賀状専用のポストに投函する。 

・「年賀状」の主旨ときまり、最近の

年賀状の傾向を理解する。 

・「年賀状」を丁寧仕上げる。 

 

２学期 15  

１ 
 
２ 
 
 
 
３ 

10 新春書初め 
 
18 「答辞」を考える。 
 
 
 
19  作文 
「1 年間を振り返って」 

３ 
 
４ 
 
 
 
２ 
 

・新年の抱負を考え、気持ちを新た

にすることができる。 

・在学中の思いを整理し、心のこも

った文章を書く。 

 

 

・1 年間を振り返り、自分の成長と課

題に目を向ける。 

・作品を仕上げる。 

・掲示用の装飾を施す。 

・それぞれの思いや伝えたいことを整

理する。 

・効果的に伝わる文章について話し合

う。 

・1 年間を振り返り、自分の成長と課

題を文章にまとめる。 

3 学 期 ９  

合 計 37  
＊年間を通して以下の学習活動を継続する。 

(1) ＳＳＴに沿った「話す」「伝え合う」学習 
(2) ICT 機器を活用した、視覚的な取り組み 
(3) 漢字検定の資格取得に向けた取り組み 
(4)  自己効力感を育てる活動の一つとして毛筆活動にも適時取り組み、コンクール等への出展機会 

を設ける。 
＊漢字検定の取組及び調べ学習においては、タブレット端末のアプリケーションを活用する。 



年間指導計画 

教科・領域等（社会） 学年 高等部３学年Ⅱ課程Ｂ  

目

標 

○人間の尊重と科学的な探究の精神に基づいて，広い視野に立って，現代の社会と人間につい

ての理解を深め，現代社会の基本的な問題について主体的に考察し公正に判断するとともに自

ら人間としての在り方生き方について考察する力の基礎を養い，良識ある公民として必要な能

力と態度を育てる。                                 

○時事ニュースや世界情勢などに対する関心意欲を高め、理解し実生活に活かす。 

月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 
４ 
 
 
 
 
５ 
 
 
 
 
 
 
 
６ 
 
 
 
 
 
７ 

○私たちの生きる社会 

世界のさまざまな課題 

 

 

 

○現代社会と人間として

のあり方生き方 

青年期と自己の形成 

 

 

 

 

 

個人の尊重と法の支配 

 

 

 

 

 

現代の民主政治と政治

参加の意義 

３ 
 
 
 
 
 
 

４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 
 
 
 
 
 
 
 
 

１３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・これから学習していくさ

まざまな課題が世界には

存在していることを理解

する。 

 

・人生の中で青年期はどの

ような意味をもつのか考

え，青年期におけるさま

ざまな悩みと，それを克

服するためにはどのよう

にすればよいか考える。 

 

 

・私たちの生活と政治や国

家のかかわりについて関

心を高め，国家はどのよう

な考え方を背景につくら

れたのかを理解する。 

 

・日本国憲法の成立過程や

明治憲法との比較，天皇の

地位の変化，日本国憲法の

三つの基本原理について

主体的に理解する。 
・平和主義をめぐって，ど

のような動きがあったの

かを理解する。また，自

衛隊をめぐる問題につい

て理解する。 

環境と私たちの生活 

 

資源・エネルギー問題と私た

ちの生活 

 

科学技術の発達と私たちの

生命 

高度情報社会と私たちの生

活 

私たちの一日と青年期 

 

 

 

私たちの一生と法 

 

 

 

 

 

私たちの町と政治 
 

日本国憲法の基本原理 
 
 
平和主義と日本の安全保障 
 

 

 

 1 学 期 ２６   



９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

○国際政治の動向と日本

の役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○現代の経済社会と私た

ちの生活 
 

７ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ 
 
 
 
 
 
 
 

７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・主権国家とはどのような

ものか，国際社会における

国際法の役割と限界につ

いて理解する。 
・国連の成立，役割と課題

について理解する。 
・第二次世界大戦後の国際

社会と冷戦終結前後の国

際社会の状況について，年

表を使って整理し，理解す

る。 
・私たちの生活と密接にか

かわる経済の基本的なし

くみを理解し，資本主義経

済と社会主義経済の特徴

を理解する。 
・政府はどのような経済的

役割をもっているかを理

解する。 
・第二次世界大戦終結から

現在まで，日本の経済発展

のあゆみについて年表を

使って理解し，現在の日本

経済の課題と新たな取り

組みについて考える。 
・労働運動の展開と労働基

本権について理解し，近

年の雇用事情の変化につ

いて考える。 
・消費者は契約についてど

のような自覚が必要かを

考え，消費者問題に対する

企業の責任や国の対策に

ついて理解する。 
・日本の社会保障制度の特

徴，少子高齢社会の課題に

ついて理解する。 

国際政治の動向と私たちに

できること 
 
 
 
国際連合の役割 
 
第二次世界大戦後の国際社

会 
冷戦終結後の国際社会 
 
 
 
 
私たちの町と経済 
 
 
 
 
 
経済と私たちの生活 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
雇用と労働問題 
 
 
 
 
 
消費者問題と消費者主権 
 

 2 学 期 ２９   



 

＊iPad などを活用し、時事ニュース等を随時取り上げる。 
 

１ 
 
 
 
 
２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 
 

○国際経済の動向と日本

の役割 
 
 
 

○民主社会に生きる倫理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ともに生きる社会をめざ

して 
 

７ 
  
 
 
 
 
 
７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 
 
 
 
 
 
 

 
 

・自由貿易と保護貿易の違

いについて考え，自由貿

易を進めるための国際機

関の機能と役割について

理解する。 
・哲学や宗教の役割を理解

するとともに，人生を豊

かに生きるとはどういう

ことなのかを多角的に考

察する。 
・平等な社会の実現には，

偏見を取りのぞき，主体

的に努力することが求め

られていることを理解す

る。 
政治課題としてよく取り上

げられる消費税について

考えたり，捕鯨問題につい

て考えたり，人口問題を通

して私たちの未来を考察

したりする。 

国際経済の動向と私たちに

できること 
 
 
 
 
私たちの悩みと倫理 
 
 
 
 
 
 
他者とともに生きる 
 
 
 
 
 
 
社会保障と消費税 
人口問題と私たちの未来 

 3 学 期 １８   
 合 計 ７３   



年間指導計画 

※ 個別の実態に合わせて、随時内容を修正しながら進める。 

教科・領域等（数学） 学年 高等部３学年（Ⅱ課程Ｂ）  

目

標 

・数学的な事象に関心を持つとともに、数学的な見方や考え方の良さを知り、それらを生活の場

で活用する態度を育てる。 
・反復演習を通して成就感を感じさせ、意欲の向上を図る。                                       

・既習内容の定着が不十分であるため、小中高の基礎的内容を厳選して学習を行い、自信につな

げる 
月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 
４ 
 

 
５ 
 
６ 
７ 

 

楽しむ（余暇） 
 
 
 
 
 

４ 
 
５ 
５ 

  
６ 
６ 

①施設や乗り物に関する時刻を調 
べ、計画を立てる。 

②必要なお金を準備する。 
③決まったお金でメニューの中から

買い物をする。 
④経路図を作る。 
⑤割り勘ができる。 

①図書館へ行こう 
 友達との待ち合わせ 
②買い物をしよう 
③お店で注文しよう 
 
④デパートへ行こう 
⑤レストランへ行こう 
①～④ipad による調べ学習 

 1 学 期 26   
９ 
 

10 
 
11 

 
12 
 

楽しむ（余暇） 
 
 
 
生活を豊かに 
（暮らし） 
 
 

６ 
 
７ 
 
８ 
 
８ 
 

⑥カタログや広告を読む。 
 
⑦簡単な立体を作る。 
 
⑧生活にかかるお金がわかり、計画 

を立てる。 
⑨いろいろな支払い方がわかる。 
 

⑥カタログや広告の読み取

り 
⑦小物入れを作ろう 
 
⑧１か月の暮らし（生活費） 
 
⑧⑨計画的な支出・預金や

利 息 
⑥～⑧ipad を使用した調べ

学習、反復学習 
 2 学 期 29   
１ 
 
 

2~3 

生活を豊かに 
（暮らし） 

４ 
６ 
 
８ 

①郵便物の料金を計算できる。 
②部屋の間取りや広さ、電力量につ 

いて考える。 
③履歴書作成、日課を考える。 

①手紙を出そう 
②住居 
 
③働く 

 3 学 期 18   

 合 計 73   



 
 

教科・領域等（ 理科 ） 学年 高等部３年 Ⅱ課程Ｂ  

目

標 

・日常生活や社会との関連を図りながら生物と人間、その変化への関心を高め、目的意識をも

って観察、実験などを行う。 

・科学的に探究する能力と態度を育てるとともに、生物活動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、客観的な自己・他者理解への基礎を養う。 

月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 
４ 

 
 
 
 
 
 
 
５ 

 
 
 
 
 
６ 
 
 
 
 
 
７ 

第 1 章 生物の特徴 
第１節 生物にみ

られる多様性と共

通性 
 
 
 
 
第２節 細胞とエ

ネルギー 
 
 
 
 
 
 

第２章 遺伝子とそ

の働き 
第１節 遺伝子と

ＤＮＡ 
第２節 遺伝子の

働き 

 
7 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

6 

・原核細胞と真核細胞，真核細胞、単

細胞生物と多細胞生物の特徴と，多

細胞生物が誕生した経緯を知る。 
生物の多様化、共通した特徴を知

る。 
細胞構造の共通性と，原核細胞・真

核細胞の構造の違い細胞の構造と

機能の概要を理解する。 
・代謝には同化と異化があること，ま

た，酵素の働きを知る。 
ＡＴＰの役割と構造を知る。 
光合成、葉緑体と光合成の関係を実

験で確認する。 
呼吸の現象の基本について知る。 

・ミトコンドリアと葉緑体の起源に

ついて，細胞内共生説を知る。 
遺伝子・ＤＮＡの二重らせん構造・

タンパク質について理解する。 
細胞周期の概要を知り、タマネギを

用いて観察する。 
・転写と翻訳の概要とセントラルド

グマ、ＤＮＡの複製や転写、形質転

換、形質転換、クローンとその応用

について知る。 

中学の学習内容の復習 
実験①原核生物と真核 
観察❶原核生物と真核生

物の観察 
観察❷生物の観察 
観察❸花の色と細胞内構

造 
実 験 ② 葉 緑 体 と 光 合   

成 
実験③ＤＮＡの抽出 
観察❹細胞周期の観察 
探究活動②ＤＮＡの分子

モデルの作製 
探究活動③形質転換 
観察❺ユスリカのだ腺染

色体の観察 
 

 1 学 期 26   
9 

 
 
 
10 
 
 
 

第 3 章 体内環境と

恒常性 
第１節 生物の内

部環境 
第２節 体内環境

を維持するしくみ 
 
 

 
 

6 
 

6 
 
 
 

・恒常性と体液、ヒトの心臓の構造と

血液循環の経路、血液凝固、腎臓の

働き、濃縮率、拡散や浸透、半透膜

について知る。 
・肝臓の働き、自律神経系と内分泌

系、心臓の調節、ホルモン、血糖量

の調節と糖尿病、フィードバック現

象、体温調節、免疫、について知る。 

観察❻ヒトの血球の観察 

探究活動④周囲の溶液の

濃度と赤血球の変化 
実験⑦運動による心臓の

拍動数の変化 
観察❼白血球による食作

用の観察 
観察❽陽葉と陰葉の観察 

年間指導計画 



 
 

 

11 
 
 
 
12 

第３節 生体防御 
 
 
 
第４章 植生の多

様性と生態系 
第 1 節 植生と遷 

移 
第 2 節 気候とバ

イオーム 

6 
 
 
 
 
 

6 
 

５ 

・自然免疫と獲得免疫、二次応答、免

疫寛容、アレルギー、自己免疫疾患

（エイズ）、拒絶反応、予防接種や

抗体を用いた医療、ヒトのＡＢＯ式

血液型について知る。 
・作用と環境形成作用、光合成と光環

境、陽葉と陰葉、３つの陸上の植

生、森林の階層構造、草原・荒原、

遷移、バイオームについて知る。 

探究活動⑤校庭の光条件

と植生 
観察❾自分の住む地域の

バイオームの調査 

 2 学 期 29   
１ 
 
 
 
２ 
３ 

第 3 節 生態系と

物質循環 
第 4 節 生態系の

バランスと保全 
 

９ 
 

9 
 
 

・生態系の構成、食物連鎖(食物網)、
生態ピラミッド、菌類・細菌類（菌

根菌）、生態系における物質とエネ

ルギーの移動について知る。 
・生態系を構成する生物種数、自然

浄化とその例、森林破壊と人間活

動、外来生物と絶滅、生態系の保

全、人間活動と生物への影響、人

が維持する生態系の例について知

る。 

探究活動⑥土壌動物と環

境 
実験⑪土壌中の微生物に

よる有機物の分解 
実験⑫水質調査セットを

用いた水質調査 

 3 学 期 18   
年 間

を 通

して 

①沖縄の自然 
②科学のニュース 
③中学校の復習 

６ ・沖縄の自然について知る。 
・実物の観察・実験。 
・科学関係の時事的な事柄をいろい

ろなメディアを用いて知る。 
・科学に関する疑問を解決する方法

を知る。 

①ホタルの観察 
②沖縄の季節変化（校外

学習） 
③沖縄のいきもの 
④ICT 機器を用いた博物

館との授業 
⑤新聞・雑誌・ネット情

報の見方 
 合 計 73   



年間指導計画 

教科・領域等（ 音楽 ） 学年 高等部３年 (Ⅱ課程Ｂ）  
目

標 
ア 歌唱・器楽等生徒の実態に応じて表現方法を選択し、曲の特徴を工夫して表現する。 
イ 音楽の活動を楽しく行うことで、情緒の安定を図り、表現する喜びを味わう。 

月 題 材 名 時数 目 標 学 習 内 容 
１ 学 期 

４ 
 
 

５ 
 
 
 

６ 
 
 

７ 

①今年度挑戦することを

決めよう 
②演奏する曲を決めよう 
 

③楽器を演奏してみよう 
 
 
 
 
④アンサンブルをしてみ

よう 
⑤1 学期のまとめ 

 
 
 
 
 
 

１３ 

①今年挑戦することを考え、

自分で決める。 
②皆で演奏してみたい曲を

決める。 

③楽器を選択する。 
演奏方法を選択する。 
音楽に関心をもち、意欲的

に活動する。 
 演奏技術の向上。 
④皆で合わせることができ

る。 
⑤自身の振り返りをし、次の

目標に繋げる。 

①音楽アンケート、昨年度の

振り返り、今年度の目標決定 
②曲決め 

 

③＜器楽＞ 
・生徒たちの候補曲より選曲 
 
 
 
④アンサンブルをする 
 
⑤取り組みの振り返り 

２ 学 期 

９ 
 

10 
 
 

11 
 
 
 
 

12 

⑥「あなたが審査員！」  

演奏したい曲を投票

しよう。 

 
⑦様々な曲を鑑賞してみ

よう 
 
⑧カップスに挑戦してみ

よう 
 
 
 
⑩2 学期のまとめ 

 
 
 
 
 
 

１４ 

⑥演奏曲を選定することが

できる。 

  
 
⑦ジャンルや曲によって、

様々な表現が用いられて

いることを知る。 
⑧身近なコップを使って、４

分の４拍子のリズムを演

奏することができる。 
 
 
⑩自身の振り返りをし、次の

目標に繋げる。 

⑥＜歌唱・器楽＞ 
・演奏形態で決める。 
 
⑦＜鑑賞＞ 
・オペラ、バレエ他 
・日本の音楽 
・ポピュラー音楽 
⑧〈リズム・身体表現〉 
・４分の４拍子の音楽を決め

る。 
・４つのリズムパターンを覚

える 
⑩取り組みの振り返り 

３ 学 期 

１

２ 
 
 
 

⑪合唱の響き、バンド演奏

の楽しさを味わおう 
 
 
 

 
 

１０ 
 
 

⑪楽曲に応じた表現の技能

を身につける。 
音楽の諸要素を知覚し、ハ

ーモニーのおもしろさを

感じ取って表現する。 

⑪＜歌唱・器楽＞ 
・曲決め 

・小中高卒業式に向けて 
・離任式に向けて 
 



 

 
 

３ 

 
 
⑫3学期及び 1年間のまと

め 
 

 
 
 

皆で演奏する楽しさを感

じる。 
⑫自身の振り返りをし、成長

していることを知る。 

 
 
⑫取り組みの振り返り 

合 計 ３７   



学
期

月
／
時数

単　元　名 目　標 学　習　内　容

①『教科書からの発見』 ①美術に関する表現など、感じ
取った特徴や制作に対する興味・
関心を持ち、話し合う。

①これまでの学習を振り返り、自分の心の中を見つめた
り、気づかなかった自分の考えに気付いたりして、自分の
美術を見付けていく「高校生の美術Ⅰ」の学習のイメージ
をもち、美術の学びの意味や広がりについて考える。

②『身近なものを描く』 ②身近にあるものを見つめ直し、
描く方法や材料を工夫してあらわ
す。

②身近なものの特徴や美しさなどを基に、形や色彩、質感
などの効果を考え、構想を練ったり、鑑賞したりするとと
もに、身近なのもの特徴を美しさなどの全体のイメージを
捉え、線の強弱や絵の具などの特性を生かして表す。

③『写真で写す』学校生活を
表す情景をとろう

③表情や動きに注目したり、被写
体との距離感を意識したりして、
学校生活の情景を写真であらわ
す。

③被写体の印象や瞬間の美しさなどを基に、構図やシャッ
ター速度等の効果を考え、構図を練ったり鑑賞したりする
とともに、写す角度や配置、拡大や縮小、光や陰、時間の
静止などの効果、全体のイメージなどを捉え、カメラの特
徴を生かして、学校生活で心に残る情景を重いが伝わるよ
うに残す。

④『メッセージを広く伝え
る』学校行事のポスターをつ
くろう

④伝えたい内容にふさわしい表現
方法を考え、多くの人に伝わるよ
うにデザインを工夫する。

④-１メッセージを広く伝えるデザインに関心をもち、
メッセージの内容や伝える相手などから主題を生成する。
④-２主題をもとに、作品形態や表現方法、配色や構成な
どの構想を練る。
④-３形や色、構成などを工夫して制作する。
④-４完成作品を鑑賞し合い、意図や工夫を感じ取り、話
し合う。

⑤『文様で飾る』ゴム版をつ
くろう

⑤日本や諸外国の文様を鑑賞し、
表現の工夫や生活との関わりを感
じ取り、形や色を考えてデザイン
する。

⑤-１日本や諸外国の文様に関心をもち、動植物やものの
形や色の特徴などから主題を生成する。
⑤-２主題をもとに、形や色、構成などの構想を練る。
⑤-３形や色、材料、構成などを工夫して制作する。
⑤-４完成作品を鑑賞し合い、意図や工夫を感じ取り、話
し合う。

⑥『比べて鑑賞する・組み合
わせる』
『桝や点で描く』作品を大き
な空間を彩ろう

⑥桝や点で構成された作品を比較
して鑑賞し、それぞれのよさを感
じ取る。

⑥-１画面を方眼に区切って描いた作品と、点描で描いた
作品とを比較して鑑賞し、違いや共通点などを感じ取る。
⑥-２感じたことや考えたことを話し合い、他者の考えに
関心をもち、大きな空間に設置し、作品の見方や感じ方を
深める。

⑦『作家の生涯と作品／パブ
ロ・ピカソ』

⑦ピカソの生涯や作品を知り、新
たな表現を追求する姿勢を感じ取
る。

⑦-１ピカソの生涯と作品に関心をもち、さまざまに作風
を変化させながら新たな表現を追求した姿勢を感じ取る。
⑦-２感じたことや考えたことを話し合い、他者の考えに
関心をもち、作家や作品の見方や感じ方を深める。

留意点
引継ぎ等

○身近なものを触る際に、感染症対策に配慮する。
○授業計画及び教材をにおける描く活動やつくる活動について、理解度や興味・関心等に合わせ柔軟に対応する。
○郷土の世界遺産や伝統工芸品の造形的な面白や見方、感じ方等も年間を通し授業内容に取り入れる。

２／７３

目
標

①生徒の実態に応じて、造形的な視点について理解するとともに、表現方法を創意工夫し、創造的に表すことができる。
②創造的なよさや美しさ、表現の意図と工夫などについて考え、主題を生み出し豊かに発想し構想を練ったり、美術や美術
文化などに対する。
③主体的に美術に関する専門的な学習に取り組み、感性を磨き、美術文化の継承、発展、創造に寄与する態度を養う。

1
学
期

４

５

６

７

(26)

２
学
期

９

１０

１１

１２

(29)

３
学
期

１

　
２

３

(18)

令和４年度　３学年　(Ⅱ課程Ｂ)　美術科　年間指導計画

単位数
／配当時間数

教科・領域　(　美術　) 学年／高等部３学年Ⅱ課程



年間指導計画 

教科・領域等（保健体育） 学年 高等部 3 年（Ⅱ課程Ｂ）  

目

標 

・運動の合理的な実践を通して、運動の楽しさや喜びを味わうとともに、意欲的に学習するこ 

 とができる能力や態度を高める。 
・運動における競争や協同の経験を通して、公正に取り組む、互いに協力する、自己の役割を 
 果たすなどの意欲を高める。 
・個人及び社会生活における健康、安全について理解するとともに、生涯を通じて自他の健康

の保持増進を目指し、明るく豊かで活力ある生活を営む態度を養う。 
月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 
４ 

 

 

 

 

５ 

 

 

６ 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

４ 

↓ 

７ 

・オリエンテーション 
 
・体つくり運動 
 
 
 
・新体力テスト 
 
 
・バドミントン 
 
 
・水泳 
 
 
・卓球 
 
 
 

（保健） 

・生涯を通じる健康 

1 
 
6 
 
 
 
5 
 
 
8 
 
 
2 
 
 
7 
 
 
 
 

10 

・年間の見通しを持ち、学習の意 

 欲を高める。 
・運動の基礎となる体力を取り 
 戻し、年間を通して授業に取り 
 組む態度を身につける。 
・体力の向上を目指す 
・50ｍ走、長座体前屈、握力 
 反復横跳び等の種目を行い 
 現在の体力を知る。 
・シャトルを打つ技能を習得し 
 ラリーやゲームを楽しめるよ

うにする。 
・水に浮く、泳ぐ、息継ぎをする 
 技能を習得し、泳ぐ距離を伸ば 
 す。 
・ラケットでボールを打ち返す 
 技能を習得し、相手とのラリー 
 を楽しむ。 
 
 
・思春期から中高年期までの健

康に関わる事柄や、それぞれの段

階で必要になる意志決定や行動

選択の仕方について理解を深め

る。 

・学習計画について 
 
・ウォーキング、ランニングを通

した体力作り 
・ストレッチ体操等で体の柔軟

性を身につける 
・各種目の測定を行う。 
 
 
・力の入れ具合と打つ方向の調    

整 
・ルールの理解 
・自己に合った補助具の活用 
・泳法技能の習得 
 
・ルールの理解と工夫 
・個人技能の充実 
・仲間と協力して準備、片付け等

を行う 
 
・性意識と性行動の選択 
・結婚生活と健康 
・妊娠・出産と健康     
・家族計画と人工妊娠中絶 
・加齢と健康    
・高齢者のための社会的取り組 
 み 
・保健制度とその活用 
・医療制度とその活用 
・医薬品と健康 
・さまざまな保健活動や対策 

 1 学 期 39   



 

９ 

 

 

１０ 

 

 

１１ 

 

 

１２ 

 

 

９ 

↓ 

１２ 

・フォークダンス 
 
 
 
・体つくり運動 
 
 
 
・ゴロ卓球 
 
 
 
 
（保健） 
･社会生活と健康 

18 
 
 
 
6 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 

10 

・郷土への誇りを持つことが出

来る。 
・仲間とともに動きを合わせて

踊ることができる。 
 ・運動の基礎となる体力を取り 
 戻し、年間を通して授業に取り 
 組む態度を身につける。 
 
・ゴロ卓球のルールを理解し、自

己に合った攻防を工夫してゲ

ームを楽しむ。 
 
 
 
・現代の環境問題や新しい時代 
 の健康のあり方などについて 
 理解するとともに、自らの健康 
 を保持増進する能力を身につ 
 ける。 
 

・エイサー 
 
 
 
・ウォーキング、ランニングを通

した体力作り 
・ストレッチ体操等で体の柔軟 
性を身につける。 

・力の入れ具合と打つ方向の調  
 整 
・ルールの理解と工夫 
・自己に合った補助具の活用 
・個人技能の充実 
 
・大気汚染と健康 
・水質汚濁、土壌汚染と健康 
・健康被害の防止と環境対策 
・環境衛生活動のしくみと働き 
・食品衛生活動のしくみと働き 
・食品と環境の保健と私たち 
・働くことと健康 
・労働災害と健康 
・健康的な職業生活 

 2 学 期 43   
１ 

 

 

 

２ 

 

３ 

 

 

・体つくり運動 
 
 
 
・ボッチャ 
 
 
・フロアバレー 
 
 
・ティーバッティング野  

球 
・体育理論 
 
 
 
・1 年のまとめ 

5 
 
 
 
7 
 
 
6 
 
 
6 
 
3 
 
 
 
1 

 

・基礎となる体力つくりを行う 
 
 
 
・ルールを理解しゲームを楽し 
 む。 
 
・バレーボールのルールを用い

てボールを転がして得点を競

う 
・ティーでボールを打つことに

より野球への興味を高める。 
・卒業後も豊かなスポーツライ

フを継続するために、自己に適

したスポーツの関わり方を理

解する。 
・年間を振り返り、自己の反省を 
 発表する。 

・ウォーキング、ランニングを通

した体力作り 
・ストレッチ体操等で体の柔軟 
性を身につける 

・ルールの理解と工夫 
・自己に合った補助具の活用 
・個人技能の充実 
・個人技能の充実 
 
 
・個人技能の充実 
 
・豊かなスポーツライフの設計 
 
 
 
・1 年間の反省を各々、発表する。 

 3 学 期 28   
 合 計 110   



年間指導計画 

教科・領域等（外国語） 学年 3 学年（Ⅱ課程Ｂ）  

目

標 

○ 外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深める。 

○ 外国語を通じて、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。      

○ 外国語を通じて、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能力を養う。 
月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 
４ 
 
 
 
５ 
 
 
６ 
 
 
７ 

Warm up  
 
 
Lesson 8 
Can Music Change the 
World 
 
 
 
 
For Reading 
Where Do You Come 
From? 
-Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone- 

4 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

 

・授業の進め方、今までの

既習文法の復習する 
 
・「音楽は世界を変える」

の理想からベネズエラで始

められた『エル・システマ』

を通して、少しでも前に進

むきっかけを考える。 

 
 
・世界的人気作であるHarry 
Potter第一作の原書や映画

の台詞を読み、本物の英語

に触れることで、英語と世

界の繋がり、イギリスの文

化、今までの学習が活かさ

れる実感を得ることができ

る 

・動詞の時制 
 
 
・①動名詞 
②比較 

 
 
 
 
 
・接続詞 as 

 1 学 期 26   
９ 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 

Lesson 9 
My Favorite Athlete 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesson 10 
Three Days to See 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 

・フィギュアスケートの羽

生結弦さんを通して、成

長していくアスリートの

生き方について学ぶ。ま

た、仲間とともに切磋琢

磨する姿を自分に引き寄

せて自らの高校生活を考

える契機とする。 

 
 
・ヘレン・ケラーのエッセ

イ『目の見える三日間』

から、日常を振り返って

みる。そして感性や周囲

の人たちとの人間関係を

・①関係代名詞 
 ②関係副詞 
 
 
 
 
 
 
 
 
・仮定法過去 
 
 



※年間を通して ALT とのコミュニケーション活動を行う。 
※英語検定の取組及び調べ学習においては、タブレット端末のアプリケーションを活用する。 

12 作る力、人生そのもの、

社会や人類の力をどのよ

うに生かせば、一人一人

すべての人たちが幸福で

平和な世界を実現できる

のかについて考える。 

 
 2 学 期 29   
１ 
 
 
 
２ 
 
３ 

For Reading 
Malala’s Voice to the 
World 
 
 
 
高校 3 年間のまとめ 
 

14 
 
 
 
 
 

 4 

・パキスタンの少女マラ

ラ・ユスフザイさんの物

語を読むことで、女性の

教育を受ける権利や平和

への熱い思いを感じる。 

 
・高校3年間で学んだ文法等

の総復習を行う 

・分詞構文 
 
 
 
 
 
時制、受動態等 
 

 3 学 期 18   
 合 計 73   



　高等部　３年（　Ⅱ課程Ｂ　）　情報　　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

高等学校　情報Ⅰ

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

留意点
引継ぎ等

・何気なく使っている言葉
である「情報」とは何かを
理解させる。
・様々なメディアの特徴
や，情報の適切な表現形式
について理解させる。
・情報や情報技術を活用し
て問題を発見・解決する方
法を身に付けさせる。
・問題解決の目的や状況に
応じて，情報や情報技術を
適切かつ効果的に活用して
問題を発見・解決する方法
について考えさせる。

(知・技）・「情報」がもつ意
味やはたらきについて理解して
いる。
・一次情報・二次情報といった
情報の種類について理解してい
る。
・さまざまなメディアの特徴を
理解している。
(思･判･表)・「情報」がもつ意
味やはたらきについて考え，そ
の結果を適切に表現している。
・情報の価値や信頼性，情報を
検証する方法について考え，判
断し，その結果を適切に表現し
ている。
(主学)・「情報」がもつ意味や
はたらきについて考えようとし
ている。
・積極的に情報を検証しようと
している。

第1章　情報とメディア A　情報とは何か
B　情報源と情報の検証
C　情報とメディアの特性
D　問題解決のプロセス

３
学
期

13

15

9

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）情報と情報技術を問題の発見・解決に活用するための知識について理解し，技能を身に付けているととも
に，情報化の進展する社会の特質及びそのような社会と人間との関わりについて理解している。
　
(思判表力)事象を情報とその結び付きの視点から捉え，問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的
に用いている。
　
(学･人)情報社会との関わりについて考えながら，問題の発見・解決に向けて主体的に情報と情報技術を活用し，自
ら評価し改善しようとしている。

1
学
期

２
学
期

・情報社会でよりよく生き
るために，情報に関する法
規・制度や情報社会におけ
る個人の責任，情報モラル
にもとづいた行動について
理解させる。
・個人情報やプライバシー
の保護・活用に関連する法
律の意義や目的，内容につ
いて理解させる。
・著作権などの知的財産権
の保護の必要性とともに，
そのために必要な法規及び
個人の責任について理解さ
せる。
・情報社会の問題点をふま
え，情報セキュリティの重
要性を理解させるととも
に，ユーザ認証やアクセス
制御などの技術，セキュリ
ティ対策の方法を理解させ
る。

第2章　情報社会における
法とセキュリティ

A　情報社会と法規・制度
B　個人情報の適正な利活用と保護
C　知的財産権
D　情報セキュリティ
E　情報セキュリティ対策のための技術
F　情報セキュリティ対策への意識

(知・技）・情報社会を支える
法規・制度について理解してい
る。
・情報に関する法規や制度が制
定された背景や意義について理
解している。
(思･判･表)・法を遵守した判断
や情報モラルに配慮した適切な
判断ができる。
・情報を適切に利活用するため
の法律や個人の責任について考
察し，その結果を適切に表現し
ている。
(主学)・情報社会を支える法
規・制度について意欲的に学ぼ
うとしている。
・個人情報やプライバシーを適
切に扱おうとしている。

令和４年度

単位数
／配当時数 児童生徒

１／37 高等部　3年



　高等部　３年（　Ⅱ課程Ｂ ）　道徳科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

自己を見つめてそのよさに気づき，個性
を生かして前向きに生きていこうとする
態度を育てる。

自己を見つめ、自己の向上を図るの
に必要な事を考えている。

自分を見つめる ・自己分析シートを記入し、自分のことを振り返る。

それぞれの個性を尊重し、他者理解を育
てる。

友達の良さを探し、個性や良さを理
解している。

友達の長所探し ・友達の名前が書かれた紙に、その人の良いと思うとこ
ろを記入する。

望ましい生活習慣を身につけ、心身の健
康の増進を図るために必要な事を考え
る。

望ましい生活習慣を身につけ、心身
の健康の増進を図るために必要な事
を考えることができる。

生活習慣について ・生活習慣表を作成し、自分の生活習慣の振り返りや改
善点などを考える。
・心身健康の増進を図るにあたって自分でできることや
周りに援助してもらうことを考える。

心と形が一つになった礼儀や作法の意義
に気づき，相手を尊重する心を込めて，
形に表していこうとする態度を養う。

礼儀が，相手を尊重し敬愛する気持
ちにつながり，コミュニケーション
の基本になることを理解し今後の実
践に活かそうとしている。

挨拶や礼儀 ・日常生活にある「礼儀正しい姿」を書き出し発表をす
る。
・挨拶の大切さについて考える。

働く喜びを得て自分の仕事に誇りをもつ
ことが充実した生き方につながることを
理解して，主体的に将来の生き方を考え
ようとする実践意欲を育てる。

働く喜びや自分の仕事への誇り，充
実感の面から仕事について理解し，
自分なりに将来の生き方を考えるこ
とができる。

働くということ ・「働く」ことについて、どのようなイメージをもって
いるか発表する。
・将来どのような職業に就きたいか考える。

就業体験を通して、多くの情報を得て視
野を広げると共に、進路に対する意識や
関心を高め、社会生活をより豊かにする
ための進路選択の可能性を広げる。

実習の成果により自己理解を深め、
進路について考えることができる。

就業体験（前期・後
期）

・将来の進路を考え、卒業後の社会参加が円滑にできる
よう、卒業後における生活のシュミレーションとして捉
えた実習に取り組む。

戦争の悲惨さや過去の歴史を知り、平和
の尊さを学ぶ。

戦争の悲惨さや平和の尊さについて
理解し、自分にできることは何か考
える事ができる。

平和学習 ・平和学習会に参加する。
・沖縄戦について調べ、戦争や平和についてまとめ発表
する。

公共の場におけるマナーを理解し、決ま
りを守る態度を身につける。

公共の場におけるマナーを理解し、
決まりを守る態度を身につけようと
している。

公共のマナーについ
て

・公共の場においてどのようなふるまいをすべきかを考
え発表する。

インターネット上にもルールやマナーが
あることを理解し適切にＳＮＳを利用す
る態度や判断力を身につける。

インターネット上にもルールやマ
ナーがあることを理解し適切にＳＮ
Ｓを利用する態度や判断力を身につ
けようとしている。

ＳＮＳでのやりとり
について

・いくつかの投稿の例をもとに、ＳＮＳでのマナーや
ルールについて考える。
・今までの自分のＳＮＳの利用の仕方を振り返り、今後
どのように利用していくか考えを発表する。

日々の生活の中で自分を支えてくれてい
る多くの善意や思いやりに気づき，自分
の感謝の気持ちを素直に表そうとする心
情を育てる。

自分の周りにはさまざまな支えが存
在していることに気づき，それをあ
たりまえと思わないことや，感謝の
気持ちを素直に表現することが大切
であると気づくことができる。

ありがとうの力 ・最近、どのような時に「ありがとう」を言ったが振り
返る。
・「ありがとう」を言われるとどのように思うかなど、
「ありがとう」の力について考える。
・「ありがとう」の気持ちを家族などの周りの人にどう
やって伝えたらよいか考える。

日々の過ごし方を通し、結果だけではな
く、努力した過程も大切であることを考
える力と育てる。

日々の努力の積み重ねが人を成長さ
せ、主体的な生きる力になることが
わかる。

強い意志 ・今まで努力して良かったことを考える。
・卒業生や先輩の活躍に学ぶ。

自他を受容し、自己肯定感を高められる
よう物事の視点を変えて考える事ができ
る力を育てる。

自他を受容し、自己肯定感を高めら
れるよう物事の視点を変えて考えよ
うとすることができる。

リフレーミングにつ
いて

・リフレーミングについて説明を聞く。
・ワークシートを記入し、発表しあう。

エイズについて正しい知識と理解を深
め、差別や偏見のない社
会の実現に努めようとする実践意欲を育
む。

エイズについて正しく知り、自分は
どうすれば良いかを考えることがで
きる。

世界エイズデーにつ
いて

・エイズについて学ぶ。
・自分はどのように行動したらよいか考え発表する。

身近に起こり得る交通事故や災害をもと
に，安全や危機管理の大切さを理解し，
安全で調和のある生活を送ろうとする実
践意欲を育てる。

日常の安全や防災への意識をあらた
めて捉え直そうとし、自分の行動に
ついて考える事ができる。

安全への心構え ・これまでに，事故やけがで「ひやりとした」経験はな
いか振り返ってみる。
・防災に対してどのような事をやっているか振り返って
みる。
・自分の住んでいる地域のハザードマップや防災マップ
を調べる。
・今後の行動の仕方について考え、発表する。

郷土によって育まれてきた伝統と文化の
よさを理解し，郷土への誇りや愛着をも
ち，郷土に対して主体的に関わろうとす
る実践意欲を育む。

地域に伝えられてきた伝統や文化
を，自分たちが受け継いでいくこと
の大切さに気づくことができる。

沖縄の伝統や文化に
ついて

・沖縄の伝統や文化について知っている物や関わったこ
とがあるものについて発表する。
・興味のある沖縄の伝統や文化について調べまとめる。

３
学
期

9

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

（高等部の目標）
・病弱等に基づく学習上又は生活上の困難を克服し、自立の精神を重んじ、目標に向かって着実にやりぬく強い意志を育てる。
・お互いの人格を尊重し、感謝と思いやりや他者に学ぶ豊かな心を育む。
・伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する心を育てる。
・自他の生命を尊重し、国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し、主体的に未来を拓く態度を育てる。
・社会連帯の精神、義務を果たし責任を重んずる態度や人権を尊重し、社会の一員となる態度を育てる。
（高等部３学年の目標）
・社会人としてのマナーや知識、態度を育てる。
・生活体験を豊かにするとともに、社会的適応能力を育てる。

1
学
期

12

２
学
期

14

令和4年度

単位数
／配当時数 児童生徒

35 高等部　３学年



留意点
引継ぎ等

※道徳科を「各教科等を合わせた指導」において設定し、教育活動全体を通して行う。



年間指導計画 

教科・領域等（ホームルーム活動） 学年 高等部 ３学年（Ⅱ課程Ｂ）  

目

標 

○ 望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団や社会の一員と

してよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる。 

○ 人間としての在り方生き方についての自覚を深め、自己を生かす能力を養う。 

月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 

４ 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

７ 

・新入生を迎えるにあたっ

て 

・身体測定に関すること 

・訪問職員との顔合わせ会 

・新入生歓迎会 

・春の遠足に関すること 

 

・児童生徒総会 

・歯科検診に関すること 

 

・避難訓練・防災学習 

・内科検診に関すること 

 

 

・平和週間、平和講演会 

 

・慰霊の日に関すること 

 

 

・不審者対応訓練 

 

・校外学習に関すること 

・夏休みの過ごし方 

３ 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

３ 

・学校生活に慣れる。 

 

・自身の成長を把握する。 

・初めて知る職員に慣れる。 

・先輩や職員と親睦を深める。 

 

 

・生徒会活動を理解する。 

・歯と口の健康維持について具

体的に知る。 

・身の守り方を知る。 

・自身の健康全般に関心を持

つ。 

 

・平和の大切さについて考え

る。 

・沖縄戦について知り、平和の

尊さを知る。 

・日程等を理解する。 

・身の守り方を知る。 

 

・日程等を理解する。 

・１学期を振り返っての反省と

夏休みの計画を立てる。 

・学校生活全般 

 

・測定の内容 

・職員の顔や名前等 

・会での態度や気持ちの表現 

 

 

・生徒会活動内容や予算 

・歯科検診のやり方 

 

・避難時の行動の仕方 

・検診の内容とその理由 

 

 

・講演内容の理解等 

 

・沖縄戦の内容や経緯 

 

 

・避難時の行動の仕方 

・校外学習の計画 

・場所や日程等やマナー 

・計画や自己管理等 

 １学期 １３   

９ 

 

 

10 

 

11 

 

 

 

12 

・２学期スタートに関して 

・身体測定に関すること 

・運動会に関すること 

・総合避難訓練に関するこ

と 

・本校進路講話 

・読書月間の取り組み 

・薬物乱用防止教室 

 

・世界エイズデーに関するこ

と 

・校外学習に関すること 

 

４ 

 

 

４ 

 

４ 

 

 

 

３ 

 

 

 

・２学期の目標を立てる。 

・自身の成長を把握する。 

・協調性を体験する。 

・身の守り方を知る。 

 

・進路について考える。 

・読書のすばらしさを知る。 

・正しい知識を身につける。 

 

・正しい知識を身につける。 

 

・日程等を理解する。 

 

・目標の設定の仕方や発表 

・測定の内容 

・運動会に向けての活動 

・避難時の行動の仕方 

 

・自分の進路を考える等 

・多くのジャンルの本 

・薬物の危険性についての知

識 

・エイズについての知識 

 

・校外学習の計画 

・場所や日程やマナー 



 

 

児童生徒会立候補演説・選挙 

児童生徒会新旧役員交代式

（役員認証式） 

冬休みの過ごし方 

 

・選挙の意義を理解する。 

・生徒会会員であることを自覚

する。 

・２学期を振り返っての反省と

冬休みの計画を立てる。 

・選挙の仕組みや流れ 

・新役員の名前等や活動内容 

 

・計画や自己管理等 

 

 ２学期 １５   

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

３学期スタートに関するこ

と 

身体測定に関すること 

校外学習に関すること 

 

卒業式に関すること 

 

離任式に関すること 

春休みの過ごし方 

３ 

 

 

３ 

 

 

 

３ 

 

 

・３学期の目標を立てる。 

 

・自身の成長を把握する。 

・日程等を理解する。 

・自主的に準備に取り組む。 

・お別れの気持ちの表現の仕方

を経験する。 

・感謝の気持ちの表現の仕方。 

・３学期を振り返っての反省と

春休みの計画を立てる。 

・目標の設定の仕方や発表 

 

・測定の内容 

・場所や日程等やマナー 

 

・参加のマナー等 

 

・気持ちを表現する手紙 

・計画や自己管理等 

 3 学 期 ９   

 合 計 ３７   



年間指導計画 

教科・領域等 
（総合的な探求の時間） 

学年 高等部３学年Ⅱ課程Ｂ  

目

標 

○探求の過程において、課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わる概 

念の形成に努め、探求の意義や価値を理解する。 

○実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし、課題を立て、情報を集め、整理・分

析して、まとめ・表現することができる。 

○探求に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、より良い社会を実

現しようとする態度を身に付ける。 

月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 

１ 

学 

期 

・新入生歓迎会 4/15 
 

・第１回進路調査 4/22 
 
・18歳成人教育 5/6 
 
・生徒総会 5/13 
 
・就業体験事前学習 5/20 

5/27 
・就業体験 6/3 
 
・キャリア教育 6/10 
 
・就業体験事後学習 6/17 
 

・交通安全 7/1 
 

・進路面談 7/8 
 

・進路講話 7/15 
 

13 

・異学年との交流を深める。 

 

・自己の在り方や生き方を

考える。 

・成人になることの自覚を

促す。 

・学校を楽しむ為に、自分の

意見をもつ。 

・就業に対する理解を深め

る。 

・体験を通して、社会の一員

としての自覚をもつ。 

・自ら課題を見つけ、学び、

考え、主体的に判断し、よ

りよく問題解決する資質

や能力を身につける。 
・交通安全について知識と

理解を深める。 

・自己と向き合い、周りの人

の話を聞いたり、理解を

得ながら自ら進路を決定

する。 

・歓迎会に参加し、新入生と

交流する。 

・進路調査を記入すること

で進路について考える。 
・タブレットで、何ができる

か調べる。 

・学校の課題等を自らのこ

ととして考える。 

・各々が希望する職場や事

業所についてタブレット

で調べ、就業体験を行う。 
 

・自分の将来設計を考えワ

ークシートに記入する。 

・ワークシートに学んだこ

とや感想を記入する。 
・各自のタブレットでHONDA

交通安全教室に取組む。 

・キャリア学習を活かし、面

談を行う。 
・先輩の話を聞き、自分の進

路決定につなげる。 

２ 

学 

期 

・第２回進路調査 9/2 
 
・就職先調べ 9/9 
 
・ハローワーク見学 9/16 
 
・文学作品にふれる 9/30 

 

・高校を卒業後の自己の在

り方や生き方を考える。 

・就職先についての理解を

深める。 
・いろんな職業に触れ、自分

の可能性を広げる。 
・多様な感性を学ぶことで、 

・進路調査を記入すること

で進路について考える。 

・各々がタブレットで調べ、

進路から助言を受ける。 

・実際に求人票を見て、求人

情報を調べる。 

・図書館から１人１冊以上



 
 

  創造性を培う。 借り、皆に感想を述べる。 

２ 

学 

期 

・進路面談 10/7 
 
・運動会に向けて 10/14 
 
・運動会振り返り 10/21 
 
・就業体験事前学習 10/28 
 
・就業体験 11/4，11/11 
 
・就業体験事後学習 11/18 
 
・情報モラル教育 12/2 
 
・国際理解教育 12/9 
 
・児童生徒会役員選挙 

12/16 
・児童生徒会新旧役員交

付式 12/23 

15 

・自分の現状と向き合い、 

進路を決定する。 
・行事の成功に向けて主体

的に取り組む。 
・仲間との達成感や自己満

足度を確認する。 
・就業に対する理解を深め

る。 
・体験を通して、社会の一員

としての自覚をもつ。 
・問題解決する資質や能力

を身につける。 
・加害者、被害者にならな 
い為の知識を得る。 

・他国の文化や現状を知る

ことで日本を理解する。 
・人の話をしっかり聞いて 

 自分なりの意見をもつ。 

・役員としての自覚と責任

について学ぶ。 

・家族、進路担当者、担任と

面談する。 

・それぞれの役割を皆で決

め、本番に向け取り組む。 

・自己評価シートに記入し、

今後の活動に活かす。 

・就業体験に向けて準備や

学習を行う。 

・各々が希望する職場や事

業所で就業体験を行う。 

・事業所などの評価を振り

返り、活かす。 

・DVD でアニメを視聴し、自

分のこととして捉える。 

・テーマを決めて、他国と比

較する。 

・学校をより良くするため

の意見を記入する。 

・交付式において、自覚と責

任を後輩に伝える。 

３
学
期 

・第３回進路調査 1/13 

 

・就業体験 1/20，1/27 

 

・就業体験事後学習 2/3 

 

・進路面談 2/10 
 
・自立に向けて 2/17 
 
・人権について 2/24 
        

・卒業に向けて 3/3 
 
・卒業後の進路決定 3/10 
 

9 

・自己の在り方や生き方を 
考える。 

・体験を通して、社会の一

員としての自覚をもつ。 
・問題解決する資質や能力

を身につける。 
・キャリアプランニングを

もとに進路を考える。 
・自分で判断し責任をもっ

て行動する態度を学ぶ。 
・社会に出た時に守られる

権利について理解する。 
・高校での学びを振り返り 
 将来に繋げる。 
・卒業後の支援体制を確認

し、自己実現に努める。 

・進路調査を記入すること

で、卒業後の自分の進路

について考える。 
・各々が希望する職場や事

業所等で就業体験を行

う。 
・体験した事業所や学校に

ついてまとめ、保護者と

共に卒業後の進路決定を

行う。 
・PC 教室で、それぞれの興

味に合わせて調べる。 
・振り返りシートを記入す

る。 
・どのような生き方をして

いくのか発表する。 

 合 計 37   



高等部　3年（　Ⅱ課程Ｂ　）　作業学習①　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

第一学習社

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

1

(知及技)「ホームプロジェクト」の意義
と実施方法について理解する。

(知・技）「ホームプロジェクト」の意
義と実施方法について理解している。
（主学）生活の中から課題を見出し，個
人単位で主体的に計画を立てて問題の解
決しようとしている。
.課題提出
（家庭基礎の授業全体を通じて行う）

家庭科の学び方－学習から
実践へ
・ホームプロジェクトとは

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理
解する。
○気づいたことや自分の考えをワーク
シートを記入しながら学習を深める。

25

(知及技)生涯発達の視点に立って，ライ
フステージの特徴と課題を見通し，その
課題を他者と関わりながら達成し，発達
し続けていくという考え方を理解する。
(知及技)ライフイベントや人生の転機，
あるいは家族の変化や社会変動などに
よって生じる課題を乗り越える際に，一
人一人が異なる過程をたどり，様々な生
き方があることを理解する。
　(学･人)固定的な性別役割分業意識の
見直し，男女の平等と相互の協力などを
取り上げ，生涯を見通した中で青年期を
どのように生きるかについて理解を深め
る。

(知・技）人の一生について、自己と
他者、社会との関わりから様々な生
き方があることを理解しているとと
もに、自立した生活を営むために必
要な情報の収集・整理を行い、生涯
を見通して生活課題に対応し意思決
定をしていくことの重要性について
理解を深めている。
(思･判･表)生涯を見通した自己の生
活について主体的に考え、ライフス
タイルと将来の家庭生活について問
題を見いだして課題を設定し、解決
策を構想し、実践を評価・改善し、
考察したことを根拠に基づいて論理
的に表現するなどして課題を解決す
る力を身につけている。
(思・判・表)自らの固定的な性別役
割分業意識の見直しながら，生涯を
見通した中で自らは青年期をどのよ
うに生きるかについて理解を深めよ
うとしてる。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習・ノート提出

１章　これからの生き方と
家族
１節　生涯の生活設計
・生涯発達する自分
－人と人とのつながりのな
かで
・ワーク・ライフ・バラン
スを求めて

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理
解する。
○気づいたことや自分の考えをワーク
シートを記入しながら学習を深める。

(知及技)歴史的，文化的，社会的制度と
しての家族について理解する。
　(学･人)世帯の動向にみられる特徴と
それを規定する社会的要因を分析し，検
討する。
（思・判）家族形態の相違による家庭生
活のあり方について検討し，その多様性
を理解する。

（知・技）歴史的，文化的，社会的
制度としての家族について理解しよ
うとしている。
（思・判）世帯の動向にみられる特
徴とそれを規定する社会的要因を分
析し，検討しようとしている。
 (思･判･表)家族形態の相違による家
庭生活のあり方について検討し，そ
の多様性を理解しようとしている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節家族・家庭と社会との
かかわり
・家族・家庭・世帯
・家族・家庭のはたらき
・パートナーと出会う
・結婚と変化する家族
・家族に関する法律

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理
解する。
○気づいたことや自分の考えをワーク
シートを記入しながら学習を深める。

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）人の一生と家族・家庭および福祉、衣食住、消費生活・環境などについて、生活を主体的に営むために必要な
基礎的な理解を図るとともに、それらに係わる技能を身につけるようにする。
　
(思判表力)家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして課題を設定し、解決策を構想し、実践を評価・改
善し、考察したことを根拠に基づいて論理的に表現するなど、生涯を見通して課題を解決する力を養う。
　
(学･人)様々な人々と協同し、よりよい社会の構築に向けて、地域社会に参画しようとするとともに、自分や家庭、地域
の生活の充実向上を図ろうとする実践的な態度を養う。

1
学
期

令和　4年度

単位数
／配当時

数
児童生徒

２／７３ 高等部3学年



（知及技）乳幼児期は人間の発達の段階
において最も発達が著しい重要な時期で
あることや，子どもの発達には個人差は
あるが，一定の方向性や順序性があるこ
とを理解できる。

（思・判・表）子どもはこれからの社会
を築いていくという視点から，子どもを
生み育てることの意義や地域の一員とし
て子どもの成長に関わることの意味につ
いて考えようとしている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２章　次世代をはぐくむ
１節　子どもの発達
・次世代をはぐくむ
・命のはじまり
・乳幼児の体の発達
・乳幼児の心の発達

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理
解する。
○赤ちゃんの人形を用いて、赤ちゃんの
身体を想像しやすいようにする。
○気づいたことや自分の考えをワーク
シートを記入しながら学習を深める。

(知及技)乳幼児期は，その発達の段階に
応じた親の働きかけが重要であることを
親の保育態度と関連付けて理解してい
る。

(思･判･表)乳児の溢乳の対処や抱き方な
ど，個々の子どもに応じた接し方を実践
したり，安全や衛生に気を配り室内外の
環境を整えたりすることの必要性を理解
している。
（主学）乳幼児とのふれ合いや交流，親
や保育者が乳幼児と関わる姿の観察な
ど，実践的・体験的な学習活動を通して
身に付けようとしている
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節　子どもの生活
・親と子のかかわり
・乳幼児の生活と安全
・子どもの成長と遊び
・体験　子どもとのかかわ
り方を学ぶ

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理
解する。
○赤ちゃんの人形を用いて、赤ちゃんの
身体を想像しやすいようにする。
○気づいたことや自分の考えをワーク
シートを記入しながら学習を深める。

(知及技)近年の高齢者福祉の基本的な理
念や高齢者福祉サービスなど代表的なも
のについてふれた上で，社会の現状と今
後の解決すべき課題について理解してい
る。

（知・技）高齢者の身体的特徴と心理的
特徴の概要について理解している。
（主学）高齢期の就労問題などを基に，
高齢期の状況を把握したり，祖父母や身
近な高齢者から生きがい，社会参加など
について聞き取ったりするなどの活動を
取り入れる。
（知・技）老老介護，高齢者虐待などの
現代の高齢者介護に関する事例を取り上
げて，理解している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

３章　充実した生涯へ
・超高齢社会を生きる
・人生のなかで高齢期をと
らえる
・高齢期の生活
・高齢社会を支える

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理
解する。
○気づいたことや自分の考えをワーク
シートを記入しながら学習を深める。
○身近な高齢者から話を聞き理解を深め
る。

（知及技）異なる背景を持つ人々がとも
に支え合いながら生きていくことの必要
性，関連する現代の社会の現状について
理解する。

（主学）車いすの操作や移動・移乗の介
助，食事・着脱衣の介助などの基礎的な
技能を身に付けることができるよう，体
験的に学習している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

４章　ともに生きる
・社会保障制度と社会的連
帯
・人の多様性と社会参加
・体験　さまざまな人への
支援を考えよう

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理
解する。
○気づいたことや自分の考えをワーク
シートを記入しながら学習を深める。
○実際に車いすに乗って移動したり、車
いすを押す体験をする。

（知及技）日本各地に見られる特徴的な
住まいを比較し，住まいは，条件の異な
る地域の気候や風土に応じてつくられた
ことを理解することができる。

（主学）自分の日常生活を振り返り，そ
の生活行為と生活時間のつながりや住ま
いの機能について理解している。
（知・技）家族の生活行為と住空間との
かかわり，生活行為や動作に必要な広
さ，動線などについて理解している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

７章　住生活をつくる
１節　人の一生と住まい
・平面図の活用

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理
解する。
○気づいたことや自分の考えをワーク
シートを記入しながら学習を深める。

　(学･人)家庭内事故の原因について知
り，乳幼児や高齢者，障害者などの家庭
内事故を防止するためにはどのような安
全対策が必要か考えることができる。

（主学）日照・採光・通風・温度・湿
度・遮音などの住環境が，健康な生活に
大きな影響を与えることを理解し，衛生
的な室内環境を整備するためには，どの
ような工夫が必要か考えている。
(知・技）住居内で使用される化学物質
による空気汚染などの実態について知
り，健康と住環境について関心を持ち，
安心して住めるよりよい住環境について
考えようとしている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節　住生活の計画と選択
・快適で健康な住まい
・安全で安心な住まい
・持続可能な住まい

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理
解する。
○気づいたことや自分の考えをワーク
シートを記入しながら学習を深める。
○模型を使って室内環境を整える方法を
自ら考える。

２
学
期

29



（知及技）個人や家族の生活目標を実現
するためには，経済計画が必要であるこ
とを理解する。
（知及技）家族のリスクへの対策も考慮
すると，短期・長期の両面からの経済計
画が必要であることを理解する。
（知及技）家庭の収入と支出を通して家
計の構造を理解する。

（知・技）個人や家族の生活目標を実現
するためには，経済計画が必要であるこ
とを理解する。
（知・技）家族のリスクへの対策も考慮
すると，短期・長期の両面からの経済計
画が必要であることを理解する。
(知・技）家庭経済と国民経済とのかか
わり，経済社会の変化が家庭経済にさま
ざまな影響をおよぼしていることを理解
し，家庭の経済計画，予算計画の必要性
を認識している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

８章　経済生活をつくる
１節　私たちの暮らしと経
済
・人生とお金
・収入と支出のバランス
・将来の経済生活を考える

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理
解する。
○気づいたことや自分の考えをワーク
シートを記入しながら学習を深める。

（知及技）財・サービスの購入はすべて
契約であることを知り，契約の重要性を
理解している。

(知・技）大量生産・大量消費の時代
に，商品の購入と消費をめぐって消費者
側が不利益や被害を受けたことを契機に
消費者問題が生じたことを理解してい
る。
(知・技）販売方法，支払い方法が多様
であることを知り，購入時に適切な判断
が必要であることを理解している。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

２節　消費者問題を考える
・契約とは
・消費者問題はなぜ起こる
のか
・多様化する支払い方法と
リスク防止
・消費者の自立と行政の支
援

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理
解する。
○気づいたことや自分の考えをワーク
シートを記入しながら学習を深める。

（思判表力）現代の消費生活が資源を枯
渇させ，環境に悪影響をおよぼしている
ことについて考えることができる。

（主学）環境にやさしい消費行動を具体
的な項目で示し，周囲と協力しながら実
践する姿勢を身につけようとしている。
・授業態度
・発問評価
・ワークシート（活動）
・プリント学習
・ノート提出

３節　持続可能な社会をめ
ざして
・消費生活と持続可能な社
会
・消費者市民社会をめざし
て

○視聴覚教材を活用し、本時の内容を理
解する。
○気づいたことや自分の考えをワーク
シートを記入しながら学習を深める。

３
学
期

18

留意点
引継ぎ等

・生徒の実態に応じ、作業学習の年間指導計画を２グループに分けて行う。
・「各教科と合わせた指導」において道徳科を設定し、教育活動全体をとおして行う。
・指導形態「作業学習」



年間指導計画 
教科・領域（作業学習②） 学年 高等部３年（Ⅱ課程Ｂ）  

目

標 

・体験的な活動を通して、はさみや工具の扱い方や PC 操作における基礎的・基本的な知識や技術を身に付

け、充実した日常生活を送るための実践的な態度を育てる。 
・働き方、働く態度を身につけ、社会人としての態度を育てる。 

月 単 元 名 
時

数 
目 標 学 習 内 容 

 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

 

オリエンテーション 
・実態把握 
 
〇実習 
 
 
・働くことの意義① 
 
 
・学期の振り返り 

2 
2 
 

20 
 
 
1 
 
 
1 

・1 年間の学習の流れを確認する。 
・はさみを使用し、線を正確に切

断できる。 
・簡単に作れる製品を探す。 
（ラック、飾り棚、カレンダーの

土台の作成） 
 
・作業をする中で、問題解決の工

夫について考え取り組むことが

できる。 
・活動内容を振り返る。 

 
・切断作業を行う。（紙） 
 
・製作計画 

制作準備、組み立て、仕上げ、塗装 
（生徒の安全確保が最優先） 

・生徒の様子を見ながら適時休憩を入れる。 
 
 
・活動を振り返り、自己評価をする。 

 1 学 期 26   
 
9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

・情報機器説明 
・ネットでの情報検索 
・情報機器の活用 
 
○実習（印刷情報実習） 
・データの読み込み、

保存方法を知る。 
 
・学期の振り返り 

1 
10 

 
 

15 
 
 
 
3 

・情報機器に触れ、活用し扱うこ

とに関わる学習活動を通して、

特性や機能を知り、操作の仕方

が分かる。（素材集め） 
・身近にある情報や、コンピュー

タのデータの活用について知

り、基礎的な技能を身に付ける。 
 
・活動内容を振り返る。 

 
・ネットを使って自分の興味がある情報を

検索する。（カレンダー作成と紐付ける） 
 
・クリスマスカードの作成（印刷実習） 
（パワーポイント） 
 
 
・活動を振り返り、自己評価をする。 

 2 学 期 29   
 
1 
 
2 
 
3 

○実習（カレンダーの

土台の組み立て、印刷

実習） 
 
・働くことの意義② 
 
・1 年間の振り返り 

3 
2 

12 
 
 
 
1 

・カレンダーの土台の組み立て。 
 
・情報検索をした素材をカレンダ

ーに貼り付ける。 
 
 
・活動内容を振り返る。 

・土台となる足の組み立て作業。 
・土台にカードリングを取り付ける。 
・パワーポイントでカレンダーの雛形を準

備し素材を取り込む。 
 
 
・活動を振り返り、自己評価をする。 

 3 学 期 18   
 合   計 73   
※生徒の実態に応じ、作業学習の年間指導計画を２グループに分けて行う。 
・「各教科と合わせた指導」において道徳科を設定し、教育活動全体をとおして行う。指導形態「作業学習」 

 



年間指導計画 

教科・領域等（道徳） 学年 高等部３年（Ⅲ課程）  

目

標 

１ 教師や職員、児童生徒との関わりの中から、他者を尊重し、お互いに助け合い、認め合い、暖かい心

で接しようとする心情を育む。 
２ 日常生活の中で道徳的な判断ができるようにし、強く明るく生きようとする態度を育てる。 

月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 
４ 
 
５ 
 
６ 
 
７ 

・オリエンテーション 
 
 
 
・季節の行事を楽しもう 
 
 
・母の日に向けて 
 
 
・平和について考えよう 

 

・担当、授業担当の先生を知る。 
 
 
 
・教師と一緒に絵の具で触覚を

楽しみながら作品作りに取り

組む。 
・日頃の感謝の気持ちを込め

て、教師と一緒にプレゼント

を作成する。 
・読み聞かせたりして、平和で

あることを感じる。 

・担当の先生や授業時間で先生が

変わることに気づかせ、学校で

の生活リズムをつかみ、慣れる

よう関わっていく。 
・自身が作ったこいのぼりを飾

る。 
 
・母の日のプレゼントを準備しな

がら、お母さんのことについて

ふれる。 
・平和についての曲や読み聞かせ

をする。 

 1 学 期 13   
９ 
 

10 
 

11 
 

12 

・敬老の日に向けて 
 
 
・運動会に向けて 
 
 
 
・本に親しもう 
 
・季節の行事を楽しもう 

 

・祖父母のことを思いながらプ

レゼントを準備する。 
 
・皆で協力し、運動会に向けて

の意識と体調管理をする。 
 
 
・読み聞かせを楽しむことがで

き、好きな絵本を増やす。 
・季節やいつもと違う雰囲気を

感じながら皆と一緒に楽しく

過す。 
・できる作業を見つけ参加し外

気や作物にふれる。 

・敬老の日のプレゼントの準備を

しながら祖父母についてふれ

る。 
・運動会に向けての役割を持ち、

得意な動きを発表に活かす。ま

た、みんなと一緒に練習に参加

する。 
・さまざまな絵本の読み聞かせを

する。 
・ハロウィンやクリスマス会の準

備や取り組みを皆と一緒に楽し

く行う。 

 2 学 期 15   
１ 
 
２ 
 
３ 

・季節の行事を楽しもう 
 
・儀式を成功させよう  

・季節を感じながら皆と一緒に

楽しく過ごす。 
・儀式に向けてのクラスの役割

を果たし、儀式的行事に参加

する。 

・節分やひなまつり会など準備し

季節の行事を行う。 
・卒業式に向け準備をし、気持ち

を込めて卒業式に臨む。 

 3 学 期 9   

 合 計 37   
留

意

点 
・生徒の体調に合わせ、教材・教具を準備し、題材・内容を柔軟に対応する。 



年間指導計画 

教科・領域等（特別活動） 学年 高等部３年（Ⅲ課程）  

目

標 

○無理のない範囲でいろいろな学習に取り組み、体験を広げる。 
○集団活動の中で安心して楽しみながら参加できる。 

月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 
４ 
 
 
 
 
 

５ 
 
 

６ 
 

７ 

・就任式、始業式 
・入学式 
・新入生歓迎会 
・児童生徒総会 
 
 
 
 
 
 
 
・１学期終業式 

２ 
２ 
３ 
３ 

 
 
 
 
 
 
 

２ 

○儀式的行事の格式的な雰

囲気の中で心身共に安定

した状態を保ちながら、

集団の一員として参加す

る。 
○行事を通して、他学部生

との交流の中から他者と

の心的距離を近づけ、生

活圏拡大につなげる。 
 
 
 
 
○学校行事において、自分

なりの楽しみや役割を感

じ取る。また、他者の働

きかけや言動に興味をも

つ。 
 

 

 

○儀式的行事の格式的な雰

囲気の中で心身共に安定

した状態を保ちながら、

集団の一員として参加す

る。 
  

・儀式の雰囲気を感じ、教師

の支援を受けながら活動

する。 
 
 
・生徒会行事の賑やかな活動

を感じる。 
・教師の支援を受けながら、

児童・生徒の前で挨拶す

る。 
 
 
 
・教師と共に自分の役割の練

習、披露をする。 
 
・講師の説明や音から活動の

様子を感じ取り、自分なり

の表現活動を行う。 
 
 
・儀式の雰囲気を感じ、教師

の支援を受けながら活動

する。 
・ゲームや歌などのレクレー

ションの場面において、教

師の支援のもと参加する。 

 1 学 期 １３ 
９ 
10 
11 
12 

・２学期始業式 
・運動会 
 
・２学期終業式 

２ 
１１ 

 
２ 

 2 学 期 １５ 
１ 
２ 
３ 

・３学期始業式 
・高等部３年生お別れ会 
・離任式に向けて 
・高等部卒業式に向けて 

２ 
２ 
２ 
３ 

 3 学 期 ９   
 合 計 ３７   



年間指導計画 

教科・領域等（自立活動） 学年 高等部３年（Ⅲ課程）  

目

標 

１ 体温の調整、覚醒と睡眠、衣類の調節など、健康状態の維持に必要な生活リズムを整え、

生活習慣の形成及び心理的安定を図る。 
２ 教師や職員、関わりの多い児童生徒との活動に対しての関心を高める。 
３ 遊具やいろいろな素材のものに触れ、視覚・聴覚・触覚・嗅覚に刺激を与え、人や物枝の

興味・関心を広げる。 

月 単 元 名 時数 目 標 学 習 内 容 

年
間
を
通
し
て
指
導
す
る 

 
①バイタルチェック 
②身体のゆるめ 
 
 
 
 
 
③人間関係の形成・コミ

ュニケーション 
 
 
④呼吸の調整・リラクゼ

ーション 

  
①体調を把握する。 
②全身や身体各部の不適切 
 な筋緊張を緩めることで 
体調を整え、身体各部の 
変形、拘縮予防や背中の 
側弯予防、可動域保持を 
する。 

③担当職員との関わりに 
 気付く。表情や発声、身 
 体の動きなどで先生とや

り取りをする。 
④楽な呼吸ができるように 
 体調を整える。 

 
①バイタルチェックを毎日  
 または適宜行う。 
②③④ 
・絵本の読み聞かせ 
・音楽鑑賞 
・身体のマッサージ 
・動作 
 

 
＜音楽的活動＞ 
①様々な曲を知ろう 
 
 
 
 
 
②様々な打楽器にふれて

みよう 
 

 
 
 
 
 
 

 
①様々な曲に親しみ、好きな

曲を増やす。またリズムを

感じ取って身体を動かす。 
 
 
 
 
②自分にあった打楽器に触 
 れ、音を出して楽しむ。 

 
①各行事や取り組みに向けて

の曲を鑑賞する。また打楽

器で一緒に音を出して楽し

み、音楽に合わせて教室内

を動いたり、触感の違う素

材に触れたりを感じたりす

ることと合わせて楽しむ。 
②好きな曲に合わせ、様々な 
 打楽器に触れ、音を出して 
 楽しむ 

 
＜体育的活動＞ 
①楽しく身体を動かそう 

 
 

 
①風船バレーの打ち合いを

楽しむ。 

 
①風船バレーなどを楽しく

行う。 



 

月 単 元 名 時数 目 標 

４ 
 
５ 
 
６ 
 
７ 

・学級開き 
 
 
・季節の行事を楽しもう 
 
 
・母の日に向けて 
 
 
 
・平和について考えよう 
 

 ・担当の先生を知る。 
・授業担当の先生を知る。 
 
・教師と一緒に絵の具で触覚

を楽しみながら作品作りに

取り組む。 
・日頃の感謝の気持ちを込め

て、教師と一緒にプレゼン

トを作成する。 
 
・読み聞かせたりして、平和で

あることを感じる。 
 

・担当の先生や授業時間で

先生が変わることに気づ

かせ、学校での生活リズム

をつかみ、慣れるよう関わ

っていく。 
・自身が作ったこいのぼり

を飾る。 
・母の日のプレゼントを準

備しながら、お母さんのこ

とについてふれる。 
・平和についての曲や読み

聞かせをする。 

 1 学 期 363   
９ 
 

10 
 

11 
 

12 

・敬老の日に向けて 
 
 
・運動会に向けて 
 
 
・本に親しもう 
 
 
 
 
・季節の行事を楽しもう 
 
 

 

・祖父母のことを思いながら

プレゼントを準備する。 
 
・皆で協力し、運動会に向け

ての意識と体調管理をす

る。 
・読み聞かせを楽しむことが

でき、好きな絵本を増やす。 
・できる作業を見つけ参加し

外気や作物にふれる。 
 
・季節やいつもと違う雰囲気

を感じながら皆と一緒に楽

しく過す。 
 

・敬老の日のプレゼントの

準備をしながら祖父母に

ついてふれる。 
・運動会に向けての役割を

持ち、得意な動きを発表に

活かす。また、みんなと一

緒に練習に参加する。 
・さまざまな絵本の読み聞

かせをする。 
 
 
・ハロウィンやクリスマス

会の準備や取り組みを皆

と一緒に楽しく行う。 

 2 学 期 404   
１ 
２ 
３ 
 

・季節の行事を楽しもう 
 
・儀式を成功させよう 

 

・季節を感じながら皆と一緒

に楽しく過ごす。 
・儀式に向けてのクラスの役

割を果たし、儀式的行事に

参加する。 
 

・節分やひなまつり会など

準備し季節の行事を行う。 
・卒業式に向け準備をし、気

持ちを込めて卒業式に臨

む。 

 3 学 期 258   
 合 計 1062   


