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月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

1 英 国 社 理 1 社 英 理 数

2 国 社 数 総 2 英 理 国 総

3 社 英 英 数 3 理 社 社 国

4 数 音/美 理 国 4 国 音/美 数 英

5 理 理 技/家 英 5 数 数 技/家 社

6 自 国 道/特 6 自 英 道/特

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

1 理 社 数 国 1 英 国 社 理

2 社 数 英 総 2 国 社 数 総

3 数 理 理 英 3 社 英 英 数

4 英 音/美 国 社 4 数 音/美 理 国

5 国 国 技/家 理 5 理 理 技/家 英

6 自 社 道/特 6 自 国 道/特

月 火 水 木 金

1 自活 自活 自活 自活

2

3

4 自活 自活 自活 自活

5

6

※すべての生徒が年度途中で入退院するため、原籍
校の指導計画に合わせ柔軟に運用している。時間割
も状況に応じて変更を加えている。

中１～３
（Ⅲ課程 自立活動を主とする教育課程）

令和4年度　訪問（院内）中学部　時間割表

中１
（Ⅰ課程 準ずる教育課程）

中２
（Ⅰ課程 準ずる教育課程）

中３
（Ⅰ課程 準ずる教育課程）

中１～３
（Ⅱ課程 知的障害教育代替の教育課程）



中学部　１年（Ⅰ課程）　国語科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

現代の国語１（三省堂）

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

(思判表力)
●詩の構成や表現の効果について
考えながら，情景を想像して音読
する。（Ｃエ）
●詩を読んで感じたり想像したり
したことを共有する。（Ｃオ）

（思・判・表）
➊文章の構成や展開，表現の効果
について，根拠を明確にして考え
ている。（Ｃエ）
➋文章を読んで理解したことに基
づいて，自分の考えを確かなもの
にしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで自分の考えを確かなもの
にし，学習課題にそって考えを伝
え合おうとしている。

朝のリレー 1 詩の構成や表現の効果について考えながら，情
景を想像して音読する。
2 詩を読んで感じたり想像したりしたことを共有
する。

(思判表力)
●描写をもとに三太郎の心情の変
化を捉える。（Ｃイ）
●擬態語などの表現の工夫に着目
して読み，表現の効果について考
える。（Ｃエ）

（思・判・表）
➊場面の展開や登場人物の心情の
変化などについて，描写をもとに
捉えている。（Ｃイ）
➋文章の構成や展開，表現の効果
について，根拠を明確にして考え
ている。（Ｃエ）
（主学）
・進んで心情の変化などを捉え，
学習課題にそって考えを伝え合お
うとしている。

竜 1 本文を通読し，場面ごとの内容を捉える。
2 描写をもとに三太郎の心情の変化を捉える。
3 擬態語などの表現の工夫に着目して読み，表現
の効果について考える。
4 物語における表現の効果について考えを深め
る。

(思判表力)
●話題や展開にそって話し合いを
つなげるための方法を理解し，活
用する。（Ａオ）
●必要に応じて記録したり質問し
たりしながら話の内容を捉え，自
分の考えをまとめる。（Ａエ）

(思・判・表)
➊必要に応じて記録したり質問し
たりしながら話の内容を捉え，共
通点や相違点などをふまえて，自
分の考えをまとめている。（Ａ
エ）
➋話題や展開を捉えながら話し合
い，互いの発言を結びつけて考え
をまとめている。（Ａオ）
(主学）
・積極的に話題や展開を捉え，学
習の見通しをもって話し合おうと
している。

グループディスカッション
話題や展開にそって話し合
いをつなげる

1 話題や展開にそって話し合いをつなげるための
方法を理解する。
2 話し合いをつなげるための方法を，グループ
ディスカッションで活用する。

（知及技）
●音声のはたらきやしくみについ
て理解を深める。（知・技（1）
ア）

（知・技）
・音声のはたらきやしくみについ
て，理解を深めている。（（1）
ア）
（主学）
・進んで音声のはたらきやしくみ
について理解を深め，学習したこ
とを生かして課題に取り組もうと
している。

言葉発見①
音声のしくみとはたらき

1 日本語の音節や五十音図のしくみなどを理解
し，音声のしくみとはたらきについて考える。
2 「五十音図とローマ字」を見て，母音と子音の
しくみを確認する。
3 「確かめよう」の課題に取り組む。
4 日本語と英語の音節の違いについて理解を深め
る。

（知及技）
●常用漢字の読み・書きについて
理解を深める。（知・技（1）
イ）

（知・技）
➊学年別漢字配当表に示されてい
る漢字に加え，その他の常用漢字
のうち300字程度から400字程度ま
での漢字を読んでいる。また，学
年別漢字配当表の漢字のうち900
字程度の漢字を書き，文や文章の
中で使っている。（（1）イ）
➋事象や行為，心情を表す語句の
量を増している。（（1）ウ）
（主学）
・進んで常用漢字について理解を
深め，学習したことを生かして課
題に取り組もうとしている。

漢字を身につけよう➊ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「一年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●説明文の基本構造を理解する。
（Ｃエ）

（※「クジラの飲み水」と合わせ
て評価する。）

読み方を学ぼう➊
説明文の基本構造
ペンギンの防寒着

1 説明文の基本構造を理解する。
・「序論」「本論」「結論」の役割を捉える。

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）
　社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに，我が国の言語文化に親しんだり理解したりすることが
できるようにする。
(思判表力)
　筋道立てて考える力や豊かに感じたり想像したりする力を養い，日常生活における人との関わりの中で伝え合う力
を高め，自分の思いや考えを確かなものにすることができるようにする。
(学･人)
　言葉がもつ価値に気付くとともに，進んで読書をし，我が国の言語文化を大切にして，思いや考えを伝え合おうと
する態度を養う。

1
学
期

令和 4 年度

単位数
／配当時数 児童生徒

137 中学部1年

48



(思判表力)
●段落と段落の関係に着目しなが
ら，文章の展開を捉え，内容を読
み取る。（Ｃア）
●読み手にわかりやすく伝えるた
めの，筆者の表現の工夫を捉え
る。（Ｃエ）

（思・判・表）
➊文章の中心的な部分と付加的な
部分，事実と意見との関係などに
ついて叙述をもとに捉え，要旨を
把握している。（Ｃア）
➋文章の構成や展開，表現の効果
について，根拠を明確にして考え
ている。（Ｃエ）
（主学）
・進んで文章の構成や表現の効果
を捉え，学習課題にそって考えを
報告しようとしている。

クジラの飲み水 1 文章全体の構成と要旨を捉える。
2 表現の工夫を探して，その効果を捉える。
3 二つの文章を読み比べて，考えたことを発表す
る。

（知及技）
●活字と手書き文字・画数・筆順
について理解を深める。（知・技
（1）イ）

（知・技）
➊学年別漢字配当表に示されてい
る漢字に加え，その他の常用漢字
のうち300字程度から400字程度ま
での漢字を読んでいる。（（1）
イ）
➋事象や行為，心情を表す語句の
量を増している。（（1）ウ）
（主学）
・進んで常用漢字について理解を
深め，学習したことを生かして課
題に取り組もうとしている。

漢字のしくみ1
活字と手書き文字・画数・
筆順

1 漢字の字体，書体の違いを理解する。
2 漢字の画数・筆順について理解する。
3 「確かめよう」の課題に取り組む。

(思判表力)
●調べて集めた情報を整理して，
伝えたい内容を明確にする。（Ｂ
ア）
●レポートの構成を理解し，表・
グラフ・イラストなどを効果的に
用いて書く。（Ｂイ）

（※「漢字のしくみ１」と同様の
評価規準で評価する。）

レポート
調べたことを整理してわか
りやすくまとめる

1 身のまわりのものやできごとから課題を決め
る。
2 情報を集めて整理し，伝えたい内容を明確にす
る。
3 レポートの構成を理解し，表などを効果的に用
いて書く。

（知及技）
●話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて理解を深める。（知・技
（1）ア）

（知・技）
➊音声のはたらきやしくみについ
て，理解を深めている。（（1）
ア）
➋学年別漢字配当表に示されてい
る漢字に加え，その他の常用漢字
のうち300字程度から400字程度ま
での漢字を読んでいる。（（1）
イ）
➌事象や行為，心情を表す語句の
量を増している。（（1）ウ）
（主学）
・進んで音声のはたらきやしくみ
について理解を深め，学習したこ
とを生かして課題に取り組もうと
している。

言葉発見②
話し言葉と書き言葉

1 話し言葉と書き言葉の特徴について考える。
2 イントネーション・プロミネンスについて理解
する。
3 「確かめよう」の課題に取り組む。

（知及技）
●常用漢字の読み・書きについて
理解を深める。（知・技（1）
イ）

（※「漢字を身につけよう➊」と
同様の評価規準で評価する。）

漢字を身につけよう➋ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「一年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●描写をもとに，場面の展開や登
場人物の相互関係，心情の変化な
どを捉える。（Ｃイ）
●登場人物の判断や行動につい
て，自分の考えを確かなものにす
る。（Ｃオ）

（思・判・表）
➊場面の展開や登場人物の相互関
係，心情の変化などについて，描
写をもとに捉えている。（Ｃイ）
➋文章を読んで理解したことに基
づいて，自分の考えを確かなもの
にしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで自分の考えを確かなもの
にし，学習課題にそって考えを伝
え合おうとしている。

空中ブランコ乗りのキキ
【読む（物語）】

読み方を学ぼう➋
人物相関図

1 登場人物の相互関係を捉える。
2 描写をもとに，場面の展開や心情の変化を捉え
る。
3 本文中の描写が表すものの意味について考え
る。
4 登場人物の判断や行動について，自分の考えを
確かなものにする。

（知及技）
●言葉の単位・文節の関係につい
て理解する。（知・技（1）エ）

（知・技）
・単語の類別について理解してい
る。（（1）エ）
（主学）
・進んで単語の類別について理解
し，学習したことを生かして課題
に取り組もうとしている。

文法の窓1
文法のまとめ
言葉の単位・文節の関係

1 「文法の窓1」で言葉の単位・文節の関係につ
いて考える。
2 「文法のまとめ」「1言葉の単位」で，言葉の
まとまりについて理解する。
3 「文法のまとめ」「2文節の関係・連文節文の
成分」で，文の基本的なしくみについて理解す
る。
4 「確認しよう1」の課題に取り組む。

(思判表力)
●場面と場面，場面と描写などを
結びつけて，内容を解釈する。
（Ｃウ）
●行動の描写をもとに，人物像や
人物の心情の変化を捉える。（Ｃ
イ）

（思・判・表）
➊場面の展開や登場人物の相互関
係，心情の変化などについて，描
写をもとに捉えている。（Ｃイ）
➋場面と場面，場面と描写などを
結びつけて内容を解釈している。
（Ｃウ）
（主学）
・ 進んで心情の変化などについ
て描写をもとに捉え，学習課題に
そって考えを記録しようとしてい
る。

字のない葉書
【読む（随筆）】

読み方を学ぼう➌
行動描写

1 場面と場面，場面と描写などを結びつけて，内
容を解釈する。
2 行動の描写をもとに，人物像や人物の心情の変
化を捉える。
3 「私」の父に対する思いについて考える。

（知及技）
●漢字の部首と成り立ちについて
理解を深める。（知・技（1）
イ）

（※「漢字のしくみ１」と同様の
評価規準で評価する。）

漢字のしくみ2
部首と成り立ち

1 漢字の部首と意味の関係について理解する。
2 漢字の成り立ちについて理解する。
3 「確かめよう」の課題に取り組む。



(思判表力)
●日常生活の体験の中から題材を
決め，表現したいことの中心を明
確にしてまとめる。（Ｂア）
●交流をとおして，表現のよい点
や改善点を見つける。（Ｂオ）

（思・判・表）
➊目的や意図に応じて，日常生活
の中から題材を決めている。（Ｂ
ア）
➋根拠の明確さなどについて，読
み手からの助言などをふまえ，自
分の文章のよい点や改善点を見い
だしている。（Ｂオ）
（主学）
・ 粘り強く日常生活の中から題
材を決め，学習の見通しをもって
随筆を書こうとしている。

随筆
体験に向き合い意味づける

1 日常生活の体験の中から題材を決める。
2 表現したいことの中心を明確にしてまとめる。
3 交流をとおして，表現のよい点や改善点を見つ
ける。

（知及技）
●読書が，知識や情報を得たり，
自分の考えを広げたりすることに
役立つことを理解し，読書をとお
して自分の考えを確かなものにす
る。（知・技（3）オ，Ｃオ）

（知・技）
・読書が，知識や情報を得たり，
自分の考えを広げたりすることに
役立つことを理解している。
（（3）オ）
（思・判・表）
・文章を読んで理解したことに基
づいて，自分の考えを確かなもの
にしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで自分の考えを確かなもの
にし，学習したことを生かして学
校図書館などを利用し，多様な情
報を得ようとしている。

私の読書体験
本を読むことのおもしろさ

1 教材文を読み，感想を交流する。
2 本を選んで読み，自分の考えを広げたり深めた
りする。

（知及技）
●常用漢字の読み・書きについて
理解を深める。（知・技（1）
イ）

（※「漢字を身につけよう➊」と
同様の評価規準で評価する。）

漢字を身につけよう➌ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「一年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●文章の要旨を捉え,筆者の考え
に対して自分の考えをもつ。（Ｃ
ア，Ｃオ）
●論の展開・構成をふまえて,
「外開き」が肯定される過程を捉
える。（Ｃエ）

（思・判・表）
➊文章の中心的な部分と付加的な
部分，事実と意見との関係などに
ついて叙述をもとに捉え，要旨を
把握している。（Ｃア）
➋文章の構成や展開，表現の効果
について，根拠を明確にして考え
ている。（Ｃエ）
➌文章を読んで理解したことに基
づいて，自分の考えを確かなもの
にしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで事実と意見との関係など
について叙述をもとに捉え，学習
課題にそって考えをまとめようと
している。

玄関扉
【読む（説明）】

読み方を学ぼう➍
三角ロジック

1 文章の構成と要旨を捉える。
2 「内開き」についての筆者の考えを整理する。
3 論の展開・構成をふまえて，「外開き」が肯定
される過程を捉える。
4 筆者の考えに対して自分の考えをもつ。

（知及技）
●指示する語句と接続する語句の
役割について理解を深める。
（知・技（1）エ）

（知・技）
➊事象や行為，心情を表す語句の
量を増している。（（1）ウ）
➋指示する語句と接続する語句の
役割について理解を深めている。
（（1）エ）
（主学）
・進んで指示する語句と接続する
語句の役割について理解を深め，
学習したことを生かして課題に取
り組もうとしている。

言葉発見③
接続する語句・指示する語
句

1 接続する語句について理解する。
2 指示する語句について理解する。

(思判表力)
●日常生活を振り返って話題を選
び,自分の考えが明確になるよう
に,構成を工夫する。（Ａア，Ａ
イ）
●聞き手の反応をふまえながら,
表現を工夫して話す。（Ａウ）

（思・判・表）
➊目的や場面に応じて，日常生活
の中から話題を決めている。（Ａ
ア）
➋自分の考えや根拠が明確になる
ように，話の中心的な部分と付加
的な部分，事実と意見との関係な
どに注意して，話の構成を考えて
いる。（Ａイ）
➌相手の反応をふまえながら，自
分の考えがわかりやすく伝わるよ
うに表現を工夫している。（Ａ
ウ）
（主学）
・積極的に構成を考え，学習の見
通しをもって話そうとしている。

スピーチ
構成を工夫して魅力を伝え
る

1 日常生活の中から話題を探す。
2 自分の考えが明確になるように，構成を工夫す
る。
3 聞き手の反応をふまえながら，表現を工夫して
話す。

（知及技）
●常用漢字の読み・書きについて
理解を深める。（知・技（1）
イ）

（※「漢字を身につけよう➊」と
同様の評価規準で評価する。）

漢字を身につけよう➍ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「一年生で学ぶ漢字字典」

２
学
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(思判表力)
●古典の世界への理解を深め，月
と人々との関わりについて考え
る。（知・技（3）イ，Ｃア）

（思・判・表）
・文章の中心的な部分と付加的な
部分，事実と意見との関係などに
ついて叙述をもとに捉え，要旨を
把握している。（Ｃア）
（主学）
・進んで要旨を把握し，学習した
ことを生かして考えたことを報告
しようとしている。

月を思う心
【読む（解説）】

1 月と人々との関わりについて考える。

（知及技）
●古文の仮名遣いやリズムに注意
して音読し，古典の世界を感じ取
る。（知・技（3）ア）

(思判表力)
●登場人物の相互関係や心情の変
化について,描写をもとに捉え
る。（Ｃイ，Ｃウ，Ｃオ）

（知・技）
・音読に必要な文語のきまりを知
り，古文を音読し，古典特有のリ
ズムをとおして，古典の世界に親
しんでいる。（（3）ア）
（思・判・表）
➊場面の展開や登場人物の相互関
係，心情の変化などについて，描
写をもとに捉えている。（Ｃイ）
➋場面と場面，場面と描写などを
結びつけて，内容を解釈してい
る。（Ｃウ）
❸文章を読んで理解したことに基
づいて，自分の考えを確かなもの
にしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで登場人物の相互関係や心
情の変化を描写をもとに捉え，学
習課題にそって考えを伝え合おう
としている。

竹取物語
【読む（古文）】

古文の読み方
古典の仮名遣い

1 古文の仮名遣いやリズムに注意して音読し，内
容を捉える。
2 登場人物の相互関係や心情の変化について，描
写をもとに捉える。
3 古典の世界を感じ取り，現代と比べて考えを広
げる。

(思判表力)
●目的や意図に応じて,身のまわ
りから題材を取り上げて書く。
（Ｂア）
●交流をとおして題材の特徴の捉
え方や発想のおもしろさ,表現の
工夫などを見つける。（Ｂオ）

（知・技）
・事象や行為，心情を表す語句の
量を増すとともに，語句の辞書的
な意味と文脈上の意味との関係に
注意して話や文章の中で使うこと
をとおして，語感を磨き語彙を豊
かにしている。（（1）ウ）
（思・判・表）
➊目的や意図に応じて，日常生活
の中から題材を決めている。（Ｂ
ア）
➋根拠の明確さなどについて，読
み手からの助言などをふまえ，自
分の文章のよい点や改善点を見い
だしている。（Ｂオ）
（主学）
・粘り強く文章のよい点や改善点
を見いだし，学習の見通しをもっ
て短い話を書こうとしている。

表現プラザ
変わり身の上話
【書く】

1 目的や意図に応じて，身のまわりから題材を決
め，内容を考える。
2 交流をとおして題材の特徴の捉え方や発想のお
もしろさ，表現の工夫などを見つける。

（知及技）
●訓読の仕方を知り，漢文調のリ
ズムを意識して音読する。（知・
技（3）ア）

(思判表力)
●話の展開を捉え，表現の効果に
ついて考える。（Ｃエ，Ｃオ）

（知・技）
・音読に必要な文語のきまりや訓
読の仕方を知り，古文や漢文を音
読し，古典特有のリズムをとおし
て，古典の世界に親しんでいる。
（（3）ア）
（思・判・表）
➊文章の構成や展開，表現の効果
について，根拠を明確にして考え
ている。（Ｃエ）
➋文章を読んで理解したことに基
づいて，自分の考えを確かなもの
にしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで文章の構成や表現の効果
を捉え，学習課題にそって考えを
記録しようとしている。

故事成語――矛盾
【読む（漢文）】

漢文の読み方
訓読の仕方

1 訓読の仕方を知り，漢文調のリズムを意識して
音読する。
2 「矛盾」の話の展開を捉え，他の故事成語につ
いて調べる。
3 故事成語の優れた点やおもしろさ，表現の効果
について考える。

〈学びを広げる〉
・故事成語を一つ選び，その物語を四コマ漫画で
表す。

（知及技）
●漢字の音と訓について理解を深
める。（知・技（1）イ）

（※「漢字のしくみ１」と同様の
評価規準で評価する。）

漢字のしくみ3
漢字の音と訓

1 漢字の音読みと訓読みについて理解する。
2 同音異字と同訓異字について理解する。
3 「確かめよう」の課題に取り組む。

（知及技）
●常用漢字の読み・書きについて
理解を深める。（知・技（1）
イ）

（※「漢字を身につけよう➊」と
同様の評価規準で評価する。）

漢字を身につけよう➎ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「一年生で学ぶ漢字字典」



（知及技）
●意見と根拠などの関係に注意
し,互いの発言を結びつけながら
話し合い，考えをまとめる。
（知・技（2）イ，Ａオ）
●原因と結果，意見と根拠などの
関係に注意しながら，文章などを
読んで理解したことをもとに自分
の考えをもつ。（知・技（2）
ア，Ｃア，Ｃウ，Ｃエ）

（知・技）
➊原因と結果，意見と根拠など情
報と情報との関係について理解し
ている。（（2）ア）
➋比較や分類，関係づけなどの情
報の整理の仕方，引用の仕方や出
典の示し方について理解を深め，
それらを使っている。（（2）
イ）
（思・判・表）
➊において，話題や展開を捉えな
がら話し合い，互いの発言を結び
つけて考えをまとめている。（Ａ
オ）
➋文章の中心的な部分と付加的な
部分，事実と意見との関係などに
ついて叙述をもとに捉え，要旨を
把握している。（Ｃア）
➌目的に応じて必要な情報に着目
して要約し，内容を解釈してい
る。（Ｃウ）
➍文章の構成や展開，表現の効果
について，根拠を明確にして考え
ている。（Ｃエ）
（主学）
・積極的に情報と情報との関係に
注意して内容を解釈し，学習の見
通しをもって話し合い，考えをま
とめようとしている。

複数の情報を関連づけて考
えをまとめる
【情報】

防災に関するデータ
【読む（図表）】

「みんなでいるから大丈
夫」の怖さ
【読む（記録）】

1 資料Ａ「防災に関するデータ」のグラフを読み
取る。
2 グラフから読み取ったことをもとに，課題につ
いて話し合う。

1 資料Ｂ「『みんなでいるから大丈夫』の怖さ」
を読む。
2 筆者の意見を捉える。
3 資料Ａと資料Ｂを関連づける。
4 課題について，自分の考えをまとめる。
5 グループで話し合って，考えを深める。

(思判表力)
●集めた材料を，書く目的や意図
に応じて整理し，伝えたいことを
明確にする。（Ｂア）
●読み手の立場に立って文章を読
み返し，表記や表現の仕方を整え
る。（Ｂエ）

（知・技）
・比較や分類，関係づけなどの情
報の整理の仕方について理解を深
め，それらを使っている。
（（2）イ）
(思・判・表)
➊集めた材料を整理し，伝えたい
ことを明確にしている。（Ｂア）
➋読み手の立場に立って，表記や
語句の用法，叙述の仕方などを確
かめて，文章を整えている。（Ｂ
エ）
（主学）
・粘り強く表記や語句の用法を確
かめ，学習の見通しをもって行事
案内リーフレットを書こうとして
いる。

行事案内リーフレット
必要な情報を
わかりやすく伝える
【書く】

1 リーフレットに掲載する内容を決める。
2 構成を考える。
3 推敲する。

（知及技）
●単語の類別・品詞について理解
する。（知・技（1）エ）

（知・技）
・単語の類別について理解してい
る。（（1）エ）
（主学）
・進んで単語の類別について理解
し，学習したことを生かして課題
に取り組もうとしている。

文法の窓2
文法のまとめ
単語の類別・品詞

1 「文法の窓2」で単語の類別や品詞について考
える。
2 「文法のまとめ」「3単語の類別・品詞」で，
単語の類別や品詞について理解する。
3 「文法のまとめ」「4名詞」「5副詞・連体詞・
接続詞・感動詞」で，各品詞の特徴を理解する。
4 「確認しよう2」の課題に取り組む。

（知及技）
●常用漢字の読み・書きについて
理解を深める。（知・技（1）
イ）

単元・題材名「漢字を身につけよ
う➊」と同様の評価を行う。

漢字を身につけよう➏ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「一年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●詩の中の言葉を的確に捉えて，
内容を理解する。（Ｃウ）
●表現に着目しながら読み，その
特徴と効果について自分の考えを
もつ。（Ｃエ）

（思・判・表）
➊場面と場面，場面と描写などを
結びつけて内容を解釈している。
（Ｃウ）
➋文章の構成や展開，表現の効果
について，根拠を明確にして考え
ている。（Ｃエ）
（主学）
・進んで文章の構成や展開，表現
の効果を捉え，学習課題にそって
考えたことを伝え合おうとしてい
る。

それだけでいい
【読む（詩）】

 読み方を学ぼう➎
詩の表現技法

1 詩の中の言葉を的確に捉えて，内容を理解す
る。
2 表現に着目しながら読み，その特徴と効果につ
いて自分の考えをもつ。

（知及技）
●比喩，反復，倒置，体言止めな
どの表現の技法を理解し使う。
（知・技（1）オ）

（知・技）
➊事象や行為，心情を表す語句の
量を増すとともに，語句の辞書的
な意味と文脈上の意味との関係に
注意して話や文章の中で使うこと
をとおして，語感を磨き語彙を豊
かにしている。（（1）ウ）
➋比喩，反復，倒置，体言止めな
どの表現の技法を理解し使ってい
る。（（1）オ）
（主学）
・進んで表現の技法を使い，学習
したことを生かして課題に取り組
もうとしている。

言葉発見④
比喩・倒置・反復・対句・
体言止め

1 比喩（直喩・隠喩・擬人法）について理解す
る。
2 倒置・反復・対句・体言止めについて理解す
る。
3 「確かめよう」の課題に取り組む。



(思判表力)
●日常生活の中から題材を決め，
集めた材料を整理して，伝えたい
ことをしぼり込む。（Ｂア）
●自分の感じたことが効果的に伝
わるように，表現を工夫し，作品
全体を整える。（Ｂエ）

（思・判・表）
➊目的や意図に応じて，日常生活
の中から題材を決めている。（Ｂ
ア）
➋読み手の立場に立って，表記や
語句の用法，叙述の仕方などを確
かめて，文章を整えている。（Ｂ
エ）
（主学）
・粘り強く叙述の仕方などを確か
め，学習の見通しをもって詩を書
こうとしている。

詩
思いや発見をリズムに乗せ
る
【書く】

1 日常生活の中から題材を決め，集めた題材を整
理して，伝えたいことをしぼり込む。
2 自分の感じたことが効果的に伝わるように，表
現を工夫する。
3 推敲して作品全体を整える。
4 交流をとおして，表現のよい点や改善点を見つ
ける。

(思判表力)
●人物の言動に着目して，心情の
変化を捉える。（Ｃイ）
●情景描写と場面の展開を捉え，
表現の効果について考える。（Ｃ
ウ，Ｃエ）

（思・判・表）
➊場面の展開や登場人物の心情の
変化などについて，描写をもとに
捉えている。（Ｃイ）
➋場面と場面，場面と描写などを
結びつけて内容を解釈している。
（Ｃウ）
➌文章の構成や展開，表現の効果
について，根拠を明確にして考え
ている。（Ｃエ）
（主学）
・進んで場面と描写などを結びつ
けて内容を解釈し，学習課題に
そって考えたことを記録しようと
している。

トロッコ
【読む（小説）】

読み方を学ぼう➏
情景描写

1 主人公のトロッコに対する思いを捉える。
2 人物の言動に着目して，心情の変化を捉える。
3 情景描写と場面の展開を捉え，表現の効果につ
いて考える。
4 最後の一文に描かれた情景から，作品を読み深
める。

（知及技）
●読書が，知識や情報を得たり，
自分の考えを広げたりすることに
役立つことを理解する。（知・技
（3）オ）

(思判表力)
●話し手の考えとの共通点や相違
点をふまえながら，自分の考えを
まとめる。（Ａエ）

（知・技）
➊引用の仕方や出典の示し方につ
いて理解を深め，それらを使って
いる。（（2）イ）
➋読書が，知識や情報を得たり，
自分の考えを広げたりすることに
役立つことを理解している。
（（3）オ）
（思・判・表）
・必要に応じて記録したり質問し
たりしながら話の内容を捉え，共
通点や相違点などをふまえて，自
分の考えをまとめている。（Ａ
エ）
（主学）
・積極的に自分の考えをまとめ，
学習の見通しをもって紹介したい
ことを話したり聞いたりしようと
している。

読書活動
ブッククラブ
【話す・聞く】

1 本を読み，交流したい内容を考える。
2 グループで意見を交流し，読んだ本について自
分の考えをまとめる。

（知及技）
●常用漢字の読み・書きについて
理解を深める。（知・技（1）
イ）

（※「漢字を身につけよう➊」と
同様の評価規準で評価する。）

漢字を身につけよう➐ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「一年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●必要な情報に着目して文章を要
約し，内容を捉える。（Ｃウ）
●文章で読んで理解したことをも
とに，自分の考えを深める。（Ｃ
オ）

（思・判・表）
➊目的に応じて必要な情報に着目
して要約し，内容を解釈してい
る。（Ｃウ）
➋文章を読んで理解したことに基
づいて，自分の考えを確かなもの
にしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで必要な情報に着目して要
約し，学習課題にそって理解した
ことを文章にまとめようとしてい
る。

意味と意図──コミュニ
ケーションを考える
【読む（説明）】

読み方を学ぼう➐  要約

1 文章に示された事例について，比較して捉え
る。
2 必要な情報に着目して文章を要約し，内容を捉
える。
3 文章を読んで理解したことをもとに自分の考え
を深める。

(知及技）
●共通語と方言の果たす役割につ
いて理解する。（知・技（3）
ウ）

（知・技）
➊事象や行為，心情を表す語句の
量を増している。（（1）ウ）
➋共通語と方言の果たす役割につ
いて理解している。（（3）ウ）
（主学）
・進んで共通語と方言の果たす役
割について理解し，学習したこと
を生かして課題に取り組もうとし
ている。

言葉発見⑤
方言と共通語

1 地域による言葉の違いがあることを理解する。
2 方言のアクセントの特徴について考える。
3 方言と共通語の使い分けについて考える。
4 「確かめよう」の課題に取り組む。

(思判表力)
●伝えたい内容の中心が明確にな
るように，文章の構成や根拠の明
確さを意識してまとめる。（Ｂ
イ，Ｂウ）
●根拠の明確さなどについて，読
み手からの助言などをふまえ，自
分の文章のよい点や改善点を見い
だす。（Ｂオ）

（思・判・表）
➊書く内容の中心が明確になるよ
うに，段落の役割などを意識して
文章の構成や展開を考えている。
（Ｂイ）
➋根拠を明確にしながら，自分の
考えが伝わる文章になるように工
夫している。（Ｂウ）
➌根拠の明確さなどについて，読
み手からの助言などをふまえ，自
分の文章のよい点や改善点を見い
だしている。（Ｂオ）
（主学）
・粘り強く根拠が明確になるよう
工夫し，学習の見通しをもって意
見文を書こうとしている。

意見文
根拠を明確にして
考えを述べる
【書く】

1 交流をとおして意見をまとめる。
2 意見の根拠を明確にして意見文を書く。
3 読む人に内容が伝わりやすいタイトルを考え
る。
4 書いた意見文を読み合い，意見や感想を交流す
る。

36３
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(知及技）
●常用漢字の読み・書きについて
理解を深める。（知・技（1）
イ）

（※「漢字を身につけよう➊」と
同様の評価規準で評価する。）

漢字を身につけよう➑ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「一年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●登場人物の相互関係，心情の変
化などについて，描写をもとに捉
える。（Ｃイ）
●過去を回想する構成や語り手の
視点を捉え，表現の効果について
考える。（Ｃエ，Ｃオ）

（思・判・表）
➊場面の展開や登場人物の相互関
係，心情の変化などについて，描
写をもとに捉えている。（Ｃイ）
➋文章の構成や展開，表現の効果
について，根拠を明確にして考え
ている。（Ｃエ）
➌文章を読んで理解したことに基
づいて，自分の考えを確かなもの
にしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで文章の構成や表現の効果
を捉え，学習課題にそって考えを
伝え合おうとしている。

少年の日の思い出
【読む（小説）】

読み方を学ぼう➑
語り手・視点

1 過去を回想する構成と登場人物の相互関係を捉
える。
2 登場人物の人物像を，描写をもとに捉える。
3 登場人物の心情の変化を，描写をもとに捉え
る。
4 語り手の視点を捉え，表現の効果について考え
る。

(知及技）
●常用漢字の読み・書きについて
理解を深める。（知・技（1）
イ）

（知・技）
➊学年別漢字配当表に示されてい
る漢字に加え，その他の常用漢字
のうち300字程度から400字程度ま
での漢字を読んでいる。また，学
年別漢字配当表の漢字のうち900
字程度の漢字を書き，文や文章の
中で使っている。（（1）イ）
➋事象や行為，心情を表す語句の
量を増している。（（1）ウ）
（主学）
・進んで常用漢字について理解を
深め，学習したことを生かして課
題に取り組もうとしている。

漢字を身につけよう➒ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「一年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●取材して集めた情報を，編集会
議によって検討したり整理したり
して，考えをまとめる。（Ａア，
Ａオ）
●読み手の立場に立って文章を読
み返し，表記や表現の仕方などを
確かめて，自分の考えが伝わる文
章になるように工夫する。（Ｂ
ウ，Ｂエ）

（思・判・表）
➊集めた材料を整理し，伝え合う
内容を検討している。（Ａア）
➋話題や展開を捉えながら話し合
い，互いの発言を結びつけて考え
をまとめている。（Ａオ）
➌根拠を明確にしながら，自分の
考えが伝わる文章になるように工
夫している。（Ｂウ）
➍読み手の立場に立って，表記や
語句の用法，叙述の仕方などを確
かめて，文章を整えている。（Ｂ
エ）
（主学）
・積極的に伝え合う内容を検討
し，粘り強く表記や語句の用法を
確かめ，学習の見通しをもってグ
ループ新聞を作ろうとしている。

グループ新聞
一年間の自分とクラスを
振り返って
【話す・聞く】
【書く】

1 編集会議を開き，記事の内容を決める。
2 レイアウトを決めて，記事を書く。
3 記事を推敲して紙面を作り，新聞を読み合う。

ー ー
歌の言葉
栄光の架橋 ー

留意点
引継ぎ等

年間を通して
・習熟度に合わせた漢字の読み書きや、作品の音読練習に取り組む。
・漢字検定やはがき新聞の製作に取り組む。
・定期的に学校図書館や地域の図書館を利用する機会を設ける。



中学部　２年（Ⅰ課程）　国語科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

現代の国語２（三省堂）

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

(思判表力)
●詩のリズムを感じ取りながら
音読し，表現の効果について考
える。（Ｃエ）
●詩にこめられたものの見方を
捉える。（Ｃオ）

（思・判・表）
➊文章の構成や表現の効果につ
いて考えている。（Ｃエ）
➋文章を読んで理解したことや
考えたことを知識や経験と結び
つけ，自分の考えを広げたり深
めたりしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで自分の考えを広げたり
深めたりし，学習課題にそって
考えを伝え合おうとしている。

名づけられた葉
【読む（詩）】

1 詩のリズムを感じ取りながら音読し，表現
の効果について考える。
2 詩にこめられたものの見方を捉える。

(思判表力)
●人物の設定の仕方を捉え，表
現や構成の工夫とその効果につ
いて考える。（Ｃア，Ｃエ）
●作品を読んで考えたことを共
有し，自分の考えを広げたり深
めたりする。（Ｃオ）

（思・判・表）
➊文章全体と部分との関係に注
意しながら，登場人物の設定の
仕方などを捉えている。（Ｃ
ア）
➋文章の構成や表現の効果につ
いて考えている。（Ｃエ）
➌文章を読んで理解したことや
考えたことを知識や経験と結び
つけ，自分の考えを広げたり深
めたりしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで登場人物の設定の仕方
などを捉え，学習課題にそって
考えを伝え合おうとしている。

セミロングホームルーム
【読む（小説）】

1 作品を読んで感じたことを共有する。
2 人物の設定の仕方を捉える。
3 人物の言動の意味や役割について考える。
4 表現や構成の工夫とその効果について考え
を深める。

(知及技）
●敬語のはたらきについて理解
し，使う。（知・技（1）カ）

（知・技）
➊言葉には，相手の行動を促す
はたらきがあることに気づいて
いる。（（1）ア）
➋話し言葉と書き言葉の特徴に
ついて理解している。（（1）
イ）
➌敬語のはたらきについて理解
し，話や文章の中で使ってい
る。（（1）カ）
（主学）
・進んで敬語のはたらきについ
て理解し，学習したことを生か
して課題に取り組もうとしてい
る。

言葉発見①
敬語の意味と種類

◆学習目標を確認し，学習の見通しをもつ。
1　「丁寧語」「尊敬語」「謙譲語」の違いを
理解する。
2　「確かめよう」の課題に取り組む。
◆学習目標をもう一度確認し，学んだことを
自分の言葉でまとめる。

(思判表力)
●互いの立場や考えを尊重しな
がら話し合いを深めるための方
法を理解し，活用する。（Ａ
オ）
●相手の考えと比較しながら聞
き，自分の考えをまとめる。
（Ａエ）

（思・判・表）
➊論理の展開などに注意して聞
き，話し手の考えと比較しなが
ら，自分の考えをまとめてい
る。（Ａエ）
➋互いの立場や考えを尊重しな
がら話し合い，結論を導くため
に考えをまとめている。（Ａ
オ）
（主学）
・積極的に互いの立場や考えを
尊重しながら，学習の見通しを
もって議論や討論をしようとし
ている。

グループディスカッショ
ン
互いの考えを尊重しなが
ら話し合いを深める
【話す・聞く】

1 互いの立場や考えを尊重しながら話し合い
を深めるための方法を理解する。
2 話し合いを深めるための方法を，グループ
ディスカッションで活用する。
3 相手の考えと比較しながら聞き，自分の考
えをまとめる。

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）
　社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに，我が国の言語文化に親しんだり理解したりすることが
できるようにする。
(思判表力)
　論理的に考える力や共感したり想像したりする力を養い，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，自分の思いや考えを広げたり深めたりすることができるようにする。
(学･人)
 言葉がもつ価値を認識するとともに，読書を生活に役立て，我が国の言語文化を大切にして，思いや考えを伝え合
おうとする態度を養う。

1
学
期
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令和４年度

単位数
／配当時数 児童生徒

137 中学部2年



(知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ウ）

（知・技）
➊第1学年までに学習した常用
漢字に加え，その他の常用漢字
のうち350字程度から450字程度
までの漢字を読んでいる。ま
た，学年別漢字配当表に示され
ている漢字を書き，文や文章の
中で使っている。（（1）ウ）
➋抽象的な概念を表す語句の量
を増し，語感を磨き語彙を豊か
にしている。（（1）エ）
（主学）
・進んで常用漢字について理解
を深め，学習したことを生かし
て課題に取り組もうとしてい
る。

漢字を身につけよう➊ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「二年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●文章の構成や論理の展開の仕
方を捉える。（Ｃエ）

（※「人間は他の星に住むこと
ができるのか」と合わせて評価
する。）

読み方を学ぼう➋
発展的な論の展開
じゃんけんは，なぜ
グー・チョキ・パーの三
種類なのか
【読む（説明）】

1 文章の構成や論理の展開の仕方を捉える。

(思判表力)
●主張と例示との関係に着目し
て読み，内容を理解する。（Ｃ
ア）
●文章を読み，構成や論理の展
開とその効果について考える。
（Ｃエ）

（思・判・表）
➊文章全体と部分との関係に注
意しながら，主張と例示との関
係などを捉えている。（Ｃア）
➋観点を明確にして文章を比較
するなどし，文章の構成や論理
の展開，表現の効果について考
えている。（Ｃエ）
（主学）
・進んで文章の構成や論理の展
開について考え，学習課題に
そって理解したことや考えたこ
とを説明しようとしている。

人間は他の星に
住むことができるのか
【読む（説明）】

1 主張と例示との関係に着目して読み，内容
を理解する。
2 文章の構成や論理の展開，その効果につい
て考える。
3 筆者の考えを捉え，話し合って自分の考え
を深める。

(思判表力)
●相手に伝えたい事柄や気持ち
を明確にして，手紙の形式をふ
まえて書く。（Ｂイ）
●内容が正しくわかりやすく伝
わるように，読み手の立場に
立って読み返し，文章を整え
る。（Ｂエ）

（思・判・表）
➊伝えたいことがわかりやすく
伝わるように，段落相互の関係
などを明確にし，文章の構成や
展開を工夫している。（Ｂイ）
➋読み手の立場に立って，表現
の効果などを確かめて，文章を
整えている。（Ｂエ）
（主学）
・粘り強く表現の効果などを確
かめ，学習の見通しをもって伝
えたいことを相手や媒体を考慮
して書こうとしている。

手紙・メール
心をこめてわかりやすく
書く
【書く】

1 伝える相手を決め，伝えたい事柄や気持ち
を明確にする。
2 手紙の形式をふまえて下書きをする。
3 読み手の立場に立って読み返し，推敲して
文章を整える。
4 丁寧に清書し，確認して投函（送信）す
る。

(知及技）
●言葉には，相手の行動を促す
はたらきがあることに気づく。
（知・技（1）ア）

（知・技）
➊言葉には，相手の行動を促す
はたらきがあることに気づいて
いる。（（1）ア）
➋話し言葉と書き言葉の特徴に
ついて理解している。（（1）
イ）
（主学）
・進んで言葉のもつ相手の行動
を促すはたらきについて気づ
き，学習したことを生かして課
題に取り組もうとしている。

言葉発見②
言葉のはたらきとコミュ
ニケーション

1 相手に何かをはたらきかけるときの表現の
仕方や配慮の示し方について考える。
2 「確かめよう」の課題に取り組む。

(知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ウ）

（※「漢字を身につけよう➊」
と同様の評価規準で評価す
る。）

漢字を身につけよう➋ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「二年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●短歌のリズムや表現方法など
の特徴をもとに，短歌について
の理解を深める。（Ｃエ）
●情景や心情を表す語句に注意
して，短歌を読み味わう。（Ｃ
オ）

（思・判・表）
➊観点を明確にして文章を比較
するなどし，文章の構成や論理
の展開，表現の効果について考
えている。（Ｃエ）
➋文章を読んで理解したことや
考えたことを知識や経験と結び
つけ，自分の考えを広げたり深
めたりしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで知識や経験と結びつ
け，学習課題にそって考えたこ
とを伝え合おうとしている。

短歌の世界／短歌十首
【読む（解説/短歌）】

読み方を学ぼう➌  想像

コラム
音の数え方と句切れ

1 短歌のリズムや表現方法などの特徴を捉え
る。
2 情景や心情を表す語句に注意して，短歌に
ついての理解を深める。
→ 読み方を学ぼう➌  想像
→読書の広場「那須与一」
3 表現の工夫や効果をふまえて考えを伝え合
い，自分の考えを広げたり深めたりする。



(思判表力)
●情景や感動が伝わるように，
表現を工夫して書く。（Ｂウ）
●作品を読み合い，表現の工夫
などについて意見を交流する。
（Ｂオ）

（思・判・表）
➊根拠の適切さを考えて説明や
具体例を加えたり，表現の効果
を考えて描写したりするなど，
自分の考えが伝わる文章になる
ように工夫している。（Ｂウ）
➋表現の工夫とその効果などに
ついて，読み手からの助言など
をふまえ，自分の文章のよい点
や改善点を見いだしている。
（Ｂオ）
（主学）
・粘り強く文章のよい点や改善
点を見いだし，学習の見通しを
もって短歌や俳句を創作しよう
としている。

短歌・俳句
表現の仕方を工夫して
豊かに表す
【書く】

1 題材を選び，短い文章を書いて言葉を取り
出す。
2 情景や感動が伝わるように，表現を工夫す
る。
3 短歌とはじめの短い文章とを比べ，推敲す
る。
4 作品を読み合い，表現の工夫などについて
意見を交流する。

(知及技）
●用言の活用について理解す
る。（知・技（1）オ）

（知・技）
・単語の活用について理解して
いる。（（1）オ）
（主学）
・進んで単語の活用について理
解し，学習したことを生かして
課題に取り組もうとしている。

文法の窓1
文法のまとめ
用言の活用

1 「文法の窓1」で動詞，形容詞，形容動詞が
後ろにつく語によってどのように形を変える
か考える。
2 「文法のまとめ」「1用言の活用」で，用言
の活用について理解する。
3 「確認しよう1」の課題に取り組む。

(思判表力)
●文章の全体と部分との関係に
着目して読み，内容を理解す
る。（Ｃア）
●文章を読んで理解したことや
考えたことを知識や経験と結び
つけ，自分の考えを広げたり深
めたりする。（Ｃオ）

（思・判・表）
➊文章全体と部分との関係に注
意しながら，主張と例示との関
係などを捉えている。（Ｃア）
➋文章を読んで理解したことや
考えたことを知識や経験と結び
つけ，自分の考えを広げたり深
めたりしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで知識や経験と結びつ
け，学習課題にそって理解した
ことや考えたことを説明しよう
としている。

壁に残された伝言
【読む（報告）】

1 文章の全体と部分との関係に着目して読
み，内容を理解する。
2 文章を読んで理解したことや考えたことを
知識や経験と結びつける。
3 筆者の思いをもとに，自分の考えを広げた
り深めたりする。

(知及技）
●本には，さまざまな立場や考
え方が書かれていることを知
り，読書をとおして自分の考え
を広げたり深めたりする。
（知・技（3）エ，Ｃオ）

（知・技）
・本や文章などには，さまざま
な立場や考え方が書かれている
ことを知り，自分の考えを広げ
たり深めたりする読書に生かし
ている。（(3)エ）
（主学）
・進んで自分の考えを広げたり
深めたりし，学習したことを生
かして本や新聞，インターネッ
トなどから集めた情報を活用し
ようとしている。

私の読書体験
生涯の友と出会う
【読む】

1 教材文を読み，感想を交流する。
2 本を選んで読み，自分の考えを広げたり深
めたりする。
→読書の広場「小さな図書館」

(知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ウ）

（※「漢字を身につけよう➊」
と同様の評価規準で評価す
る。）

漢字を身につけよう➌ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「二年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●文章と図表などを結びつけ
て，筆者の考えを捉える。（Ｃ
ウ）
●文章を読んで理解したこと
と，知識や経験とを結びつけ
て，自分の考えを広げる。（Ｃ
オ）

（思・判・表）
➊文章と図表などを結びつけ，
その関係をふまえて内容を解釈
している。（Ｃウ）
➋文章を読んで理解したことや
考えたことを知識や経験と結び
つけ，自分の考えを広げたり深
めたりしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで文章と図表などを結び
つけて内容を解釈し，学習課題
にそって考えたことを文章にま
とめようとしている。

一〇〇年後の水を守る
【読む（評論）】

読み方を学ぼう ➍
図表と文章

1 本文を読んで内容を捉える。
2 文章と図表を結びつけて内容を捉え，図表
の効果を考える。
→ 読み方を学ぼう➍  図表と文章
→読書の広場「水田のしくみを探る」
3 筆者の考えを捉え，話し合って自分の考え
を深める。
4 文章を読んで理解したことと，知識や経験
とを結びつけて，考えを広げる。

(知及技）
●上位語・下位語の関係につい
て理解を深める。（知・技
（1）エ）

（知・技）
・抽象的な概念を表す語句の量
を増し，語感を磨き語彙を豊か
にしている。（（1）エ）
（主学）
・進んで抽象的な概念を表す語
句の量を増し，学習したことを
生かして課題に取り組もうとし
ている。

言葉発見③
上位語・下位語

1 上位語・下位語の関係について理解を深め
る。
2 「確かめよう」の課題に取り組む。

２
学
期
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(思判表力)
●社会生活の中から題材を探
し，根拠の適切さや論理の展開
などに注意して，話の構成を工
夫する。（Ａア，Ａイ）
●話し手の意図や話の内容をわ
かりやすく伝えるために，資料
や機器を効果的に活用して表現
を工夫する。（Ａウ）

（思・判・表）
➊目的や場面に応じて，社会生
活の中から話題を決めている。
（Ａア）
➋自分の立場や考えが明確にな
るように，根拠の適切さや論理
の展開などに注意して，話の構
成を工夫している。（Ａイ）
➌資料や機器を用いるなどし
て，自分の考えがわかりやすく
伝わるように表現を工夫してい
る。（Ａウ）
（主学）
・積極的に資料や機器を用い，
学習の見通しをもって説明や提
案をしようとしている。

プレゼンテーション
資料や機器を活用して効
果的に発表する
【話す・聞く】

1 社会生活の中から題材を決め，内容を考え
る。
2 聞き手にわかりやすく伝えるために必要な
情報を収集する。
→資料編「情報探しの方法」
3 資料や機器を効果的に活用して表現を工夫
する。
4 相手や目的に応じた伝え方を工夫してプレ
ゼンテーションを行う。

(知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ウ）

（※「漢字を身につけよう➊」
と同様の評価規準で評価す
る。）

漢字を身につけよう➍ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「二年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●自然や人間に対する，筆者の
ものの見方や感じ方を捉える。
（Ｃエ）
●古人の心情を現代の自分たち
との対比の中で読み取る。（Ｃ
オ）

（思・判・表）
➊観点を明確にして文章を比較
するなどし，文章の構成や論理
の展開，表現の効果について考
えている。（Ｃエ）
➋文章を読んで理解したことや
考えたことを知識や経験と結び
つけ，自分の考えを広げたり深
めたりしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで理解したことや考えた
ことを知識や経験と結びつけ，
学習課題にそって考えを伝え合
おうとしている。

枕草子・徒然草
【読む（古文）】

1 本文を通読し，内容を捉える。
2 「枕草子」について，筆者のものの見方や
感じ方を捉える。
3 「徒然草」について，筆者のものの見方や
感じ方を捉える。
4 古人の心情を現代の自分たちとの対比の中
で読み取る。
〈学びを広げる〉
・他の章段を読んで好きな章段を選び，紹介
し合う。

(思判表力)
●日常生活や社会生活の中から
題材を決めて，伝えたいことを
明確にする。（Ｂア）
●読み手の立場に立って，表現
の効果を考えながら文章を整え
る。（Ｂエ）

（思・判・表）
➊目的や意図に応じて，社会生
活の中から題材を決めている。
（Ｂア）
➋読み手の立場に立って，表現
の効果などを確かめて，文章を
整えている。（Ｂエ）
（主学）
・粘り強く伝えたいことが明確
になるように工夫し，学習の見
通しをもって感じたことを書こ
うとしている。

表現プラザ
私の「枕草子」「徒然
草」
【書く】

1 日常生活や社会生活の中から題材を決め
て，伝えたいことを明確にする。
2 読み手の立場に立って，表現の効果を考え
ながら文章を整える。

(知及技）
●語句の意味に注意しながら音
読し，古典のリズムを味わう。
（知・技（3）ア）
(思判表力)
●場面や状況を捉え，登場人物
の考え方について，自分の考え
をもつ。（Ｃイ，Ｃエ，Ｃオ）

（知・技）
➊作品の特徴を生かして朗読す
るなどして，古典の世界に親し
んでいる。（(3)ア）
➋現代語訳や語注などを手がか
りに作品を読むことをとおし
て，古典に表れたものの見方や
考え方を知っている。（(3)
イ）
（思・判・表）
➊登場人物の言動の意味などに
ついて考え，内容を解釈してい
る。（Ｃイ）
➋観点を明確にして文章を比較
するなどし，文章の構成や論理
の展開，表現の効果について考
えている。（Ｃエ）
➌文章を読んで理解したことや
考えたことを知識や経験と結び
つけ，自分の考えを広げたり深
めたりしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで文章の構成や論理の展
開などを捉え，学習課題にそっ
て考えを伝え合おうとしてい
る。

平家物語
【読む（古文）】

読み方を学ぼう➎
物語の転換点

コラム　あの人の歌

1 語句の意味に注意しながら音読し，古典の
リズムを味わう。
2 場面や状況を捉え，登場人物の行動や心情
について考えを共有する。
→ 読み方を学ぼう➎  物語の転換点
→読書の広場「むさぼり」
3 古典に表れたものの見方や考え方を捉え，
自分の考えをまとめる。
〈学びを広げる〉
・平家物語の世界を更に深く味わう。
→読書の広場「那須与一」



(知及技）
●漢詩の表現やリズムを捉え，
読みを味わう。（知・技（3）
ア，Ｃエ）
(思判表力)
●漢詩に描かれた情景を捉え，
古人の心情を想像する。（知・
技（3）イ，Ｃオ）

（知・技）
➊作品の特徴を生かして朗読す
るなどして，古典の世界に親し
んでいる。（(3)ア）
➋現代語訳や語注などを手がか
りに作品を読むことをとおし
て，古典に表れたものの見方や
考え方を知っている。（(3)
イ）
（思・判・表）
➊観点を明確にして文章を比較
するなどし，文章の構成や論理
の展開，表現の効果について考
えている。（Ｃエ）
➋文章を読んで理解したことや
考えたことを知識や経験と結び
つけ，自分の考えを広げたり深
めたりしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで文章の構成や表現の効
果について考え，学習課題に
そって考えたことを伝え合って
いる。

漢詩の世界
【読む（漢文）】

漢文の読み方
漢詩の形式

1 漢詩の表現やリズムを捉え，読み味わう。
2 作者の状況を捉え，心情を想像する。
3 描かれた情景を捉え，表現の効果を考え
る。

(知及技）
●熟語の構成・熟字訓について
理解を深める。（知・技（1）
ウ）

（知・技）
➊第1学年までに学習した常用
漢字に加え，その他の常用漢字
のうち350字程度から450字程度
までの漢字を読んでいる。
（（1）ウ）
➋抽象的な概念を表す語句の量
を増し，語感を磨き語彙を豊か
にしている。（（1）エ）
（主学）
・進んで常用漢字について理解
を深め，学習したことを生かし
て課題に取り組もうとしてい
る。

漢字のしくみ1
熟語の構成・熟字訓

1 二字熟語の構成の型を理解する。
2 熟字訓について理解を深める。
→資料編「常用漢字表付表」
3 「確かめよう」の課題に取り組む。

(知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ウ）

（※「漢字を身につけよう➊」
と同様の評価規準で評価す
る。）

漢字を身につけよう➎ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「二年生で学ぶ漢字字典」

(知及技）
●意見と根拠のなどの関係に注
意して，互いの立場や考えを尊
重しながら話し合い，考えをま
とめる。（知・技（2）ア，Ａ
オ）
●文章を読んで理解したことや
考えたことを知識や経験と結び
つけ，自分の考えを広げたり深
めたりする。（知・技（2）
イ，Ｃイ，Ｃウ，Ｃオ）

（知・技）
➊意見と根拠，具体と抽象など
情報と情報との関係について理
解している。（（2）ア）
➋情報と情報との関係のさまざ
まな表し方を理解し使ってい
る。（（2）イ）
（主学）
・積極的に情報と情報との関係
に注意して内容を解釈し，学習
の見通しをもって話し合い，考
えをまとめようとしている。

複数の情報を関連づけて
考えをまとめる
【情報】

共生社会に関するデータ
【読む（図表）】

自立とは
「依存先を増やすこと」
【読む（解説）】

1 資料Ａ「共生社会に関するデータ」のグラ
フ3点を読み取る。
2 グラフから読み取ったことをもとに，課題
について話し合う。
3 資料Ｂ「自立とは『依存先を増やすこ
と』」を読む。
4 筆者の考えを整理する。
5 資料Ａと資料Ｂを関連づける。
6 課題について，自分の考えをまとめる。
7 グループで話し合って，考えを深める。
・それぞれの考えを交流する。
・互いの考えの共通点や相違点に着目しなが
ら話し合い，課題についての考えを深める。

(知及技）
●自分の意見と根拠を明確にし
て，説得力のある文章を書く。
（知・技（2）ア，Ｂオ）
(思判表力)
●多様な方法で集めた材料を整
理し，伝えたいことを明確にす
る。（Ｂア）

（知・技）
・意見と根拠，具体と抽象など
情報と情報との関係について理
解している。（(2)ア）
（思・判・表）
➊多様な方法で集めた材料を整
理し，伝えたいことを明確にし
ている。（Ｂア）
➋表現の工夫とその効果などに
ついて，読み手からの助言など
をふまえ，自分の文章のよい点
や改善点を見いだしている。
（Ｂオ）
（主学）
・粘り強く材料を整理して伝え
たいことを明確にし，学習の見
通しをもって投稿文を書こうと
している。

投稿文
情報を関連づけて
根拠を明確に示す
【書く】

1 課題について自分の考えをまとめる。
2 構成を考えて投稿文を書く。
→資料編「引用と著作権」
3 推敲する。
4 交流する。

(知及技）
●助詞･助動詞のはたらきや文
の構成について理解する。
（知・技（1）オ）

（知・技）
・助詞や助動詞などのはたら
き，文の成分の順序や照応など
文の構成について理解するとと
もに，話や文章の構成や展開に
ついて理解を深めている。
（（1）オ）
（主学）
・進んで助詞や助動詞などのは
たらきや文の構成について理解
し，学習したことを生かして課
題に取り組もうとしている。

文法の窓2
文法のまとめ
助詞・助動詞のはたらき

1 「文法の窓2」で助詞・助動詞の特徴につい
て考える。
2 「文法のまとめ」「2助詞・助動詞のはたら
き」で，助詞・助動詞のはたらきや種類につ
いて理解する。
3 「文法のまとめ」「3文の成分の順序と照
応」で，文の成分の順序や照応について理解
する。
4 「文法のまとめ」「4文の種類」で，単文，
複文，重文の特徴について理解する。
5 「確認しよう2」の課題に取り組む。



(知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ウ）

（※「漢字を身につけよう➊」
と同様の評価規準で評価す
る。）

漢字を身につけよう➏ 1 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「二年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●詩の表現技法とその効果を理
解し，描かれた情景を読み取
る。（Ｃエ）
●眼前に展開する自然の姿を捉
え，想像豊かに朗読する。（Ｃ
オ）

（思・判・表）
➊文章の構成や表現の効果につ
いて考えている。（Ｃエ）
➋文章を読んで理解したことや
考えたことを知識や経験と結び
つけ，自分の考えを広げたり深
めたりしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで表現の効果について考
え，学習課題にそって考えを伝
え合おうとしている。

大阿蘇
【読む（詩）】

1 描かれた情景を想像して音読し，眼前に展
開する自然の姿を捉える。
2 詩の表現技法とその効果を理解し，想像豊
かに朗読する。

(知及技）
●類義語・対義語，多義語につ
いて理解する。（知・技（1）
エ）

（知・技）
・類義語と対義語，多義的な意
味を表す語句などについて理解
し，話や文章の中で使うことを
とおして，語感を磨き語彙を豊
かにしている。（（1）エ）
（主学）
・進んで類義語と対義語，多義
的な意味を表す語句などについ
て理解し，学習したことを生か
して課題に取り組もうとしてい
る。

言葉発見④
類義語・対義語，多義語

1 類義語・対義語について理解する。
2 多義語について理解する。
3 「確かめよう」の課題に取り組む。

(思判表力)
●登場人物の人物像と相互関係
を捉える。（Ｃア）
●主人公の言動に着目し，その
意図や心情を読み深める。（Ｃ
イ）

（思・判・表）
➊文章全体と部分との関係に注
意しながら，登場人物の設定の
仕方などを捉えている。（Ｃ
ア）
➋登場人物の言動の意味などに
ついて考えて，内容を解釈して
いる。（Ｃイ）
（主学）
・進んで登場人物の言動の意味
などについて考え，学習課題に
そって考えを伝え合おうとして
いる。

小さな手袋
【読む（小説）】

読み方を学ぼう➏  象徴

1 作品の設定と時間の流れを捉える。
2 登場人物の相互関係を捉える。
3 登場人物の人物像を捉え，心情について考
える。
→ 読み方を学ぼう➏  象徴
→読書の広場「ポテト・スープが大好きな
猫」
4 主人公の言動に着目し，その意図や心情を
読み深める。

(知及技）
●本には，さまざまな立場や考
え方が書かれていることを知
り，自分の考えを広げたり深め
たりする読書に生かす。（知・
技（3）エ）
(思判表力)
●自分の立場や考えが明確にな
るように，根拠の適切さや論理
の展開などに注意して，話の構
成を工夫する。（Aア，Ａイ）

（知・技）
➊意見と根拠，具体と抽象など
情報と情報との関係について理
解している。（(2)ア）
➋本や文章などには，さまざま
な立場や考え方が書かれている
ことを知り，自分の考えを広げ
たり深めたりする読書に生かし
ている。（(3)エ）
（思・判・表）
➊目的や場面に応じて，社会生
活の中から話題を決めている。
（Ａア）
➋自分の立場や考えが明確にな
るように，根拠の適切さや論理
の展開などに注意して，話の構
成を工夫している。（Ａイ）
（主学）
・積極的に話の構成を工夫し，
学習の見通しをもって提案しよ
うとしている。

読書活動
ビブリオバトル
【話す・聞く】

1 話の構成を工夫して，紹介する内容をまと
める。
→読書の広場「小さな図書館」
2 ビブリオバトルを行う。

(思判表力)
●作品の魅力や特徴が効果的に
伝わるように，描写や展開など
工夫して書く。（Ｂイ）
●作品を読み合い，表現の工夫
やもとの作品の生かし方などに
ついて意見を交流し，自分の考
えを広げる。（Ｂオ）

（思・判・表）
➊伝えたいことがわかりやすく
伝わるように，段落相互の関係
などを明確にし，文章の構成や
展開を工夫している。（Ｂイ）
➋表現の工夫とその効果などに
ついて，読み手からの助言など
をふまえ，自分の文章のよい点
や改善点を見いだしている。
（Ｂオ）
（主学）
・粘り強く文章の構成や展開を
工夫し，学習の見通しをもって
感じたことや想像したことを書
こうとしている。

創作文
読みたくなるしくみを
工夫する
【書く】

1 創作のもとにする作品と創作コースを選
ぶ。
2 作品の魅力や特徴について研究する。
3 作品の特徴や魅力が伝わるように創作す
る。
4 作品を発表し，意見交流をとおして考えを
広げる。

(知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ウ）

（※「漢字を身につけよう➊」
と同様の評価規準で評価す
る。）

漢字を身につけよう➐ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「二年生で学ぶ漢字字典」



(思判表力)
●文章の全体と部分との関係
や，主張と例示との関係に注意
して，筆者の主張を捉える。
(Ｃア，Ｃエ)
●動物園に関する筆者の主張に
ついて，知識や経験と結びつけ
て自分の考えを深める。(Ｃオ)

（思・判・表）
➊文章全体と部分との関係に注
意しながら，主張と例示との関
係などを捉えている。（Ｃア）
➋文章の構成や論理の展開，表
現の効果について考えている。
（Ｃエ）
➌文章を読んで理解したことや
考えたことを知識や経験と結び
つけ，自分の考えを広げたり深
めたりしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで主張と例示との関係な
どを捉え，学習課題にそって理
解したことを説明しようとして
いる。

動物園でできること
【読む（評論）】

読み方を学ぼう➐  例示

1 文章全体の構成と要旨を捉える。
2 「学びの場」としての動物園の取り組みに
ついて，本文の内容を整理する。
3 主張と例示の関係に注意して，筆者の主張
を捉える。
→ 読み方を学ぼう➐  例示
→読書の広場「水田のしくみを探る」
4 筆者の主張について，自分の考えを深め
る。

(知及技）
●熟語の読みについて理解を深
める。（知・技（1）ウ）

（知・技）
➊第1学年までに学習した常用
漢字に加え，その他の常用漢字
のうち350字程度から450字程度
までの漢字を読んでいる。
（（1）ウ）
➋抽象的な概念を表す語句の量
を増し，同音異義語などについ
て理解し，話や文章の中で使う
ことをとおして，語感を磨き語
彙を豊かにしている。（（1）
エ）
（主学）
・進んで常用漢字について理解
を深め，学習したことを生かし
て課題に取り組もうとしてい
る。

漢字のしくみ2
熟語の読み

1 熟語の読みを音と訓の組み合わせのパター
ンから分類的に理解する。
2 同音異義語について理解する。
3 「確かめよう」の課題に取り組む。

(思判表力)
●伝えたい事柄がわかりやすく
伝わるように，文章の構成や展
開を工夫して書く。（Ｂイ）
●根拠の適切さや表現の効果を
考えて説得力のある文章を書
く。（Ｂウ）

（思・判・表）
➊伝えたいことがわかりやすく
伝わるように，段落相互の関係
などを明確にし，文章の構成や
展開を工夫している。（Ｂイ）
➋根拠の適切さを考えて説明や
具体例を加えたり，表現の効果
を考えて描写したりするなど，
自分の考えが伝わる文章になる
ように工夫している。（Ｂウ）
（主学）
・粘り強く自分の考えが伝わる
ように工夫し，学習の見通しを
もって自分の考えを書こうとし
ている。

論説文
構成を工夫して考えを伝
える
【書く】

1 課題について，自分の考えをまとめる。
2 伝えたい事柄がわかりやすく伝わるよう
に，文章の構成や展開を工夫する。
3 根拠の適切さや表現の効果を考えて説得力
のある文章を書き，読み合う。

(知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ウ）

（※「漢字を身につけよう➊」
と同様の評価規準で評価す
る。）

漢字を身につけよう➑ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「二年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●人物の言動の意味を考え，人
物像とその変化を捉える。（Ｃ
イ，Ｃオ）
●工夫された表現に着目して，
文体の特徴を捉えて読み味わ
う。（Ｃエ）

（思・判・表）
➊登場人物の言動の意味などに
ついて考えて，内容を解釈して
いる。（Ｃイ）
➋文章の構成や表現の効果につ
いて考えている。（Ｃエ）
➌文章を読んで理解したことや
考えたことを知識や経験と結び
つけ，自分の考えを広げたり深
めたりしている。（Ｃオ）
（主学）
・進んで登場人物の表現の効果
について考え，学習課題にそっ
て考えを伝え合おうとしてい
る。

走れメロス
【読む（小説）】

読み方を学ぼう➑
心内語

1 人物設定と物語の展開を捉える。
2 工夫された表現に着目して，文体の特徴を
捉えて読み味わう。
→ 読み方を学ぼう➑  心内語
→読書の広場「ポテト・スープが大好きな
猫」
3 人物の言動の意味を考え，人物像とその変
化を捉える。
4 登場人物の人物像について考えを深める。

(知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ウ）

（※「漢字を身につけよう➊」
と同様の評価規準で評価す
る。）

漢字を身につけよう➒ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「二年生で学ぶ漢字字典」

36３
学
期



(思判表力)
●集めた材料を整理し，伝える
内容を検討するために編集会議
を開き，話し合って考えをまと
める。（Ａア，Ａオ）
●地域の特色などについて，取
材や調査で集めた情報を，効果
的な表現になるように工夫して
文章にまとめる。（Ｂア，Ｂ
エ）

（思・判・表）
➊異なる立場や考えを想定しな
がら集めた材料を整理し，伝え
合う内容を検討している。（Ａ
ア）
➋互いの立場や考えを尊重しな
がら話し合い，結論を導くため
に考えをまとめている。（Ａ
オ）
➌目的や意図に応じて，社会生
活の中から題材を決めている。
（Ｂア）
➍読み手の立場に立って，表現
の効果などを確かめて，文章を
整えている。（Ｂエ）
（主学）
・積極的に伝え合う内容を検討
し，粘り強く表現の効果などを
確かめ，学習の見通しをもって
情報誌を作ろうとしている。

情報誌
地域の魅力を振り返って
【話す・聞く】
【書く】

1 編集会議を開き，企画を立てる。
2 情報収集を行い，レイアウトを決める。
3 記事を書いて誌面を作り，発表会を開く。
→資料編「手紙・はがき・メールの書き方」

ー ー
歌の言葉
365日の紙飛行機 ー

留意点
引継ぎ等

年間を通して
・習熟度に合わせた漢字の読み書きや、作品の音読練習に取り組む。
・漢字検定やはがき新聞の製作に取り組む。
・定期的に学校図書館や地域の図書館を利用する機会を設ける。



中学部　３年（Ⅰ課程）　国語科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

新しい国語３（三省堂）

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

(思判表力)
●描かれた情景を想像しながら
読み，内容を理解する。（Ｃ
イ）
●詩にこめられた作者の思いを
捉え，自分の意見をもつ。（Ｃ
エ）

（思・判・表）
➊文章を批判的に読みながら，
文章に表れているものの見方や
考え方について考えている。
（Ｃイ）
➋文章を読んで考えを広げたり
深めたりして，人間，社会，自
然などについて，自分の意見を
もっている。（Ｃエ）
（主学）
・進んで文章に表れているもの
の見方や考え方を捉え，学習課
題にそって考えを伝え合おうと
している。

岩が
【読む（詩）】

1 描かれた情景を想像しながら読み，内容を
理解する。
2 詩にこめられた作者の思いを捉え，自分の
意見をもつ。

(思判表力)
●小説の構成や場面の展開を捉
え，その効果を評価する。（Ｃ
ウ）
●過去を回想する語り手の思い
を捉え，それに基づいて自分の
考えをもつ。（Ｃア）

（思・判・表)
➊文章の種類をふまえて，物語
の展開の仕方などを捉えてい
る。（Ｃア）
➋文章の構成や表現の仕方につ
いて評価している。（Ｃウ）
（主学）
・進んで物語の展開の仕方など
を捉え，学習課題にそって批評
しようとしている。

握手
【読む（小説）】

読み方を学ぼう➊  回想

1 小説の構成や場面の展開を捉える。
→読み方を学ぼう➊  回想
→読書の広場「高瀬舟」 □■二次元コード□
■
2 登場人物のしぐさに着目して，心情を捉え
る。
3 過去を回想する語り手の思いを捉え，自分
の考えをもつ。
4 小説の構成や場面の展開の効果を評価す
る。

(知及技）
●辞書の語釈について理解し，
語彙を豊かにする。（知・技
（1）イ）

（知・技）
・理解したり表現したりするた
めに必要な語句の量を増してい
る。（（1）イ）
（主学）
・進んで理解したり表現したり
するために必要な語句の量を増
し，学習したことを生かして課
題に取り組もうとしている。

言葉発見①
辞書の語釈

1 辞書の語釈について理解する。
2 「確かめよう」の課題に取り組む。

(思判表力)
●話し合いを計画的に進行する
ための方法を理解し，活用す
る。（Ａオ）
●話の展開を予測しながら聞
き，自分の考えを広げたり深め
たりする。（Ａエ）

（思・判・表）
➊話の展開を予測しながら聞
き，聞き取った内容や表現の仕
方を評価して，自分の考えを広
げたり深めたりしている。（Ａ
エ）
➋進行の仕方を工夫したり互い
の発言を生かしたりしながら話
し合い，合意形成に向けて考え
を広げたり深めたりしている。
（Ａオ）
（主学）
・積極的に進行の仕方を工夫し
ながら，学習の見通しをもって
議論や討論をしようとしてい
る。

グループディスカッショ
ン
合意形成に向けて話し合
いを計画的に進める
【話す・聞く】

1 話し合いを計画的に進行するための方法を
理解する。
2 話し合いを計画的に進行するための方法
を，グループディスカッションで活用する。
3 話の展開を予測しながら聞き，自分の考え
をまとめる。

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）
　社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに，我が国の言語文化に親しんだり理解したりすることが
できるようにする。
(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養い，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，自分の思いや考えを広げたり深めたりすることができるようにする。
(学･人)
 言葉がもつ価値を認識するとともに，読書を通して自己を向上させ，我が国の言語文化に関わり，思いや考えを伝
え合おうとする態度を養う。

1
学
期

48

令和４年度

単位数
／配当時数 児童生徒

137 中学部３年



(知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ア）

（知・技）
➊第2学年までに学習した常用
漢字に加え，その他の常用漢字
の大体を読んでいる。また，学
年別漢字配当表に示されている
漢字について，文や文章の中で
使い慣れている。（（1）ア）
➋理解したり表現したりするた
めに必要な語句の量を増してい
る。（（1）イ）
（主学）
・進んで常用漢字について理解
を深め，学習したことを生かし
て課題に取り組もうとしてい
る。

漢字を身につけよう➊ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「三年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●批判的に読む方法について理
解する。（Ｃウ）

（※「間の文化」と合わせて評
価する。）

読み方を学ぼう➋
批判的な読み
「批判的に読む」とは
【読む（評論）】

1 批判的に読む方法について理解し，文章の
構成や表現の仕方について評価する。

(思判表力)
●文章の構成や論理の展開の仕
方を捉え，評価する。（Ｃウ）
●「間」や「和」を観点にし
て，日本文化についての自分の
考えを深める。（Ｃエ）

（思・判・表）
➊文章の構成や論理の展開，表
現の仕方について評価してい
る。（Ｃウ）
➋文章を読んで考えを広げたり
深めたりして，人間，社会，自
然などについて，自分の意見を
もっている。（Ｃエ）
（主学）
・進んで文章の構成や表現の仕
方について評価し，学習課題に
そって考えをまとめようとして
いる。

間の文化
【読む（評論）】

1 文章の構成や論理の展開の仕方を捉える。
2 文章の構成や論理の展開の仕方を評価す
る。
3 「間」や「和」を観点にして，日本文化に
ついての自分の考えを深める。
→読み方を学ぼう➋  批判的な読み

(思判表力)
●条件に応じて表現を考えた
り，資料を適切に引用したりし
て，自分の考えが伝わるように
工夫する。（Ｂウ）
●文章全体を読み直し，目的や
意図に応じた表現になっている
かを確かめて推敲する。（Ｂ
エ）

（思・判・表）
➊表現の仕方を考えたり資料を
適切に引用したりするなど，自
分の考えがわかりやすく伝わる
文章になるように工夫してい
る。（Ｂウ）
➋目的や意図に応じた表現に
なっているかなどを確かめて，
文章全体を整えている。（Ｂ
エ）
（主学）
・粘り強く文章全体を整え，学
習の見通しをもって自分の考え
を書こうとしている。

課題作文
条件に応じて
説得力のある文章を書く
【書く】

1 課題について，自分の考えをまとめる。
→資料編「メモを活用する」
2 自分の考えが伝わるように工夫して，課題
作文を書く。
3 交流をとおして，推敲する箇所を見つけ
る。
4 交流を生かして推敲する。

(知及技）
●四字熟語について理解を深め
る。（知・技（1）イ）

（知・技）
➊第2学年までに学習した常用
漢字に加え，その他の常用漢字
の大体を読んでいる。（（1）
ア）
➋理解したり表現したりするた
めに必要な語句の量を増し，四
字熟語などについて理解を深
め，話や文章の中で使ってい
る。（（1）イ）
（主学）
・進んで四字熟語について理解
を深め，学習したことを生かし
て課題に取り組もうとしてい
る。

漢字のしくみ
四字熟語

1 四字熟語について理解を深める。
2 四字熟語の組み立て方の種類について理解
する。
3 「確かめよう」の課題に取り組む。

(知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ア）

（※「漢字を身につけよう➊」
と同様の評価規準で評価す
る。）

漢字を身につけよう➋ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「三年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●俳句のきまりや表現の特徴を
もとに，俳句についての理解を
深める。（Ｃウ）
●語句に注意して情景を豊かに
想像し，俳句を読み味わう。
（Ｃエ）

（思・判・表）
➊文章の構成や表現の仕方につ
いて評価している。（Ｃウ）
➋文章を読んで考えを広げたり
深めたりして，人間，社会，自
然などについて，自分の意見を
もっている。（Ｃエ）
（主学）
・進んで文章の構成や表現の仕
方について評価し，学習課題に
そって批評しようとしている。

俳句の世界／俳句十句
【読む（解説/俳句）】

読み方を学ぼう➌  省略

コラム
夏井いつきの赤ペン俳句
教室

1 俳句のきまりや表現の特徴をもとに，俳句
についての理解を深める。
→読み方を学ぼう➌  省略
→読書の広場「近世の短詩」
2 語句に注意して情景や心情を捉え，俳句を
読み味わう。
3 表現の工夫や効果をふまえて俳句の魅力を
伝え合う。



(思判表力)
●読み手を説得できるような論
理の展開を考え，構成を工夫し
て書く。（Ｂイ）
●論理の展開や表現の仕方・工
夫などについて意見を交流し，
自分の文章のよい点や改善点を
見いだす。（Ｂオ）

（思・判・表）
➊文章の種類を選択し，多様な
読み手を説得できるように論理
の展開などを考えて，文章の構
成を工夫している。（Ｂイ）
➋論理の展開などについて，読
み手からの助言などをふまえ，
自分の文章のよい点や改善点を
見いだしている。（Ｂオ）
（主学）
・粘り強く自分の文章のよい点
や改善点を見いだし，学習の見
通しをもって批評しようとして
いる。

批評文
観察・分析をとおして
評価する
【書く】

1 社会生活の中から批評の対象を決める。
2 対象となる物事を観察・分析する。
3 読み手を説得できるように構成を工夫して
批評文を書く。
4 論理の展開や表現の仕方について意見を交
流する。

(知及技）
●和語・漢語・外来語について
理解を深める。（知・技（1）
イ）

（知・技）
・理解したり表現したりするた
めに必要な語句の量を増し，和
語，漢語，外来語などを使い分
けることをとおして，語感を磨
き語彙を豊かにしている。
（（1）イ）
（主学）
・進んで和語，漢語，外来語な
どを使い分け，学習したことを
生かして課題に取り組もうとし
ている。

言葉発見②
和語・漢語・外来語

1 和語・漢語・外来語の定義，混種語につい
て理解する。
2 語種の違いによる印象の違いについて理解
する。
3 「確かめよう」の課題に取り組む。

(思判表力)
●話題とそれに対する筆者の見
方に着目して内容を具体的に読
み取り，筆者の思いを捉える。
（Ｃイ）
●人間が生きるうえでの「希
望」の意味を捉え，自分の考え
をもつ。（Ｃエ）

（思・判・表）
➊文章を批判的に読みながら，
文章に表れているものの見方や
考え方について考えている。
（Ｃイ）
➋文章を読んで考えを広げたり
深めたりして，人間，社会，自
然などについて，自分の意見を
もっている。（Ｃエ）
（主学）
・進んで考えを広げたり深めた
りし，学習課題にそって討論し
ようとしている。

希望
【読む（随想）】

1 筆者の見方に着目して読み取り，筆者の思
いを捉える。
2 人間が生きるうえでの「希望」の意味を捉
え，自分の考えをもつ。

(知及技）
●自分の生き方や社会との関わ
り方を支える読書の意義と効用
について理解し，読書をとおし
て考えを広げたり深めたりす
る。（知・技（3）オ，Ｃエ）

（知・技）
・自分の生き方や社会との関わ
り方を支える読書の意義と効用
について理解している。
（（3）オ）
（思・判・表）
・文章を読んで考えを広げたり
深めたりして，人間，社会，自
然などについて，自分の意見を
もっている。（Ｃエ）
（主学）
・進んで人間，社会，自然など
について自分の意見をもち，学
習したことを生かして実生活へ
の生かし方を考えている。

私の読書体験
谷間の君へ
【読む】

1 教材文を読み，感想を交流する。
2 本を選んで読み，自分の考えを広げたり深
めたりする。
→読書の広場「小さな図書館」

（知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ア）

（※「漢字を身につけよう➊」
と同様の評価規準で評価す
る。）

漢字を身につけよう➌ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「三年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●文章に表れているものの見方
や考え方を捉える。（Ｃイ）
●文章を批判的に読み，科学と
社会との関係について自分の考
えを広げる。（Ｃエ）

（思・判・表）
➊文章を批判的に読みながら，
文章に表れているものの見方や
考え方について考えている。
（Ｃイ）
➋文章を読んで考えを広げたり
深めたりして，人間，社会，自
然などについて，自分の意見を
もっている。（Ｃエ）
（主学）
・進んで文章を批判的に読み，
学習課題にそって考えをまとめ
ている。

フロン規制の物語──
〈杞憂〉と〈転ばぬ先の
杖〉のはざまで
【読む（論説）】

読み方を学ぼう➍
具体と抽象

1 文章全体の構成と概要を捉える。
2 異なる立場の説明を読み比べ，筆者のもの
の見方や考え方を捉える。
→読み方を学ぼう➍  具体と抽象
→読書の広場「『ありがとう』と言わない重
さ」
3 文章を批判的に読む。
4 社会と科学の関係について自分の考えを広
げる。

(知及技）
●慣用句・ことわざ・故事成語
について理解を深める。（知・
技（1）イ）

（知・技）
・理解したり表現したりするた
めに必要な語句の量を増し，慣
用句などについて理解を深め，
話や文章の中で使っている。
（（1）イ）
（主学）
・進んで慣用句などについて理
解を深め，学習したことを生か
して課題に取り組もうとしてい
る。

言葉発見③
慣用句・ことわざ・故事
成語

1 慣用句の意味と用法を理解する。
2 ことわざ・故事成語について意味や由来を
理解する。
3 ことわざ・故事成語の表現効果を理解し，
語感を磨く。
4 「確かめよう」の課題に取り組む。
5 日本語と英語の慣用表現の違いについて理
解を深める。

２
学
期
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(思判表力)
●社会生活の中から題材を探
し，相手を説得できるように論
理の展開などを考えて，話の構
成を工夫する。（Ａア，Ａイ）
●自分の考えがわかりやすく伝
わるように，状況に応じて表現
を工夫する。（Ａウ）

（思・判・表）
➊目的や場面に応じて，社会生
活の中から話題を決めている。
（Ａア）
➋自分の立場や考えを明確に
し，相手を説得できるように論
理の展開などを考えて，話の構
成を工夫している。（Ａイ）
➌場の状況に応じて言葉を選ぶ
など，自分の考えがわかりやす
く伝わるように表現を工夫して
いる。（Ａウ）
（主学）
・積極的に場の状況に応じて表
現を工夫し，学習の見通しを
もって話そうとしている。

パブリックスピーキング
状況に応じて話す力を養
う
【話す・聞く】

1 社会生活の中から題材を探し，論理の展開
などを考えて，話の構成を工夫する。
→資料編「メモを活用する」
2 自分の考えが伝わるように，状況に応じて
表現を工夫する。

(知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ア）

（※「漢字を身につけよう➊」
と同様の評価規準で評価す
る。）

漢字を身につけよう➍ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「三年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●和歌が詠まれた背景を想像し
ながら，情景や心情を読み取
る。（Ｃイ）
●和歌の形式や表現の特徴を捉
え，その効果について理解す
る。（Ｃウ）

（思・判・表）
➊文章を批判的に読みながら，
文章に表れているものの見方や
考え方について考えている。
（Ｃイ）
➋文章の構成や表現の仕方につ
いて評価している。（Ｃウ）
（主学）
・進んで表現の仕方について評
価し，学習課題にそって考えを
伝え合おうとしている。

和歌の世界──万葉集・
古今和歌集・新古今和歌
集
【読む（古文）】

コラム
コミュニケーションツー
ルとしての歌

1 和歌が詠まれた背景を想像しながら，情景
や心情を読み取る。
2 和歌の形式や表現の特徴を捉える。
3 和歌の表現の効果について理解し，鑑賞文
にまとめる。

(知及技）
●歴史的背景などに注意して古
文を読み，作者のものの見方や
考え方を捉える。（知・技
（3）ア，Ｃイ）
(思判表力)
●優れた表現や文体の特徴に着
目しながら，作品を読み深め
る。（Ｃア，Ｃエ）

（知・技）
・歴史的背景などに注意して古
典を読むことをとおして，その
世界に親しんでいる。（（3）
ア）
（思・判・表）
➊文章の種類をふまえて，物語
の展開の仕方などを捉えてい
る。（Ｃア）
➋文章を批判的に読みながら，
文章に表れているものの見方や
考え方について考えている。
（Ｃイ）
➌文章を読んで考えを広げたり
深めたりして，人間，社会，自
然などについて，自分の意見を
もっている。（Ｃエ）
（主学）
・進んでものの見方や考え方に
ついて考え，学習課題にそって
考えたことを伝え合おうとして
いる。

おくのほそ道
【読む（古文）】

読み方を学ぼう➎
状況・背景

1 表現やリズムを意識して，古文を音読す
る。
2 歴史的背景などに注意して，作者のものの
見方や考え方を捉える。
3 優れた表現や文体の特徴に着目しながら，
作品を読み深める。
→読み方を学ぼう➎  状況・背景
〈学びを広げる〉
・次のどちらかの課題に取り組む。
Ａ「おくのほそ道」全体から一句選び，表現
の工夫などに着目して紹介し合う。
Ｂ松尾芭蕉が自分の住んでいる町にやってき
たとしたらどのような句を詠むか，想像して
俳句を作る。

(知及技）
●時間の経過による言葉の変化
や世代による言葉の違いについ
て理解する。（知・技（3）
ウ）

（知・技）
・時間の経過による言葉の変化
や世代による言葉の違いについ
て理解している（（3）ウ）
（主学）
・進んで時間の経過による言葉
の変化や世代による言葉の違い
について理解し，学習したこと
を生かして課題に取り組もうと
している。

言葉発見④
言葉の現在・過去・未来

1 言葉は変化すること，言葉の変化にはパ
ターンがあることを理解する。

(思判表力)
●漢文の響きやリズムに注意し
ながら読み，孔子のものの見方
や考え方を捉える。（Ｃイ）
●「論語」の言葉をきっかけに
して，生き方や学び方について
自分の考えをもつ。（Ｃエ）

（思・判・表）
➊文章を批判的に読みながら，
文章に表れているものの見方や
考え方について考えている。
（Ｃイ）
➋文章を読んで考えを広げたり
深めたりして，人間，社会，自
然などについて，自分の意見を
もっている。（Ｃエ）
（主学）
・進んで人間や社会などについ
て自分の意見をもち，学習課題
にそって文章にまとめようとし
ている。

論語
【読む（漢文）】

漢文の読み方
訓読の仕方の確認

1 漢文の響きやリズムに注意しながら読み，
孔子のものの見方や考え方を捉える。
2 「論語」の言葉をきっかけにして，生き方
や学び方について自分の考えをもつ。



(思判表力)
●日常生活や社会生活の中から
題材を決めて，自分の考えを文
章にまとめる。（Ｂア）
●文章を読み合って，お互いの
表現のよい点を見つける。（Ｂ
オ）

（思・判・表）
➊目的や意図に応じて，社会生
活の中から題材を決めている。
（Ｂア）
➋論理の展開などについて，読
み手からの助言などをふまえ，
自分の文章のよい点や改善点を
見いだしている。（Ｂオ）
（主学）
・粘り強く目的や意図に応じて
題材を決め，学習の見通しを
もって自分の考えを書こうとし
ている。

表現プラザ
漢字一字で表現すると
【書く】

1 日常生活や社会生活の中から題材を決め
て，自分の考えを文章にまとめる。
2 文章を読み合って，お互いの表現のよい点
を見つける。

(知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ア）

（※「漢字を身につけよう➊」
と同様の評価規準で評価す
る。）

漢字を身につけよう➎ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「三年生で学ぶ漢字字典」

(知及技）
●具体と抽象など情報と情報と
の関係に注意しながら，互いの
発言を生かして話し合う。
（知・技（2）ア，Ａオ）
●情報の信頼性の確かめ方を理
解して情報を活用し，自分の考
えを広げたり深めたりする。
（知・技（2）イ，Ｃア，Ｃ
イ，Ｃウ，Ｃエ）

（知・技）
・具体と抽象など情報と情報との
関係について理解を深めている。
（（2）ア）
・情報の信頼性の確かめ方を理解
し使っている。（（2）イ）
（思・判・表）
➊進行の仕方を工夫したり互いの
発言を生かしたりしながら話し合
い，合意形成に向けて考えを広げ
たり深めたりしている。（Ａオ）
➋文章の種類をふまえて，論理の
展開の仕方などを捉えている。
（Ｃア）
➌文章を批判的に読みながら，文
章に表れているものの見方や考え
方について考えている。（Ｃイ）
➍文章の構成や論理の展開，表現
の仕方について評価している。
（Ｃウ）
➎文章を読んで考えを広げたり深
めたりして，人間，社会，自然な
どについて，自分の意見をもって
いる。（Ｃエ）
（主学）
・積極的に情報と情報との関係に
注意して内容を解釈し，学習の見
通しをもって話し合い，考えをま
とめようとしている。

複数の情報を関連づけて
考えをまとめる
【情報】

情報社会を生きる──メ
ディア・リテラシー
【読む（論説）】

広告の読み比べ
【読む（実用文）】

1 資料Ａ「情報社会を生きる」を読む。
2 文章から読み取ったことをもとに，課題に
ついて話し合う。
3 資料Ｂ「広告の読み比べ」にある二つの広
告を読み取る。
4 二つの広告を読み比べて，作り手の意図を
読み取る。
5 資料Ａと資料Ｂを関連づける。
6 課題について，自分の考えをまとめる。
7 グループで話し合って，考えを深める。

(知及技）
●信頼性の高い資料を適切に引
用して，自分の考えがわかりや
すく伝わる文章を書く。（知・
技（2）イ，Ｂア，Ｂウ）
(思判表力)
●書く目的や意図に応じて文章
の種類を選択し，読み手を説得
できるように構成を工夫する。
（Ｂイ）

（知・技）
・情報の信頼性の確かめ方を理
解し使う。（（2）イ）
（思・判・表）
➊集めた材料の客観性や信頼性
を確認し，伝えたいことを明確
にしている。（Ｂア）
➋文章の種類を選択し，多様な
読み手を説得できるように論理
の展開などを考えて，文章の構
成を工夫している。（Ｂイ）
➌表現の仕方を考えたり資料を
適切に引用したりするなど，自
分の考えがわかりやすく伝わる
文章になるように工夫してい
る。（Ｂウ）
（主学）
・粘り強く集めた材料の客観性
や信頼性を確認し，学習の見通
しをもってポスターを書こうと
している。

ポスター
情報の信頼性を確かめて
考えを発信する
【書く】

1 ポスターで取り上げる題材を決める。
2 構成を考えて下書きする。
→資料編「引用と著作権」
3 推敲してポスターを書く。
4 交流する。

(知及技）
●言葉の選び方による伝わり方
や与える印象などの違いについ
て理解を深める。（知・技
（1）ウ）

（知・技）
・話や文章の種類とその特徴に
ついて理解を深めている。
（（1）ウ）
（主学）
・進んで話や文章の種類とその
特徴について理解を深め，学習
したことを生かして課題に取り
組もうとしている。

文法の窓
文法のまとめ
表現につながる文法

1 「文法の窓」で語句の選択による表現の違
いについて考える。
2 「文法のまとめ」「表現につながる文法」
について理解を深める。
3 「確認しよう」の課題に取り組む。

(知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ア）

（※「漢字を身につけよう➊」
と同様の評価規準で評価す
る。）

漢字を身につけよう➏ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「三年生で学ぶ漢字字典」



(思判表力)
●詩の形式をふまえて音読し，
描かれている思いを捉える。
（Ｃア）
●表現の特徴とその効果を捉
え，作品を味わう。（Ｃウ）

（思・判・表）
➊文章の種類をふまえて，物語
の展開の仕方などを捉えてい
る。（Ｃア）
➋文章の構成や表現の仕方につ
いて評価している。（Ｃウ）
（主学）
・進んで表現の仕方について評
価し，学習課題にそって考えを
伝え合おうとしている。

初恋
【読む（詩）】

コラム
文語定型詩と口語自由詩

1 詩の形式をふまえて音読し，描かれている
思いを捉える。
2 表現の特徴とその効果を捉え，作品を味わ
う。

(知及技）
●敬語のさまざまなはたらきを
知り，相手や場に応じた使い分
けについて理解を深める。
（知・技（1）エ）

（知・技）
・敬語などの相手や場に応じた
言葉遣いを理解し，適切に使っ
ている。（（1）エ）
（主学）
・進んで敬語などの相手や場に
応じた言葉遣いについて理解を
深め，学習したことを生かして
課題に取り組もうとしている。

言葉発見⑤
相手や場に配慮した言葉
遣い

1 状況に合わせて言葉や表現を使い分けてい
ることを理解する。
2 敬語のさまざまなはたらきについて理解す
る。
3 敬語を使わずに気配りを表す方法について
理解する。
4 「確かめよう」の課題に取り組む。

(思判表力)
●登場人物の言動や関係を捉
え，作品に表れているものの見
方や考え方について，自分の考
えをつくる。（Ｃイ，Ｃエ）
●人物の心情と描写との関連や
人物設定など，表現の特徴や工
夫を捉え，評価する。（Ｃウ）

（思・判・表）
➊文章を批判的に読みながら，
文章に表れているものの見方や
考え方について考えている。
（Ｃイ）
➋文章の構成や表現の仕方につ
いて評価している。（Ｃウ）
➌文章を読んで考えを広げたり
深めたりして，人間，社会，自
然などについて，自分の意見を
もっている。（Ｃエ）
（主学）
・進んで考えを広げたり深めた
りし，学習課題にそって批評し
ようとしている。

故郷
【読む（小説）】

読み方を学ぼう➏  反復

1 人物の心情と描写との関連や人物設定を捉
える。
2 登場人物の言動や関係を捉える。
3 表現の特徴や工夫を捉え，評価する。
→読み方を学ぼう➏  反復
→読書の広場「高瀬舟」 □■二次元コード□
■
4 作品に表れているものの見方や考え方につ
いて，自分の考えをつくる。

(知及技）
●自分の生き方や社会との関わ
り方を支える読書の意義と効用
について理解する。（知・技
（3）オ）
(思判表力)
●自分の考えを明確にし，論理
の展開などを考えて，話の構成
を工夫する。（Ａイ，Ａウ）

（知・技）
・自分の生き方や社会との関わ
り方を支える読書の意義と効用
について理解している。
（（3）オ）
（思・判・表）
➊自分の立場や考えを明確に
し，相手を説得できるように論
理の展開などを考えて，話の構
成を工夫している。（Ａイ）
➋場の状況に応じて言葉を選ぶ
など，自分の考えがわかりやす
く伝わるように表現を工夫して
いる。（Ａウ）
（主学）
・積極的に話の構成を工夫し，
学習の見通しをもって提案しよ
うとしている。

読書活動
ブックトーク
【話す・聞く】

1 話の構成を工夫してシナリオを考える。
→読書の広場「小さな図書館」
2 ブックトークをする。

（知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ア）

（※「漢字を身につけよう➊」
と同様の評価規準で評価す
る。）

漢字を身につけよう➐ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「三年生で学ぶ漢字字典」

(思判表力)
●筆者の主張を捉え，自分の知
識や経験などと照らし合わせな
がら内容を理解する。（Ｃエ）
●文章を読んで，これからの社
会について考え，自分の意見を
もつ。（Ｃエ）

（思・判・表）
・文章を読んで考えを広げたり
深めたりして，人間，社会，自
然などについて，自分の意見を
もっている。（Ｃエ）
（主学）
・進んで考えを広げたり深めた
りし，学習課題にそって考えた
ことを文章にまとめようとして
いる。

「文殊の知恵」の時代
【読む（論説）】

1 筆者の主張を捉え，自分の知識や経験など
と照らし合わせながら内容を理解する。
2 文章を読んで，これからの社会について考
え，自分の意見をもつ。

(思判表力)
●言葉の使われ方や人物の描か
れ方に注意して読み，作品の特
徴を評価する。（Ｃウ）
●身近な人との関わり方につい
て考えを深める。（Ｃエ）

（思・判・表）
➊文章の構成や表現の仕方につ
いて評価している。（Ｃウ）
➋文章を読んで考えを広げたり
深めたりして，人間，社会，自
然などについて，自分の意見を
もっている。（Ｃエ）
（主学）
・進んで人間や社会などについ
て考え，学習課題にそって批評
しようとしている。

坊っちゃん
【読む（小説）】

1 言葉の使われ方や人物の描かれ方に注意し
て読む。
2 身近な人との関わり方について考えを深め
る。
3 作品の特徴を評価する。

(知及技）
●常用漢字の読み・書きについ
て理解を深める。（知・技
（1）ア）

（※「漢字を身につけよう➊」
と同様の評価規準で評価す
る。）

漢字を身につけよう➑ 1 中学校で学習する漢字を読む。
2 中学校で新しく学習する読みを学ぶ。
→資料編「三年生で学ぶ漢字字典」
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(思判表力)
●話し合いの仕方を工夫して集
めた材料を整理し，考えを広げ
たり深めたりする。（Ａア，Ａ
オ）
●表現の仕方を考え，自分の考
えがわかりやすく伝わるよう
に，文章全体を整える。（Ｂ
ウ，Ｂエ）

（思・判・表）
➊多様な考えを想定しながら材
料を整理し，伝え合う内容を検
討している。（Ａア）
➋進行の仕方を工夫したり互い
の発言を生かしたりしながら話
し合い，合意形成に向けて考え
を広げたり深めたりしている。
（Ａオ）
➌表現の仕方を考えたり資料を
適切に引用したりするなど，自
分の考えがわかりやすく伝わる
文章になるように工夫してい
る。（Ｂウ）
➍目的や意図に応じた表現に
なっているかなどを確かめて，
文章全体を整えている。（Ｂ
エ）
（主学）
・積極的に伝え合う内容を検討
し，粘り強く表現の仕方を考
え，学習の見通しをもって名言
集を作ろうとしている。

名言集
中学校生活を振り返って
【話す・聞く】
【書く】

1 編集方針を立て，言葉を集める。
2 言葉を選び，構成を決める。
3 推敲して清書し，交流する。
→資料編「原稿用紙の使い方・推敲の仕方」

ー ー
歌の言葉
さくら（独唱） ー

留意点
引継ぎ等

年間を通して
・習熟度に合わせた漢字の読み書きや、作品の音読練習に取り組む。
・漢字検定やはがき新聞の製作に取り組む。
・定期的に学校図書館や地域の図書館を利用する機会を設ける。



中学部　１年（１課程）　社会科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

帝国書院

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緯度と経度、大陸と海洋の分
布、主な国々の名称と位置など
を基に、世界の地域構成を大観
し理解させる。

(思判表力)
①世界の地域構成の特色を、大
陸と海洋の分布や主な国の位
置、緯度や経度などに着目して
多面的・多角的に考察し、表現
させる。

(学･人)
①世界と日本の地域構成につい
て、よりよい社会に実現を視野
にそこで見られる課題を主体的
に追究させる。

(知・技）
①緯度と経度、大陸と海洋の分
布、主な国々の名称と位置など
を基に、世界の地域構成を大観
し理解している。

(思･判･表)
①世界の地域構成の特色を、大
陸と海洋の分布や主な国の位
置、緯度や軽度などに着目して
多面的・多角的に考察し、表現
している。

(主学)
①世界の地域構成について、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究
しようとしている。

●世界の姿 ・私たちの住む地球を眺めて
・いろいろな国の国名と位置
・緯度と経度
・地球儀と世界地図の違い

(知及技）
①我が国の国土の位置、世界各
地との時差、領域の範囲や変化
とその特色などを基に、日本の
地域構成を大観し理解させる。

(思判表力)
①日本の地域構成の特色を、周
辺の海洋の広がりや国土を構成
する。島々の位置などに着目し
て多面的・多角的に考察し、表
現させる。

(学･人)
①日本の地域構成について、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究
させる。

(知・技）
①我が国の国土の位置、世界各
地との時差、療育の範囲や変化
とその特色などを基に、日本の
地域構成を大観して理解してい
る。

(思･判･表)
①日本の地域構成の特色を、周
辺の海洋の広がりや国土を構成
する島々の位置などに着目して
多面的・多角的に考察し、表現
している。

(主学)
①日本の地域構成について、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究
しようとしている。

●日本の姿 ・世界の中での日本の位置
・時差でとらえる日本の位置
・日本の領域とその特色
・都道府県と県庁所在地

令和４年度

単位数
／配当時数 児童生徒

102 中学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）
・我が国の国土及び世界の諸地域に関して、地域の諸事象や地域的特色を理解するとともに、調査や諸資料から地理に関する様々な情報
を効果的に調べまとめる技能を身につけるようにする。（地理）
・我が国の歴史の大きな流れを、世界の歴史を背景に、各時代の特色を踏まえて理解するとともに、諸資料から歴史に関する様々な情報
を効果的に調べてまとめる技能を身につけるようにする。（歴史）

(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、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公正に選択・判断したりする力、思考・判断したこと
を説明したり、それらを基に議論したりする力を養う。（地理）
・歴史の関わる事象の意味や意義、伝統と文化の特色などを、時期や年代、推移、比較、相互の関連や現在とのつながりなどに着目して
多面的・多角的に考察したり、歴史に見られる課題を把握し複数の立場や意見を踏まえて公正に選択・判断したりする力、思考・判断し

たことを説明したり、それらを基に議論したりする力を養う。（歴史）

(学･人)
・日本や世界の地域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究、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。（地理）
・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究、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我が国の歴史に対する愛情。国民としての自覚、国家及び社会並びに文化の発展や人々の生活の向に尽くした
歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を尊重しようとすることの大切さについて自覚などを深め、国際協調の精神を養う。（歴史）
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(知及技）
①人々の生活は、その生活が営
まれる場所の自然及び社会的条
件から影響を受けたり、その場
所の自然及び社会的条件に影響
を与えたりすることを理解させ
る。また、世界各地における
人々の生活やその変容を基に、
世界の人々の生活や環境の多様
性を理解させる。その際、世界
の主な宗教の分布についても理
解させる。

(思判表力)
①世界各地における人々の生活
の特色やその変容の理由を、そ
の生活が営まれる場所の自然及
び社会的条件などの着目して多
面的・多角的に考察し、表現さ
せる。

(学･人)
①世界各地の人々の生活と環境
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
主体的に追究させる。

(知・技）
①人々の生活は、その生活が営
まれる場所の自然及び社会的条
件から影響を受けたり、その場
所の自然及び社会的条件に影響
を与えたりすることを理解して
いる。

(思･判･表)
①世界各地における人々の生活
の特色やその変容の理由を、そ
の生活が営まれる場所の自然及
び社会的条件などに着目して多
面的・多角的に考察し、表現し
ている。

(主学)
①世界各地の人々の生活と環境
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
主体的に追究しようとしてい
る。

●世界のさまざまな地域 ・世界のさまざまな生活と環境
・暑い地域の暮らし～インドネシアでの生活
～
・乾燥した地域の暮らし～アラビア半島での
生活～
・温暖な地域の暮らし～スペインでの生活～
・寒い地域の暮らし～シベリアでの生活～
・高地の暮らし～アンデス山脈での生活～
・世界各地の衣食住とその変化
・人々の生活と宗教の関わり

(知及技）
①世界各地で顕在化している地
球的課題は、それが見られる地
域の地域的特色の影響を受け
て、現れ方が異なることを理解
させる。
②アジア州・ヨーロッパ州・ア
フリカ州・北アメリカ州・南ア
メリカ州・オセアニア州の各州
において、地域で見られる地球
的課題の要因や影響を、州とい
う地域の広がりや地域内の結び
つきなどに着目して、それらの
地域的特色と関連付けて多面
的・多角的に考察し、表現させ
る。

(知・技）
①世界各地で顕在化している地
球的課題は、それが見られる地
域の地域的特色の影響を受け
て、現れ方が異なることを理解
している。
②アジア州・ヨーロッパ州・ア
フリカ州・北アメリカ州・南ア
メリカ州・オセアニア州の各州
に暮らす人々の生活を基に、各
州の地域的特色を大観し理解し
ている。

●世界の諸地域 ・アジア州
・ヨーロッパ州
・アフリカ州
・北アメリカ州
・南アメリカ州
・オセアニア州

(思判表力)
①アジア州・ヨーロッパ州・ア
フリカ州・北アメリカ州・南ア
メリカ州・オセアニア州の各州
において、地域で見られる地球
的課題の要因や影響を、州とい
う地域の広がりや地域内の結び
つきなどに着目して、それらの
地域的特色と関連付けて多面
的・多角的に考察し、表現させ
る。

(学･人)
①世界の諸地域について、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究さ
せる。

(思･判･表)
①アジア州・ヨーロッパ州・ア
フリカ州・北アメリカ州・南ア
メリカ州・オセアニア州の各州
において、地域で見られる地球
的課題の要因や影響を、州とい
う地域の広がりや地域内の結び
つき等に着目して、それらの地
域的特色と関連付けて多面的・
多角的に考察し、表現してい
る。

(主学)
①世界の諸地域について、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究し
ようとしている。

(知及技）
①中学校の歴史学習の導入とし
て、年代の表し方や時代区分の
意味や意義についての基本的な
内容を理解させ、資料から歴史
に関わる情報を読み取ったり、
年表などにまとめたりするなど
の技能を身につけさせる。

(思判表力)
①小学校での学習を踏まえて、
歴史上の人物や文化財、出来事
などと時代区分の関わりなどに
ついて考察し表現させる。

(学･人)
①中学校の歴史学習の導入とし
て、小学校で学習した内容をも
とに主体的に課題を追究したり
解決する力を身につけさせる。

(知・技）
①年代の表し方や時代区分の意
味や意義についての基本的な内
容を理解し、資料から歴史に関
わる情報を読み取ったり、年表
などにまとめたりするなどの技
能を身につけようとしている。

(思･判･表)
①小学校での学習を踏まえて、
歴史上の人物や文化財、出来事
などと時代区分の関わりなどに
ついて考察し表現しようとして
いる。

(主学)
①小学校で学習した内容をもと
に主体的に課題を追究したり解
決する力を身につけようとして
いる。

●歴史の流れと時代区分 ・年代の表し方と時代区分

２
学
期

40



(知及技）
①身近な地域のなかで受け継が
れてきた伝統や文化への関心を
持って、具体的なことがらとの
関わりのなかで地域の歴史を調
べたり、収集した情報を年表な
どにまとめたりするなどの技能
を身につけさせる。

(思判表力)
①博物館や郷土資料館などの利
用や地域の人々の協力も考慮
し、地域に残る文化財や諸資料
を活用して、身近な地域の歴史
的な特徴を多面的・多角的に考
察し、表現させる。

(学･人)
①どのような伝統や文化がある
のかを主体的に追究させ、受け
継いでいく手段や方法を主体的
に考えさせる。

(知・技）
①身近な地域のなかで受け継が
れてきた伝統や文化への関心を
持って、具体的なことがらとの
関わりのなかで地域の歴史を調
べたり、収集した情報を年表な
どにまとめたりするなどの技能
を身につけようとしている。

(思･判･表)
①博物館や郷土資料館などを利
用し、地域の人々の協力を得な
がら、地域に残る文化財や諸資
料を活用して、身近な地域の歴
史的な特徴を多面的、多角的に
考察し、表現することができ
る。

(主学)
①どのような伝統や文化がある
のかを主体的に追究し、受け継
いでいく手段や方法を主体的に
考えようとしている。

●歴史の調べ方・まとめ
方・発表の仕方

・歴史の謎を探る～問いを作ろう～
・資料をよく見てヒントを探そう
・謎解きの答えを分かりやすくまとめよう

(知及技）
①世界の古代文明や宗教のおこ
りを基に、世界の各地で文明が
築かれたことを理解させる。
②日本列島における農耕の広ま
りと生活の変化や当時の人々の
信仰、大和朝廷（大和政権）に
よる統一の様子と東アジアとの
関わりなどを基に、東アジアの
文明の影響を受けながら我が国
で国家が形成されていったこと
を理解させる。
③律令国家の確立に至るまでの
過程、摂関政治などを基に、東
アジアの文物や制度を積極的に
取り入れながら国家の仕組みが
整えられ、その後、天皇や貴族
による政治が展開したことを理
解させる。
④仏教の伝来とその影響、仮名
文字の成立などを基に、国際的
な要素をもった文化が栄え、そ
れらを基礎としながら文化の国
風化が進んだことを理解させ
る。

(知・技）
①世界の古代文明や宗教のおこ
りを基に、世界の各地で文明が
築かれたことを理解している。
②日本列島における農耕の広ま
りと生活の変化や当時の人々の
信仰、大和朝廷（大和政権）に
よる統一の様子と東アジアとの
関わりなどを基に、東アジアの
文明の影響を受けながら我が国
で国家が形成されていったこと
を理解している。
③仏教の伝来とその影響、仮名
文字の成立などを基に、国際的
な要素をもった文化が栄え、そ
れらを基礎としながら文化の国
風化が進んだことを理解してい
る。

●古代 ・人類の登場から文明の発生へ
・東アジアの中の倭（日本）
・中国にならった国家づくり
・展開する天皇・貴族の政治

(思判表力)
①古代文明や宗教が起こった場
所や環境、農耕の広まりや生産
技術の発展、東アジアとの接触
や交流と政治や文化の変化など
に着目して、事象を相互に関連
付けるなどして、古代の社会の
変化の様子を多面的・多角的に
考察し、表現させる。
②古代までの日本を大観して、
時代の特色を多面的・多角的に
考察し、表現させる。

(学･人)
①古代までの日本について、よ
りよい社会の実現を視野にそこ
に見られる課題を主体的に追究
させる。

(思･判･表)
①古代文明や宗教が起こった場
所や環境、農耕の広まりや生産
技術の発展、東アジアとの接触
や交流と政治や文化の変化など
に着目して、事象を相互に関連
付けるなどして、古代の社会の
変化の様子を多面的・多角的に
考察し、表現している。
②古代までの日本を大観して、
時代の特色を多面的・多角的に
考察し、表現している。

(主学)
①古代までの日本について、よ
りよい社会の実現を視野にそこ
に見られる課題を主体的に追究
しようとしている。



(知及技）
①鎌倉幕府の成立、元寇（モン
ゴル帝国の襲来）などを基に、
武士が台頭して主従の結びつき
や武力を背景とした武家政権が
成立し、その支配が広まったこ
と、元寇がユーラシアの変化の
中で起こったことを理解させ
る。
②南北朝の争乱と室町幕府、日
明貿易、琉球の国際的な役割な
どを基に、武家政治の展開とと
もに、東アジア世界との密接な
関わりが見られたことを理解さ
せる。
③農業など諸産業の発達、畿内
を中心とした都市や農村におけ
る自治的な仕組みの成立、武士
や民衆などの多様な文化の形
成、応仁の乱後の社会的な変動
などを基に、民衆の成長を背景
とした社会や文化が生まれたこ
とを理解させる。

(知・技）
①鎌倉幕府の成立、元寇（モン
ゴル帝国の襲来）などを基に、
武士が台頭して主従の結びつき
や武力を背景とした武家政権が
成立し、その支配が広まったこ
と、元寇がユーラシアの変化の
中で起こったことを理解してい
る。
②南北朝の争乱と室町幕府、日
明貿易、琉球の国際的な役割な
どを基に、武家政治の展開とと
もに、東アジア世界との密接な
関わりが見られたことを理解し
ている。
③農業など諸産業の発達、畿内
を中心とした都市や農村におけ
る自治的な仕組みの成立、武士
や民衆などの多様な文化の形
成、応仁の乱後の社会的な変動
などを基に、民衆の成長を背景
とした社会や文化が生まれたこ
とを理解している。

(思判表力)
①武士政治への進出と展開、東
アジアにおける交流、農業や商
工業の発達などに着目して、事
象を相互に関連付けるなどし
て、中世の社会の変化の様子を
多面的・多角的に考察し表現さ
せる。
②中世の日本を大観して、時代
の特色を多面的・多角的に考察
し、表現させる。

(学･人)
①中世の日本について、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究させ
る。

(思･判･表)
①武士政治への進出と展開、東
アジアにおける交流、農業や商
工業の発達などに着目して、事
象を相互に関連付けるなどし
て、中世の社会の変化の様子を
多面的・多角的に考察し、表現
している。
②中世の日本を大観して、時代
の特色を多面的・多角的に考察
し表現している。

(主学)
①中世の日本について、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究させ
る。

(知及技）
①ヨーロッパ人来航の背景とそ
の影響、織田・豊臣による統一
事業とその当時の対外関係、武
将や豪商などの生活文化の展開
などを基に、近世社会の基礎が
つくられたことを理解させる。
②江戸幕府の成立と大名統制、
身分制と農村の様子、鎖国など
の幕府の対外政策と対外関係な
どを基に、幕府と藩による支配
が確立したことを理解させる。
③社会の変動や欧米諸国の接
近、幕府の政治改革、新しい学
問・思想の動きなどを基に、幕
府の政治が次第に行き詰まりを
みせたことを理解させる。

(知・技）
①ヨーロッパ人来航の背景とそ
の影響、織田・豊臣による統一
事業とその当時の対外関係、武
将や豪商などの生活文化の展開
などを基に、近世社会の基礎が
つくられたことを理解してい
る。
②江戸幕府の成立と大名統制、
身分制と農村の様子、鎖国など
の幕府の対外政策と対外関係な
どを基に、幕府と藩による支配
が確立したことを理解してい
る。
③社会の変動や欧米諸国の接
近、幕府の政治改革、新しい学
問・思想の動きなどを基に、幕
府の政治が次第に行き詰まりを
みせたことを理解している。

(思判表力)
①交易の広がりとその影響、統
一政権の諸政策の目的、産業の
発達と文化の担い手の変化、社
会の変化と幕府の政策の変化な
どに着目して、事象を相互に関
連付けるなどして、近世の社会
の変化の様子を多面的・多角的
に考察し、表現させる。
②近世の日本を大観して、時代
の特色を多面的・多角的に考察
し、表現させる。

(学･人)
①近世の日本について、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究させ
る。

(思･判･表)
①交易の広がりとその影響、統
一政権の諸政策の目的、産業の
発達と文化の担い手の変化、社
会の変化と幕府の政策の変化な
どに着目して、事象を相互に関
連付けるなどして、近世の社会
の変化の様子を多面的・多角的
に考察し、表現している。
②近世の日本を大観して、時代
の特色を多面的・多角的に考察
し、表現している。

(主学)
①近世の日本について、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究しよ
うとしている。

留意点
引継ぎ等

27３
学
期

●中世 ・武士の世の始まり
・武家政権の内と外
・人々の結び付きが強まる社会

●近世 ・大航海によって結びつく世界
・戦乱から全国統一へ



中学部　２年（１課程）　社会科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

帝国書院

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

35 (知及技）
①江戸幕府の成立と大名統制、
身分制と農村の様子、鎖国など
の幕府の対外政策と対外関係な
どを基に、幕府と藩による支配
が確立したことを理解させる。
②産業や交通の発達、教育の普
及と文化の広がりなどを基に、
町人文化が都市を中心に形成さ
れたことや、各地方の生活文化
が生まれたことを理解させる。
③社会の変動や欧米諸国の接
近、幕府の政治改革、新しい学
問・思想の動きなどを基に、幕
府の政治が次第に行き詰まりを
見せたことを理解させる。

(知・技）
①江戸幕府の成立と大名統制、
身分制と農村の様子、鎖国など
の幕府の対外政策と対外関係な
どを基に、幕府と藩による支配
が確立したことを理解してい
る。
②産業や交通の発達、教育の普
及と文化の広がりなどを基に、
町人文化が都市を中心に形成さ
れたことや、各地方の生活文化
が生まれたことを理解してい
る。
③社会の変動や欧米諸国の接
近、幕府の政治改革、新しい学
問・思想の動きなどを基に、幕
府の政治が次第に行き詰まりを
見せたことを理解している。

●近世 ・武士による全国支配の完成
・天下太平の世の中
・社会の変化と幕府の対策

(思判表力)
①交易の広がりとその影響、統
一政権の諸政策の目的、産業の
発達と文化の担い手の変化、社
会の変化と幕府の政策の変化な
どに着目して、事象を相互に関
連付けるなどして、近世の社会
の変化の様子を多面的・多角的
に考察し、表現させる。
②近世の日本を大観して、時代
の特色を多面的・多角的に考察
し、表現させる。

(学･人)
①近世の日本について、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究させ
る。

(思･判･表)
①交易の広がりとその影響、統
一政権の諸政策の目的、産業の
発達と文化の担い手の変化、社
会の変化と幕府の政策の変化な
どに着目して、事象を相互に関
連付けるなどして、近世の社会
の変化の様子を多面的・多角的
に考察し、表現している。
②近世の日本を大観して、時代
の特色を多面的・多角的に考察
し、表現している。

(主学)
①近世の日本について、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究しよ
うとしている。

令和４年度

単位数
／配当時数 児童生徒

102 中学2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）
・我が国の歴史の大きな流れを、世界の歴史を背景に、各時代の特色を踏まえて理解するとともに、諸資料から歴史に関する様々な情報
を効果的に調べてまとめる技能を身につけるようにする。（歴史）
・我が国の国土及び世界の諸地域に関して、地域の諸事象や地域的特色を理解するとともに、調査や諸資料から地理に関する様々な情報
を効果的に調べまとめる技能を身につけるようにする。（地理）

(思判表力)
・歴史の関わる事象の意味や意義、伝統と文化の特色などを、時期や年代、推移、比較、相互の関連や現在とのつながりなどに着目して
多面的・多角的に考察したり、歴史に見られる課題を把握し複数の立場や意見を踏まえて公正に選択・判断したりする力、思考・判断し
たことを説明したり、それらを基に議論したりする力を養う。（歴史）
・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、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公正に選択・判断したりする力、思考・判断したこと
を説明したり、それらを基に議論したりする力を養う。（地理）

(学･人)
・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究、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我が国の歴史に対する愛情。国民としての自覚、国家及び社会並びに文化の発展や人々の生活の向に尽くした
歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を尊重しようとすることの大切さについて自覚などを深め、国際協調の精神を養う。（歴史）
・日本や世界の地域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究、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。（地理）



(知及技）
①欧米諸国における産業革命や
市民革命、アジア諸国の動きな
どを基に、欧米諸国が近代社会
を成立させてアジアへ進出した
ことを理解させる。
②開国とその影響、富国強兵・
殖産興業政策、文明開化の風潮
などを基に、明治維新によって
近代国家の基礎が整えられて、
人々の生活が大きく変化したこ
とを理解させる。

(知・技）
①欧米諸国における産業革命や
市民革命、アジア諸国の動きな
どを基に、欧米諸国が近代社会
を成立させてアジアへ進出した
ことを理解している。
②開国とその影響、富国強兵・
殖産興業政策、文明開化の風潮
などを基に、明治維新によって
近代国家の基礎が整えられて、
人々の生活が大きく変化したこ
とを理解している。

●近代（前半） ・欧米諸国における「近代化」
・開国と幕府の終わり
・明治政府による「近代化」の始まり
・近代国家への歩み
・帝国主義と日本
・アジアの強国の光と影

(思判表力)
①工業化の進展と政治や社会の
変化、明治政府の諸改革の目
的、議会政治や外交の展開、近
代化がもたらした文化への影
響、経済の変化の政治への影
響、戦争に向かう時期の社会や
生活の変化、世界の動きと我が
国との関連などに着目して、事
象を相互に関連付けるなどし
て、近代の社会の変化の様子を
多面的・多角的に考察し、表現
させる。
②近代前半の日本と世界を大観
して、時代の特色を多面的・多
角的に考慮し、表現させる。

(学･人)
①近代前半の日本と世界につい
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
に追究させる。

(思･判･表)
①工業化の進展と政治や社会の
変化、明治政府の諸改革の目
的、議会政治や外交の展開、近
代化がもたらした文化への影
響、経済の変化の政治への影
響、戦争に向かう時期の社会や
生活の変化、世界の動きと我が
国との関連などに着目して、事
象を相互に関連付けるなどし
て、近代の社会の変化の様子を
多面的・多角的に考察し、表現
している。
②近代前半の日本と世界を大観
して、時代の特色を多面的・多
角的に考慮し、表現している。

(主学)
①近代前半の日本と世界につい
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
に追究しようとしている。

(知及技）
①観察や野外調査、文献調査を
行う際の視点や方法、地理的な
まとめ方の基礎を理解させる。
②地形図や主題図の読図、目的
や用途に適した地図の作成など
の地理的技能を身につけさせ
る。

(思判表力)
①地域調査において、対象とな
る場所の特徴などに着目して、
適切な主題や調査、まとめとな
るように、調査の手法やその結
果を多面的・多角的に考慮し、
表現させる。

(学･人)
①地域調査の手法について、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究
させる。

(知・技）
①観察や野外調査、文献調査を
行う際の視点や方法、地理的な
まとめ方の基礎を理解してい
る。
②地形図や主題図の読図、目的
や用途に適した地図の作成など
の地理的技能を身につけてい
る。

(思･判･表)
①地域調査において、対象とな
る場所の特徴などに着目して、
適切な主題や調査、まとめとな
るように、調査の手法やその結
果を多面的・多角的に考慮し、
表現している。

(主学)
①地域調査の手法について、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究
しようとしている。

●身近な地域の調査 ・身近な地域の調査

２
学
期

40



(知及技）
①日本の地形や気候特色、海洋
に囲まれた日本の国土の特色、
自然災害と防災への取り組みな
どを基に、日本の自然環境に関
する特色を理解させる。
②少子高齢化の課題、国内の人
口分布や過疎・過密問題などを
基に、日本の人口に関する特色
を理解させる。
③日本の資源・エネルギー利用
の現状、国内の産業の動向、環
境やエネルギーに関する課題な
どを基に、日本の資源・エネル
ギーと産業に関する特色を理解
させる。
④日本と世界との交通・通信網
の整備状況、これを活用した陸
上、海上輸送等の物流や人の往
来などを基に、国内各地の結び
付きや日本と世界との結び付き
の特色を理解させる。
⑤「自然環境」「人口」「資
源・エネルギーと産業」「交
通・通信」の項目に基づく地域
区分を踏まえ、我が国の国土の
特色を大観し理解させる。

(知・技）
①日本の地形や気候特色、海洋
に囲まれた日本の国土の特色、
自然災害と防災への取り組みな
どを基に、日本の自然環境に関
する特色を理解している。
②少子高齢化の課題、国内の人
口分布や過疎・過密問題などを
基に、日本の人口に関する特色
を理解している。
③日本の資源・エネルギー利用
の現状、国内の産業の動向、環
境やエネルギーに関する課題な
どを基に、日本の資源・エネル
ギーと産業に関する特色を理解
している。
④日本と世界との交通・通信網
の整備状況、これを活用した陸
上、海上輸送等の物流や人の往
来などを基に、国内各地の結び
付きや日本と世界との結び付き
の特色を理解している。
⑤「自然環境」「人口」「資
源・エネルギーと産業」「交
通・通信」の項目に基づく地域
区分を踏まえ、我が国の国土の
特色を大観し理解している。

●日本の地域的特色 ・山がちな日本の地形
・川がつくる地形と海岸や海洋の特色
・日本の気候
・日本のさまざまな自然災害
・自然災害に対する備え
・日本の人口
・日本の資源・エネルギーと電力
・日本の農業・林業・漁業とその変化
・日本の工業とその変化
・日本の商業・サービス業
・日本の交通網・通信網
・さまざまな地域区分

⑥日本や国内地域に関する各種
の主題図や資料を基に、地域区
分をする技能を身につけさせ
る。

(思判表力)
①「自然環境」「人口」「資
源・エネルギーと産業」「交
通・通信」の項目について、そ
れぞれの地域区分を、地域の共
通点や差異、分布などに着目し
て、多面的・多角的に考察し、
表現させる。

(学･人)
①日本の地域的特色と地域区分
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
主体的に追究させる。

⑥日本や国内地域に関する各種
の主題図や資料を基に、地域区
分をする技能を身につけてい
る。

(思･判･表)
①「自然環境」「人口」「資
源・エネルギーと産業」「交
通・通信」の項目について、そ
れぞれの地域区分を、地域の共
通点や差異、分布などに着目し
て、多面的・多角的に考察し、
表現している。

(主学)
①日本の地域的特色と地域区分
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
主体的に追究しようとしてい
る。

(知及技）
①幾つかに区分した日本のそれ
ぞれの地域について、その地域
的特色や地域の課題を理解させ
る。

(思判表力)
①日本の諸地域において、地域
の広がりや地域内の結び付き、
人々の対応などに着目して、他
の事象やそこで生ずる課題と有
機的に関連付けて多面的・多角
的に考察し、表現させる。

(学･人)
①日本の諸地域について、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究さ
せる。

(知・技）
①幾つかに区分した日本のそれ
ぞれの地域について、その地域
的特色や地域の課題を理解して
いる。

(思･判･表)
①日本の諸地域において、地域
の広がりや地域内の結び付き、
人々の対応などに着目して、他
の事象やそこで生ずる課題と有
機的に関連付けて多面的・多角
的に考察し、表現している。

(主学)
①日本の諸地域について、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究し
ようとしている。

●日本の諸地域 ・九州地方
・中国・四国地方
・近畿地方
・中部地方
・関東地方
・東北地方
・北海道地方
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(知及技）
①地域の実態や課題解決のため
の取り組みを理解させる。
②地域的な課題の解決に向けて
考察、構想したことを適切に説
明、議論しまとめる手法につい
て理解させる。

(思判表力)
①地域の在り方を、地域の結び
付きや地域の変容、持続可能性
などに着目し、そこで見られる
地理的な課題について多面的・
多角的に考察、構想し、表現さ
せる。

(学･人)
・地域の在り方について、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究、
解決させる。

(知・技）
①地域の実態や課題解決のため
の取り組みを理解している。
②地域的な課題の解決に向けて
考察、構想したことを適切に説
明、議論しまとめる手法につい
て理解している。

(思･判･表)
①地域の在り方を、地域の結び
付きや地域の変容、持続可能性
などに着目し、そこで見られる
地理的な課題について多面的・
多角的に考察、構想し、表現し
ている。

(主学)
・地域の在り方について、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究、
解決しようとしている。

●地域の在り方 ・課題を把握しよう
・地域を捉えよう
・課題の要因を考察しよう
・課題の解決に向けて構想しよう
・課題の成果を発信しよう

留意点
引継ぎ等



中学部　3年（１課程）　社会科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

帝国書院

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第一次世界大戦の背景とその
影響、民族運動の高まりと国際
協調の動き、我が国の国民の政
治的自覚の高まりと文化の大衆
化などを基に、第一次世界大戦
前後の国際情勢及び我が国の動
きと、大戦後に国際平和への努
力がなされたことを理解させ
る。
②経済の世界的な混乱と社会問
題の発生、昭和初期から第二次
世界大戦の終結までの我が国の
政治・外交の動き、中国などア
ジア諸国との台頭から戦争まで
の経過と、大戦が人類全体に惨
禍を及ぼしたことを理解させ
る。

(知・技）
①第一次世界大戦の背景とその
影響、民族運動の高まりと国際
協調の動き、我が国の国民の政
治的自覚の高まりと文化の大衆
化などを基に、第一次世界大戦
前後の国際情勢及び我が国の動
きと、大戦後に国際平和への努
力がなされたことを理解してい
る。
②経済の世界的な混乱と社会問
題の発生、昭和初期から第二次
世界大戦の終結までの我が国の
政治・外交の動き、中国などア
ジア諸国との台頭から戦争まで
の経過と、大戦が人類全体に惨
禍を及ぼしたことを理解してい
る。

●近代（後半） ・第一次世界大戦と民族独立の動き
・高まるデモクラシーの意識
・戦争に向かう世論
・第二次世界大戦の惨禍

(思判表力)
①戦争に向かう時期の社会や生
活の変化、世界の動きと我が国
との関連などに着目して、事象
を相互に関連付けるなどして、
近代の社会の変化の様子を多面
的・多角的に考察し、表現させ
る。
②近代後半の日本と世界を大観
して、時代の特色を多面的・多
角的に考察し表現させる。

(学･人)
①近代後半の日本と世界につい
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
に追究させる。

(思･判･表)
①戦争に向かう時期の社会や生
活の変化、世界の動きと我が国
との関連などに着目して、事象
を相互に関連付けるなどして、
近代の社会の変化の様子を多面
的・多角的に考察し、表現して
いる。
②近代後半の日本と世界を大観
して、時代の特色を多面的・多
角的に考察し表現している。

(主学)
①近代後半の日本と世界につい
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
に追究しようとしている。

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）
・我が国の歴史の大きな流れを、世界の歴史を背景に、各時代の特色を踏まえて理解するとともに、諸資料から歴史に関する様々な情報
を効果的に調べてまとめる技能を身につけるようにする。（歴史）
・個人の尊厳と人権尊重の意義、特に自由・権利と責任・義務との関係を広い視野から正しく認識し、民主主義、民主政治の意義、国民
の生活の向上と経済活動との関わり、現代の社会生活及び国際関係などについて、個人と社会との関わりを中心に理解を深めるととも
に、諸資料から現代の社会的事象に関する情報を効果的に調べる技能を身につけるようにする。（公民）

(思判表力)
・歴史の関わる事象の意味や意義、伝統と文化の特色などを、時期や年代、推移、比較、相互の関連や現在とのつながりなどに着目して
多面的・多角的に考察したり、歴史に見られる課題を把握し複数の立場や意見を踏まえて公正に選択・判断したりする力、思考・判断し
たことを説明したり、それらを基に議論したりする力を養う。（歴史）
・社会的事象の意味や意義、特色や相互の関連を現代の社会生活と関連付けて多面的・多角的に考察したり、現代社会に見られる課題に
ついて公正に判断射たりする力、思考・判断したことを説明したり、それらを基に議論したりする力を養う。（公民）
　
(学･人)
・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究、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我が国の歴史に対する愛情。国民としての自覚、国家及び社会並びに文化の発展や人々の生活の向に尽くした
歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を尊重しようとすることの大切さについて自覚などを深め、国際協調の精神を養う。（歴史）
・現代の社会的事象について、現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わろ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、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。（公民）

1
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(知及技）
①冷戦、我が国の民主化と再建
の過程、国際社会への復帰など
を基に、第二次世界大戦後の諸
改革の特色や世界の動きの中で
新しい日本の建設が進められた
ことを理解させる。
②高度経済成長、国際社会との
関わり、冷戦の終結などを基
に、我が国の経済や科学技術の
発展によって国民の生活が向上
し、国際社会において我が国の
役割が大きくなってきたことを
理解させる。

(知・技）
①冷戦、我が国の民主化と再建
の過程、国際社会への復帰など
を基に、第二次世界大戦後の諸
改革の特色や世界の動きの中で
新しい日本の建設が進められた
ことを理解している。
②高度経済成長、国際社会との
関わり、冷戦の終結などを基
に、我が国の経済や科学技術の
発展によって国民の生活が向上
し、国際社会において我が国の
役割が大きくなってきたことを
理解している。

●現代 ・敗戦から立ち直る日本
・世界の多極化と日本の成長
・これからの日本と世界

(思判表力)
①諸改革の展開と国際社会の変
化、政治の展開と国民生活の変
化などに着目して、事象を相互
に関連付けるなどして、現代の
社会の変化の様子を多面的・多
角的に考察し、表現させる。
②現代の日本と世界を大観し
て、時代の特色を多面的・多角
的に考察し表現させる。
③これまでの学習を踏まえ、歴
史と私たちとのつながり、現在
と未来の日本や世界の在り方に
ついて、課題意識をもって多面
的・多角的に考察、構想し、表
現させる。

(学･人)
①現在の日本と世界について、
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
究、解決させる。

(思･判･表)
①諸改革の展開と国際社会の変
化、政治の展開と国民生活の変
化などに着目して、事象を相互
に関連付けるなどして、現代の
社会の変化の様子を多面的・多
角的に考察し、表現している。
②現代の日本と世界を大観し
て、時代の特色を多面的・多角
的に考察し表現している。
③これまでの学習を踏まえ、歴
史と私たちとのつながり、現在
と未来の日本や世界の在り方に
ついて、課題意識をもって多面
的・多角的に考察、構想し、表
現している。

(主学)
①現在の日本と世界について、
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
究、解決しようとしている。

(知及技）
①現代日本の特色として少子高
齢化、情報化、グローバル化な
どが見られることについて理解
させる。また、現代社会におけ
る文化の意義や影響について理
解させる。

(思判表力)
①少子高齢化、情報化、グロー
バル化などが現在と将来の政
治、経済、国際関係に与える影
響、文化の継承と創造の意義に
ついて多面的・多角的に考察
し、表現させる。

(学･人)
①私たちが生きる現代社会と文
化の特色について、現代社会に
見られる課題の解決を視野に主
体的に社会に関わろうとさせ
る。

(知・技）
①現代日本の特色として少子高
齢化、情報化、グローバル化な
どが見られることについて理解
している。また、現代社会にお
ける文化の意義や影響について
理解している。

(思･判･表)
①少子高齢化、情報化、グロー
バル化などが現在と将来の政
治、経済、国際関係に与える影
響、文化の継承と創造の意義に
ついて多面的・多角的に考察
し、表現している。

(主学)
①私たちが生きる現代社会と文
化の特色について、現代社会に
見られる課題の解決を視野に主
体的に社会に関わろうとしてい
る。

●現代社会と文化 ・現代社会の特色
・私たちの生活と文化

40２
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(知及技）
①現代社会の見方・考え方の基
礎となる枠組みとして、対立と
合意、効率と公正などについて
理解させる。また、人間は本来
社会的存在であることを基に、
個人の尊厳と両性の本質的平
等、契約の重要性やそれを守る
ことの意義及び個人の責任につ
いて理解させる。

(思判表力)
①社会生活における物事の決定
の仕方、契約を通した個人と社
会との関係、きまりの役割につ
いて多面的・多角的に考察し、
表現させる。

(学･人)
①現代社会を捉える枠組みにつ
いて、現代社会に見られる課題
の解決を視野に主体的に社会に
関わろうとさせる。

(知・技）
①現代社会の見方・考え方の基
礎となる枠組みとして、対立と
合意、効率と公正などについて
理解している。また、人間は本
来社会的存在であることを基
に、個人の尊厳と両性の本質的
平等、契約の重要性やそれを守
ることの意義及び個人の責任に
ついて理解している。

(思･判･表)
①社会生活における物事の決定
の仕方、契約を通した個人と社
会との関係、きまりの役割につ
いて多面的・多角的に考察し、
表現している。

(主学)
①現代社会を捉える枠組みにつ
いて、現代社会に見られる課題
の解決を視野に主体的に社会に
関わろうとしている。

●現代社会をとらえる枠
組み

・社会的存在として生きる私たち
・効率と公正
・私たちときまり

(知及技）
①人間の尊重についての考え方
を、基本的人権を中心に深め、
法の意義を理解させる。また、
民主的な社会生活を営むために
は、法に基づく政治が大切であ
ること、日本国憲法が基本的人
権の尊重、国民主権及び平和主
義を基本的原則としているこ
と、日本国及び日本国民統合の
象徴としての天皇の地位と天皇
の国事に関する行為について理
解させる。

(知・技）
①人間の尊重についての考え方
を、基本的人権を中心に深め、
法の意義を理解している。
②民主的な社会生活を営むため
には、法に基づく政治が大切で
あることを理解している。
③日本国憲法が基本的人権の尊
重、国民主権及び平和主義を基
本的原則としていることについ
て理解している。
④日本国及び日本国民統合の象
徴としての天皇の地位と天皇の
国事に関する行為について理解
している。

●日本国憲法 ・民主主義と日本国憲法
・基本的人権の尊重
・法の支配を支えるしくみ

(思判表力)
①我が国の政治が日本国憲法に
基づいて行われていることの意
義について多面的・多角的に考
察し、表現させる。

(学･人)
①人間の尊重についての考え方
や日本国憲法の基本的原則など
について、現代社会に見られる
課題の解決を視野に主体的に社
会に関わろうとさせる。

(思･判･表)
①対立と合意、効率と公正、個
人の尊重と法の支配、民主主義
などに着目して、我が国の政治
が日本国憲法に基づいて行われ
ていることの意義について多面
的・多角的に考察し、表現して
いる。

(主学)
①人間の尊重についての考え方
や日本国憲法の基本的原則など
について、現代社会に見られる
課題の解決を視野に主体的に社
会に関わろうとしている。



(知及技）
①国会を中心とする我が国の民
主政治の仕組みのあらましや政
党の役割、議会制民主主義の意
義、多数決の原理とその運用の
在り方、国民の権利を守り社会
の秩序を維持するために、法に
基づく公正な裁判の保障がある
こと、地方政治の基本的な考え
方について理解させる。

(知・技）
①国会を中心とする我が国の民
主政治の仕組みのあらましや政
党の役割を理解している。
②議会制民主主義の意義、多数
決の原理とその運用の在り方に
ついて理解している。
③国民の権利を守り、社会の秩
序を維持するために、法に基づ
く公正な裁判の保障があること
について理解している。
④地方自治の基本的な考え方に
ついて理解している。その際、
地方公共団体の政治の仕組み、
住民の権利や義務について理解
している。

●民主政治 ・民主政治と私たち
・国の政治のしくみ
・地方自治と私たち

(思判表力)
①民主政治の推進と、公正な世
論の形成や選挙など国民の政治
参加との関連について多面的・
多角的に考察、構想し、表現さ
せる。

(学･人)
①民主政治と政治参加につい
て、現代社会に見られる課題の
解決を視野に主体的に社会に関
わろうとさせる。

(思･判･表)
①対立と合意、効率と公正、個
人の尊重と法の支配、民主主義
などに着目して、民主政治の推
進と、公正な世論の形成や選挙
など国民の政治参加との関連に
ついて多面的・多角的に考察
し、構想し、表現している。

(主学)
①民主政治と政治参加につい
て。現代社会に見られる課題の
解決を視野に主体的に社会に関
わろうとしている。

(知及技）
①身近な消費生活を中心に経済
活動の意義、市場経済の基本的
な考え方、現代の生産や金融な
どの仕組みや働き、勤労の権利
と義務、労働組合の意義及び労
働基準法の精神に基づいて理解
させる。

(知・技）
①身近な消費生活を中心に経済
活動の意義について理解してい
る。
②市場経済の基本的な考え方に
ついて理解している。その際、
価格の決まり方や資源の配分に
ついて理解している。
③現代の生産や金融などの仕組
みを理解している。
④勤労の権利と義務、労働組合
の意義及び労働基準法の精神に
基づいて理解している。

●市場経済 ・私たちの生活と経済
・消費者と経済
・企業と経済
・これからの日本経済

(思判表力)
①個人や企業の経済活動におけ
る役割と責任、社会生活におけ
る職業の意義と役割及び雇用と
労働条件の改善について多面
的・多角的に考察し、表現させ
る。

(学･人)
①市場の働きと経済について、
現代社会に見られる課題の解決
を視野に主体的社会に関わろう
とさせる。

(思･判･表)
①対立と合意、効率と公正、分
業と交換、希少性などに着目し
て、個人や企業の経済活動にお
ける役割と責任について多面
的・多角的に考察し、表現して
いる。
②対立と合意、効率と公正、分
業と交換、希少性などに着目し
て、社会生活における職業の意
義と役割及び雇用と労働条件の
改善について多面的・多角的に
考察し、表現している。

(主学)
①市場の働きと経済について、
現代社会に見られる課題の解決
を視野に主体的社会に関わろう
としている。

３
学
期
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(知及技）
①社会資本の整備、公害の防止
など環境の保全、少子高齢社会
における社会保障の充実・安定
化、消費者の保護について、そ
れらの意義を理解する。また、
財政及び租税の意義、国民の納
税の意義について理解させる。

(知・技）
①社会資本の整備、公害の防止
など環境の保全、少子高齢社会
における社会保障の充実・安定
化、消費者の保護について、そ
れらの意義を理解している。
②財政及び租税の意義、国民の
納税の意義について理解してい
る。

●財政 ・私たちの生活と財政
・国の支出と収入
・社会資本の役割と環境への取り組み

(思判表力)
①市場の働きに委ねることが難
しい諸課題に関して、国や地方
公共団体が果たす役割について
多面的・多角的に考察、構想
し、表現させる。また、財政及
び租税の役割について多面的・
多角的に考察し、表現させる。

(学･人)
①国民の生活と政府の役割につ
いて、現代社会に見られる課題
の解決を視野に主体的に社会に
関わろうとさせる。

(思･判･表)
①対立と合意、効率と公正、分
業と交換、希少性などに着目し
て、市場の働きに委ねることが
難しい諸課題に関して、国や地
方公共団体が果たす役割につい
て多面的・多角的に考察、構想
し、表現している。
②対立と合意、効率と公正、分
業と交換、希少性などに着目し
て、財政及び租税の役割につい
て多面的・多角的に考察し、表
現している。

(主学)
①国民の生活と政府の役割につ
いて、現代社会に見られる課題
の解決を視野に主体的に社会に
関わろうとしている。

(知及技）
①世界平和の実現と人類の福祉
の増大のためには、国際協調の
観点から、国家間の相互の主権
の尊重と協力、各国民の相互理
解と協力及び国際連合をはじめ
とする国際機構などの役割が大
切であることを理解させる。そ
の際、領土（領海、領空を含
む。）、国家主権、国際連合の
働きなど基本的な事項について
理解させる。また、地球環境、
資源・エネルギー、貧困などの
現代社会に見られる諸課題の解
決のために経済的、技術的な協
力などが大切であることを理解
させる。

(知・技）
①世界平和の実現と人類の福祉
の増大のためには、国際協調の
観点から、国家間の相互の主権
の尊重と協力、各国民の相互理
解と協力及び国際連合をはじめ
とする国際機構などの役割が大
切であることを理解している。
その際、領土（領海、領空を含
む。）、国家主権、国際連合の
働きなど基本的な事項について
理解している。
②地球環境、資源・エネル
ギー、貧困などの現代社会に見
られる諸課題の解決のために経
済的、技術的な協力などが大切
であることを理解している。

(思判表力)
①日本国憲法の平和主義を基
に、我が国の安全と防衛、国際
貢献を含む国際社会における我
が国の役割について、多面的・
多角的に考察、構想し、表現さ
せる。

(学･人)
①世界平和と人類の福祉の増大
について、現代社会に見られる
課題の解決を視野に主体的に関
わろうとさせる。

(思･判･表)
①対立と合意、効率と公正、協
調、持続可能性などに着目し
て、日本国憲法の平和主義を基
に、我が国の安全と防衛、国際
貢献を含む国際社会における我
が国の役割について、多面的・
多角的に考察、構想し、表現し
ている。

(主学)
①世界平和と人類の福祉の増大
について、現代社会に見られる
課題の解決を視野に主体的に関
わろうとしている。

(思判表力)
①私たちがよりよい社会を築い
ていくために解決すべき課題を
多面的・多角的に考察、構想
し、自分の考えを説明、論述さ
せる。

(学･人)
①私たちがよりよい社会を築い
ていくために解決すべき課題に
ついて、現代社会に見られる課
題の解決を視野に主体的に社会
に関わろうとさせる。

(思･判･表)
①私たちがよりよい社会を築い
ていくために解決すべき課題を
多面的・多角的に考察、構想
し、自分の考えを説明、論述し
ている。

(主学)
①私たちがよりよい社会を築い
ていくために解決すべき課題に
ついて、現代社会に見られる課
題の解決を視野に主体的に社会
に関わろうとしている。

●課題の探究 ・持続可能な社会を目指して

留意点
引継ぎ等

●国際社会 ・紛争のない世界へ
・貧困解消と環境保全



中学部　１年（Ⅰ課程）　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

東京書籍　新しい数学１

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

算数から数学へ ○九九表のきまりをみつけよう
○整数をかけ算の式で表すと，どんなことが
わかるだろうか

数の世界をひろげよう
１正負の数

○小さい数から大きい数をひくには？
○－のついた数は，どんなことを表している
のかを考えてみよう
○負の数をふくめた数直線をつくってみよう
○数直線を使って，数の大小を考えてみよう

２加法と減法 ○正負の数のたし算はどうなるのかな？
○正負の数で，2つの数のたし算を考えてみよ
う
○正負の数で，2つの数のひき算を考えてみよ
う
○加法と減法の混じった式をみなおしてみよ
う

３乗法と除法 ○正負の数のかけ算はどうなるのかな？
○正負の数で，2つの数のかけ算を考えてみよ
う
○正負の数で，2つの数のわり算を考えてみよ
う
○正負の数の四則の混じった計算を考えてみよ
う

４正負の数の利用 ○身長の平均をくふうして求めてみよう

数学のことばを身につけ
よう
１文字を使った式

○棒の本数を求めてみよう
○文字を使って，すべての場合をまとめた式
をつくってみよう
○文字を使った式の表し方を学ぼう
○文字を使った式がどんな数量を表している
か考えてみよう

２文字式の計算 ○棒の本数を求める式は？
○文字を使った式を，その式にふくまれる数
や文字に着目して調べてみよう
○式のなかの同じ文字をふくむ項をまとめる
ことを考えてみよう
○1次式の加法と減法について考えてみよう
○1次式と数の乗法や除法について考えてみよ
う

３文字式の利用 ○棒の本数を求めてみよう
○文字式を利用して，整数の性質を調べてみ
よう
○文字式を利用して，数量の間の関係を表す
ことを考えてみよう

481
学
期

令和４年度

単位数
／配当時数 児童生徒

136 中学部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）
・基礎的な概念や原理・法則などを理解するとともに、事象を数学化したり、数学的に解釈したり、数学的に表現・処理したりする技能
を身に付けるようにする。
(思判表力)
・数量の関係や法則などを考察したりする力、図形について直感的に捉え論理的に考察し表現する力、表・式・グラフを考察する力、
データの傾向を批判的に考察して判断したりする力を養う。
(学･人)
・数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し、それらを生活に活かそうとする態度を養う。

(知及技）
・正の数と負の数の必要性と意
味を理解すること。
・正の数と負の数の四則計算を
すること。
・具体的な場面で正の数と負の
数を用いて表したり処理したり
すること。

(思判表力)
・算数で学習した数の四則計算
と関連付けて，正の数と負の数
の四則計算の方法を考察し表現
すること。
・正の数と負の数を具体的な場
面で活用すること。

(学･人)
・日常の事象を数理的に捉え，
数学的に表現・処理し，問題を
解決したり，解決の過程や結果
を振り返って考察したりするこ
と。
・数学の事象から問題を見いだ
し解決したり，解決の過程や結
果を振り返って統合的・発展的
に考察したりすること。
・数学的な表現を用いて筋道立
てて説明し伝え合うこと。

(知・技）
・自然数，素数，素因数分解の
意味を理解している。
・素因数分解の一意性を理解
し，自然数を素因数分解するこ
とができる。

(思･判･表)
・自然数をいくつかの数の積で
表すことにより，整数の性質を
見いだし表現することができ
る。

(主学)
・自然数をいくつかの数の積で
表すことにより，整数の性質を
見いだそうとしている。

(知及技）
・文字を用いることの必要性と
意味を理解すること。
・文字を用いた式における乗法
と除法の表し方を知ること。
・簡単な一次式の加法と減法の
計算をすること。
・数量の関係や法則などを文字
を用いた式に表すことができる
ことを理解し，式を用いて表し
たり読み取ったりすること。

(思判表力)
・具体的な場面と関連付けて，
一次式の加法と減法の計算の方
法を考察し表現すること。

(学･人)
・日常の事象を数理的に捉え，
数学的に表現・処理し，問題を
解決したり，解決の過程や結果
を振り返って考察したりするこ
と。
・数学の事象から問題を見いだ
し解決したり，解決の過程や結
果を振り返って統合的・発展的
に考察したりすること。
・数学的な表現を用いて筋道立
てて説明し伝え合うこと。

(知・技）
・文字を用いることの必要性と
意味を理解している。
・文字を用いた式における積や
商の表し方を知っている。
・文字を用いた式の文字に数を
代入して，その式の値を求める
ことができる。
・簡単な1次式の計算をすること
ができる。
・数量の関係や法則などを，文
字を用いた式に表すことができ
ることを理解している。
・数量の関係や法則などを，文
字を用いた式を用いて表した
り，読み取ったりすることがで
きる。

(思･判･表)
・具体的な場面と関連づけて，1
次式の加法と減法の計算の方法
を考察し表現することができ
る。
・文字を用いた式を活用して，
具体的な事象を考察し表現する
ことができる。

(主学)
・文字を用いることの必要性と
意味を考えようとしている。
・文字を用いた式について学ん
だことを生活や学習に生かそう
としている。
・文字を用いた式を活用した問
題解決の過程を振り返って検討
しようとしている。



未知の数の求め方を考え
よう
１方程式とその解き方

○紙パックの枚数を求めてみよう
○等式を成り立たせる文字の値について考え
てみよう
○方程式の解を，文字にいろいろな値を代入
して求めてみよう
○方程式の解を，式を変形して求める方法に
ついて考えてみよう
○方程式を効率よく解く方法を考えてみよう
○方程式を，等式の性質を使って解いてみよ
う

２1次方程式の利用 ○交代の時間は何分？
○方程式を利用して問題を解決しよう

数量の関係を調べて問題
を解決しよう
１関数と比例・反比例

○満水になるまでの時間を予想しよう
○ともなって変わる2つの数量の間の関係につ
いて考えてみよう
○2つの数量の間に，関数の関係があるかどう
か調べてみよう
○関数の関係を身のまわりの問題に利用して
みよう

２比例の性質と調べ方 ○負の数の世界へひろげてみよう
○xの変域や比例定数を負の数にひろげたとき
の比例の性質を調べてみよう
○xの変域や比例定数が負の数の場合をふくめ
た比例の式を考えてみよう
○比例のグラフをかいて，その特徴を調べて
みよう
○比例では，xとyの値の変化にどのような特
徴があるか調べてみよう

３反比例の性質と調べ方 ○負の数の世界へひろげてみよう
○xの変域や比例定数を負の数にひろげたとき
の反比例の性質を調べてみよう
○xの変域や比例定数が負の数の場合をふくめ
た反比例の式を考えてみよう
○反比例のグラフをかいて，その特徴を調べ
てみよう

４比例と反比例の利用 ○待ち時間の予想はできるかな？
○身のまわりの問題を，比例や反比例を利用
して解決してみよう
○比例のグラフを利用して，問題を解決して
みよう

53２
学
期

(知及技）
・関数関係の意味を理解するこ
と。
・比例，反比例について理解す
ること
・座標の意味を理解すること。
・比例，反比例を表，式，グラ
フなどに表すこと。

(思判表力)
・比例，反比例として捉えられ
る二つの数量について，表，
式，グラフなどを用いて調べ，
それらの変化や対応の特徴を見
いだすこと。
・比例，反比例を用いて具体的
な事象を捉え考察し表現するこ
と。

(学･人)
・日常の事象を数理的に捉え，
数学的に表現・処理し，問題を
解決したり，解決の過程や結果
を振り返って考察したりするこ
と。
・数学の事象から問題を見いだ
し解決したり，解決の過程や結
果を振り返って統合的・発展的
に考察したりすること。
・数学的な表現を用いて筋道立
てて説明し伝え合うこと。

(知・技）
・関数関係の意味を理解してい
る。
・比例，反比例について理解し
ている。
・比例，反比例を表，式，グラ
フなどに表すことができる。

(思･判･表)
・比例，反比例として捉えられ
る2つの数量について，表，式，
グラフなどを用いて調べ，それ
らの変化や対応の特徴を見いだ
すことができる。
・比例，反比例を用いて具体的
な事象を捉え考察し表現するこ
とができる。

(主学)
・関数関係の意味や比例，反比
例について考えようとしてい
る。
・比例，反比例について学んだ
ことを生活や学習に生かそうと
している。
・比例，反比例を活用した問題
解決の過程を振り返って検討し
ようとしている。

(知及技）
・方程式の必要性と意味及び方
程式の中の文字や解の意味を理
解すること。
・簡単な一元一次方程式を解く
こと。

(思判表力)
・等式の性質を基にして，一元
一次方程式を解く方法を考察し
表現すること。
・一元一次方程式を具体的な場
面で活用すること。

(学･人)
・日常の事象を数理的に捉え，
数学的に表現・処理し，問題を
解決したり，解決の過程や結果
を振り返って考察したりするこ
と。
・数学の事象から問題を見いだ
し解決したり，解決の過程や結
果を振り返って統合的・発展的
に考察したりすること。
・数学的な表現を用いて筋道立
てて説明し伝え合うこと。

(知・技）
・方程式の必要性と意味を理解
している。
・方程式の解や等式の性質，移
項の意味を理解している。
・等式の性質の意味を理解し，
等式の性質を用いて方程式を解
くことができる。
・移項の考えを用いて方程式を
解くことができる。
・簡単な１次方程式，比例式を
解くことができる。
・事象の中の数量やその関係に
着目し，1次方程式をつくること
ができる。
・１次方程式を用いて具体的な
場面の問題解決を行うときの，
解の吟味の意味と必要性を理解
している。

(思･判･表)
・等式の性質をもとにして，１
次方程式を解く方法を考察し表
現することができる。
・方程式において，移項できる
理由を等式の性質をもとにして
考察し表現することができる。
・具体的な場面の問題におい
て，１次方程式を活用し，問題
を解決することができる。
・具体的な場面の問題におい
て，解を吟味して解答としてよ
いことを判断することができ
る。

(主学)
・方程式の必要性と意味を考え
ようとしている。
・正負の数や文字を使った式で
学んだことを生かして，方程式
を効率的に解く方法を検討して
いる。
・方程式について学んだことを
生活や学習に生かそうとしてい
る。
・方程式を活用した問題解決の
過程を振り返って検討しようと
している。



平面図形の見方をひろげ
よう
１図形の移動

○パッチワークのデザインを考えよう
○平行移動について考えてみよう
○回転移動について考えてみよう
○対称移動について考えてみよう

２基本の作図 ○正六角形を正確にかくには？
○定規とコンパスだけを使って，どんな図形
がかけるか考えてみよう
○作図の方法を考えるために，交わる２つの
円の性質について考えてみよう
○垂線の作図について考えてみよう
○垂直二等分線の作図について考えてみよう
○角の二等分線の作図について考えてみよう

３おうぎ形 ○どちらのピザが大きいかな？
○円の一部である図形とその面積について考
えてみよう

立体の見方をひろげよう
１いろいろな立体

○身のまわりから立体を見つけよう
○いろいろな立体の特徴を調べてみよう

２立体の見方と調べ方 ○どこから撮ったのかな？
○空間における直線と平面を考えよう
○空間内にある平面や直線の位置関係を分類
してみよう
○展開図の特徴をとらえ，角錐や円錐の展開
図を考えてみよう
○立体の実際の面の形や高さなどが見える方
向について考えてみよう

３立体と体積と表面積 ○階段の形の体積を求めてみよう
○角柱や円柱の体積を求める式をみなおして
みよう
○角錐や円錐の体積を，角柱や円柱の体積と
比べて考えてみよう
○立体の底面や側面の面積を，展開図をもと
に考えてみよう
○球の体積や表面積を，その球がちょうど入
る円柱と比べて考えてみよう

35３
学
期

(知及技）
・角の二等分線，線分の垂直二
等分線，垂線などの基本的な作
図の方法を理解すること。
・平行移動，対称移動及び回転
移動について理解すること。

(思判表力)
・図形の性質に着目し，基本的
な作図の方法を考察し表現する
こと。
・図形の移動に着目し，二つの
図形の関係について考察し表現
すること。
・基本的な作図や図形の移動を
具体的な場面で活用すること。

(学･人)
・日常の事象を数理的に捉え，
数学的に表現・処理し，問題を
解決したり，解決の過程や結果
を振り返って考察したりするこ
と。
・数学の事象から問題を見いだ
し解決したり，解決の過程や結
果を振り返って統合的・発展的
に考察したりすること。
・数学的な表現を用いて筋道立
てて説明し伝え合うこと。

(知・技）
・平行移動，対称移動及び回転
移動について理解している。
・平面図形に関する用語や記号
の意味と使い方を理解してい
る。
・角の二等分線，線分の垂直二
等分線，垂線などの基本的な作
図の方法を理解している。
・おうぎ形の弧の長さと面積を
求めることができる。

(思･判･表)
・図形の移動に着目し，２つの
合同な図形の関係について考察
し表現することができる。
・線対称な図形の性質をもとに
して，基本的な作図の方法を考
察し表現することができる。
・図形の移動や基本的な作図を
具体的な場面で活用することが
できる。

(主学)
・平面図形の性質や関係を捉え
ることの必要性と意味を考えよ
うとしている。
・平面図形について学んだこと
を生活や学習に生かそうとして
いる。
・図形の移動や基本的な作図を
活用した問題解決の過程を振り
返って検討しようとしている。

(知及技）
・空間における直線や平面の位
置関係を知ること。
・扇形の弧の長さと面積，基本
的な柱体や錐すい体，球の表面
積と体積を求めること。

(思判表力)
・空間図形を直線や平面図形の
運動によって構成されるものと
捉えたり，空間図形を平面上に
表現して平面上の表現から空間
図形の性質を見いだしたりする
こと。
・立体図形の表面積や体積の求
め方を考察し表現すること。

(学･人)
・日常の事象を数理的に捉え，
数学的に表現・処理し，問題を
解決したり，解決の過程や結果
を振り返って考察したりするこ
と。
・数学の事象から問題を見いだ
し解決したり，解決の過程や結
果を振り返って統合的・発展的
に考察したりすること。
・数学的な表現を用いて筋道立
てて説明し伝え合うこと。

(知・技）
・空間における直線や平面の位
置関係を理解している。
・立体図形の展開図や投影図に
ついて理解している。
・柱体や錐体，球の表面積と体
積を求めることができる

(思･判･表)
・空間図形を直線や平面図形の
運動によって構成されるものと
捉えることができる。
・空間図形を平面上に表現して
平面上の表現から空間図形の性
質を見いだすことができる。
・立体図形の表面積や体積の求
め方を考察し表現することがで
きる。

(主学)
・空間図形の性質や関係を捉え
ることの必要性や意味を考えよ
うとしている。
・空間図形について学んだこと
を生活や学習に生かそうとして
いる。



データを活用して判断し
よう
１データの整理と分析

○現在のチームを分析しよう
○データを表やグラフに整理し，分布の特徴
を読みとってみよう
○全体の度数が異なるデータを比較してみよ
う

２データの活用 ○どちらの並び方がよいかな？

３ことがらの起こりやす
さ

○どちらを選ぶ？
○ことがらの起こりやすさを数で表してみよ
う
○起こりやすさの傾向を読みとって判断しよ
う

(知及技）
・ヒストグラムや相対度数など
の必要性と意味を理解するこ
と。
・コンピュータなどの情報手段
を用いるなどしてデータを表や
グラフに整理すること。
・多数の観察や多数回の試行に
よって得られる確率の必要性と
意味を理解すること。

(思判表力)
・目的に応じてデータを収集し
て分析し，そのデータの分布の
傾向を読み取り，批判的に考察
し判断すること。
・多数の観察や多数回の試行の
結果を基にして，不確定な事象
の起こりやすさの傾向を読み取
り表現すること。

(学･人)
・日常の事象を数理的に捉え，
数学的に表現・処理し，問題を
解決したり，解決の過程や結果
を振り返って考察したりするこ
と。
・数学の事象から問題を見いだ
し解決したり，解決の過程や結
果を振り返って統合的・発展的
に考察したりすること。
・数学的な表現を用いて筋道立
てて説明し伝え合うこと。

(知・技）
・ヒストグラムや相対度数など
の必要性と意味を理解してい
る。
・累積度数，累積相対度数の必
要性と意味を理解している。
・代表値や範囲の必要性と意味
を理解している。
・コンピュータなどの情報手段
を用いるなどしてデータを表や
グラフに整理することができ
る。
・多数の観察や多数回の試行に
よって得られる確率の必要性と
意味を理解している。

(思･判･表)
・目的に応じてデータを収集し
て分析し，そのデータの分布の
傾向を読み取り，批判的に考察
し判断することができる。
・多数の観察や多数回の試行の
結果をもとにして，不確定な事
象の起こりやすさの傾向を読み
取り表現することができる。

(主学)
・ヒストグラムや相対度数の必
要性や意味を考えようとしてい
る。
・ヒストグラムや相対度数につ
いて学んだことを生活や学習に
生かそうとしている。
・ヒストグラムや相対度数を活
用した問題解決の過程を振り
返って検討したり，多面的に捉
え考えようとしたりしている。
・多数の観察や多数回の試行に
よって得られる確率の必要性や
意味を考えようとしている。
・多数の観察や多数回の試行に
よって得られる確率について学
んだことを生活や学習に生かそ
うとしている。

留意点
引継ぎ等



中学部２年（Ⅰ課程）　　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

東京書籍　新しい数学２

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

文字式を使って説明しよ
う
１式の計算

○文字を使った式を、項の数やかけられてい
る文字の個数で分類してみよう
○多項式の加法や減法について考えてみよう
○単項式の乗法や除法について考えてみよう

２文字式の利用 ○数の性質を説明するには？
○数の性質を見つけて、その性質がいつでも
成り立つ事を説明してみよう

方程式を利用して問題を
解決しよう
１連立方程式とその解き
方

○2つの文字を含む方程式について考えてみよ
う
○2つの方程式から、文字を１つだけ含む方程
式を作る方法を考えてみよう
○いろいろな連立方程式の解き方を考えてみ
よう

２連立方程式の利用 ○連立方程式を利用して、いろいろな問題を
解決してみよう

481
学
期

令和４年度

単位数
／配当時数 児童生徒

137 中学部２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）
　基礎的な概念や原理・法則などを理解するとともに、事象を数学化したり、数学的に表現・処理したりする技能を
身につけるようにする。
(思判表力)
　関数関係に着目し、その特徴を表、式、グラフを相互に関連付けて考察する力、複数の集団のデータの傾向を比較
して読み取り、批判的に考察する力を養う。
(学･人)
　数学的活動の楽しさや数学の良さを実感して粘り強く考え、数学を生活や学習に生かそうとする態度を養う。

(知及技）
・簡単な整式の加法と減法及び
単項式の乗法と除法の計算をす
ること。
・具体的な事象の中の数量の関
係を文字を用いた式で表した
り、式の意味を読み取ったりす
ること。
・文字を用いた式で数量及び数
量の関係を捉え説明できること
を理解すること。
・目的に応じて，簡単な式を変
形すること。

(思判表力)
・具体的な数の計算や既に学習
した計算の方法と関連付けて，
整式の加法と減法及び単項式の
乗法と除法の計算の方法を考察
し表現すること。
・文字を用いた式を具体的な場
面で活用すること。

(学･人)
・数学的活動の楽しさや数学の
良さを実感して粘り強く考え、
数学を生活や学習に生かそうと
する態度、問題解決の過程を振
り返って評価・改善しようとす
る態度、多様な考えを認め、よ
りよく問題解決しようとする態
度を養う。

(知及技）
・二元一次方程式とその解の意
味を理解すること。
・連立二元一次方程式の必要性
と意味及びその解の意味を理解
すること。
・簡単な連立二元一次方程式を
解くこと。

(思判表力)
・一元一次方程式と関連付け
て，連立二元一次方程式を解く
方法を考察し表現すること。
・連立二元一次方程式を具体的
な場面で活用すること。

(学･人)
・数学的活動の楽しさや数学の
良さを実感して粘り強く考え、
数学を生活や学習に生かそうと
する態度、問題解決の過程を振
り返って評価・改善しようとす
る態度、多様な考えを認め、よ
りよく問題解決しようとする態
度を養う。

(知・技）
・単項式と多項式，次数の意味
を理解している。
・多項式の加法や減法，乗法や
除法の計算方法を理解し，計算
ができる。
・単項式どうしの乗法や除法の
計算方法を理解し，計算ができ
る。

(思･判･表)
・2つの文字をふくむ多項式と
数の乗法や除法の計算を考え，
説明することができる。
・式の値をくふうして求める方
法を考え，説明することができ
る。

(主学)
・既習の計算方法と関連付け
て，多項式の計算方法を考えよ
うとしている。

(知・技）
・連立方程式とその解の意味を
理解している。
・連立方程式では，1 つの文字
を消去して 1 次方程式をつく
れば解けることを理解してい
る。
・加減法・代入法を理解し,そ
れを用いて連立方程式を解くこ
とができる。

(思･判･表)
・求めたい数量が 2つある問題
を既習の 1 元 1 次方程式など
を活用して解決することができ
る。
・連立方程式の解き方を振り
返って，加減法と代入法を統合
的に捉えることができる。

(主学)
・連立 2 元 1 次方程式の必要
性と意味を考えようとしてい
る。
・1 元 1 次方程式と関連付け
て，連立方程式を解く方法を考
えようとしている。



関数を利用して問題を解
決しよう
１１次関数

○ともなって変わる２つの数量の間の関係を
式で表して調べる

２１次関数の性質と調べ
方

○１次関数の値の変化にはどのような特徴が
あるか調べてみよう
○１次関数のグラフにはどのような特徴があ
るか調べてみよう
○１次関数の式を求める方法を考える

３２元１次方程式と１次
関数

○２元１次方程式と１次関数の解について、
グラフを使って調べよう
○連立方程式の解について、グラフを使って
調べよう

４１次関数の利用 ○２つの数量の間の関係を１次関数とみなし
て、問題を解決してみよう
○図形の面積の変化について調べよう

図形の性質の調べ方を考
えよう
１説明のしくみ

○説明でもとにしていることがらをかんがえ
てみよう
○多角形の外角の和の求め方の説明を考える

２平行線と角 ○直線が交わってできる角の性質を調べてみ
よう
○２つの直線が交わってできる角について調
べてみよう
○平行線の性質をもとにして、三角形の角の
性質を説明してみよう

３合同な図形 ○合同な図形の性質と表し方を知ろう
○2つの三角形が合同かどうか判断する方法を
考えてみよう
○三角形の合同条件を使った証明について考
えてみよう

532
学
期

(知及技）
・一次関数について理解するこ
と。
・事象の中には一次関数として
捉えられるものがあることを知
ること。
・二元一次方程式を関数を表す
式とみること。

(思判表力)
・一次関数として捉えられる二
つの数量について，変化や対応
の特徴を見いだし，表，式，グ
ラフを相互に関連付けて考察し
表現すること。
・一次関数を用いて具体的な事
象を捉え考察し表現すること。

(学･人)
・数学的活動の楽しさや数学の
良さを実感して粘り強く考え、
数学を生活や学習に生かそうと
する態度、問題解決の過程を振
り返って評価・改善しようとす
る態度、多様な考えを認め、よ
りよく問題解決しようとする態
度を養う。

(知・技）
・1 次関数について理解してい
る。
・事象の中には 1 次関数とし
て捉えられるものがあることを
知っている。
・2 元 1 次方程式を関数を表
す式とみることができる。
・1 次関数の変化の割合やグラ
フの切片と傾きの意味を理解し
ている。
・1 次関数の関係を表，式，グ
ラフを用いて表現したり，処理
したりすることができる。

(思･判･表)
・1 次関数として捉えられる 2
つの数量について，変化や対応
の特徴を見いだし，表，式，グ
ラフを相互に関連付けて考察し
表現することができる。
・1 次関数を用いて具体的な事
象を捉え考察し表現することが
できる。

(主学)
・１次関数の必要性と意味を考
えようとしている。
・１次関数について学んだこと
を生活や学習に生かそうとして
いる。
・１次関数を活用した問題解決
の過程を振り返って検討しよう
としている。

(知及技）
・平行線や角の性質を理解する
こと。
・多角形の角についての性質が
見いだせることを知ること。

(思判表力)
・基本的な平面図形の性質を見
いだし，平行線や角の性質を基
にしてそれらを確かめ説明する
こと。

(学･人)
・数学的活動の楽しさや数学の
良さを実感して粘り強く考え、
数学を生活や学習に生かそうと
する態度、問題解決の過程を振
り返って評価・改善しようとす
る態度、多様な考えを認め、よ
りよく問題解決しようとする態
度を養う。

(知・技）
・多角形の角についての性質が
見いだせることを知っている。
・平行線や角の性質を理解して
いる。
・平面図形の合同の意味及び三
角形の合同条件について理解し
ている。
・証明の必要性と意味及びその
方法について理解している。

(思･判･表)
・基本的な平面図形の性質を見
いだし，平行線や角の性質をも
とにしてそれらを確かめ，説明
することができる。

(主学)
・証明の必要性と意味及び証明
の方法を考えようとしている。
・平面図形の性質について学ん
だことを生活や学習に生かそう
としている。
・平面図形の性質を活用した問
題解決の過程を振り返って検討
しようとしている。



図形の性質を見つけて証
明しよう
１三角形

○根拠を考えて二等辺三角形の性質を証明し
てみよう
○二等辺三角形の頂角の二等分線の性質を見
いだし、証明してみよう
○2つの直角三角形はどんなときに合同である
か考えてみよう

２平行四辺形 ○平行四辺形の性質を証明してみよう
○四角形にどんな条件が加わると平行四辺形
になるか考えてみよう
○長方形、ひし形、正方形、平行四辺形との
関係を考えてみよう
○多角形の面積を変えずに、その形を変える
ことを考えてみよう

起こりやすさをとらえて
説明しよう
１確率

○実験や観察によらないで、確率を求めるこ
とができないか考えてみよう
○起こりうる場合を数え上げ、同様に確から
しいか判断しよう
○いろいろな確率を求めてみよう

２確率による説明 ○ことがらの起こりやすさを、確率をもとに
して説明してみよう

(知及技）
・四分位範囲や箱ひげ図の必要
性と意味を理解すること。
・コンピュータなどの情報手段
を用いるなどしてデータを整理
し箱ひげ図で表すこと。

(思判表力)
・四分位範囲や箱ひげ図を用い
てデータの分布の傾向を比較し
て読み取り，批判的に考察し判
断すること。

(学･人)
・数学的活動の楽しさや数学の
良さを実感して粘り強く考え、
数学を生活や学習に生かそうと
する態度、問題解決の過程を振
り返って評価・改善しようとす
る態度、多様な考えを認め、よ
りよく問題解決しようとする態
度を養う。

(知・技）
・四分位範囲や箱ひげ図の必要
性と意味を理解している。
・コンピュータなどの情報手段
を用いるなどしてデータを整理
し箱ひげ図で表すことができ
る。

(思･判･表)
・四分位範囲や箱ひげ図を用い
てデータの分布の傾向を比較し
て読み取り，批判的に考察し判
断することができる。

(主学)
・四分位範囲や箱ひげ図の必要
性と意味を考えようとしてい
る。
・データの分布について学んだ
ことを生活や学習に生かそうと
している。
・四分位範囲や箱ひげ図を活用
した問題解決の過程を振り返っ
て検討しようとしている。

データを比較して判断し
よう
１四分位範囲と箱ひげ図

○複数のデータの分布を比較する方法につい
て考えてみよう
○ヒストグラムと箱ひげ図を対応させて考え
てみよう
○箱ひげ図を用いて、データの分布の傾向を
比較して判断しよう

36３
学
期

留意点
引継ぎ等

(知及技）
・平面図形の合同の意味及び三
角形の合同条件について理解す
ること。
・証明の必要性と意味及びその
方法について理解すること。

(思判表力)
・三角形の合同条件などを基に
して三角形や平行四辺形の基本
的な性質を論理的に確かめた
り，証明を読んで新たな性質を
見いだしたりすること。
・三角形や平行四辺形の基本的
な性質などを具体的な場面で活
用すること。

(学･人)
・数学的活動の楽しさや数学の
良さを実感して粘り強く考え、
数学を生活や学習に生かそうと
する態度、問題解決の過程を振
り返って評価・改善しようとす
る態度、多様な考えを認め、よ
りよく問題解決しようとする態
度を養う。

(知・技）
・証明の必要性と意味及びその
方法について理解している。
・定義やことがらの仮定と結
論，逆の意味を理解している。
・反例の意味を理解している。
・正方形，ひし形，長方形が平
行四辺形の特別な形であること
を理解している。

(思･判･表)
・三角形の合同条件などをもと
にして三角形や平行四辺形の基
本的な性質を論理的に確かめる
ことができる。
・証明を読んで新たな性質を見
いだし，表現することができ
る。

(主学)
・証明の必要性と意味及びその
方法を考えようとしている。
・平面図形の性質や図形の合同
について学んだことを生活や学
習に生かそうとしている。

(知及技）
・多数回の試行によって得られ
る確率と関連付けて，場合の数
を基にして得られる確率の必要
性と意味を理解すること。
・簡単な場合について確率を求
めること。

(思判表力)
・同様に確からしいことに着目
し，場合の数を基にして得られ
る確率の求め方を考察し表現す
ること。
・確率を用いて不確定な事象を
捉え考察し表現すること。

(学･人)
・数学的活動の楽しさや数学の
良さを実感して粘り強く考え、
数学を生活や学習に生かそうと
する態度、問題解決の過程を振
り返って評価・改善しようとす
る態度、多様な考えを認め、よ
りよく問題解決しようとする態
度を養う。

(知・技）
・多数回の試行によって得られ
る確率と関連付けて，場合の数
をもとにして得られる確率の必
要性と意味を理解している。
・簡単な場合について確率を求
めることができる。

(思･判･表)
・同様に確からしいことに着目
し，場合の数をもとにして得ら
れる確率の求め方を考察し表現
することができる。
・確率を用いて不確定な事象を
捉え，考察し表現することがで
きる。

(主学)
・場合の数をもとにして得られ
る確率の必要性と意味を考えよ
うとしている。
・不確定な事象の起こりやすさ
について学んだことを生活や学
習に生かそうとしている。
・確率を活用した問題解決の過
程を振り返って検討しようとし
ている。
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担当者 教科書／副教材

東京書籍　新しい数学３

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

文字式を使って説明しよ
う
1節　多項式の計算

○先にゴールするのはどのコース？
○単項式と多項式の乗法について考えてみよ
う
○多項式を単項式でわる除法について考えて
みよう
○多項式と多項式の乗法について考えてみよ
う
○多項式と多項式の積の形の式を展開するた
めの公式をつくってみよう
○いろいろな式の展開を考えてみよう

文字式を使って説明しよ
う
2節　因数分解

○長方形の縦と横の長さは？
○多項式を，いくつかの式の積で表すことを
考えてみよう
○多項式を因数分解するにはどうしたらよい
か考えてみよう
○いろいろな式の因数分解を考えてみよう

文字式を使って説明しよ
う
3節　式の計算の利用

○速算のしくみを探ろう
○数の計算のくふうを考えてみよう
○式の計算を利用して，数の性質を証明して
みよう
○式の計算を利用して，図形の性質を証明し
てみよう

数の世界をさらにひろげ
よう
1節　平方根

○いろいろな面積の正方形をかいてみよう
○2乗して2になる数について調べてみよう
○2乗してaになる数について考えてみよう
○平方根の大小を調べてみよう
○これまで学んできた数をふり返ってみよう

数学のことばを身につけ
よう
2節　根号をふくむ式の
計算

○新しい数の世界の計算を考えよう
○平方根の乗法や除法は，どのように計算す
ればよいか考えてみよう
○根号のついた数の変形を考えてみよう
○根号のついた数を変形して，近似値を求め
てみよう
○分母に根号がある数の分母を，整数になお
す方法を考えてみよう
○根号をふくむ式の乗法や除法を，くふうし
て計算してみよう
○平方根の加法や減法は，どのように計算す
ればよいか考えてみよう
○これまでに学んだ計算のきまりを使って，
根号をふくむ式を計算してみよう
○根号をふくむ式の計算を使って，式の値を
考えてみよう

数学のことばを身につけ
よう
3節　平方根の利用

○コピー用紙はどんな長方形？

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）
・基礎的な概念や原理・法則などを理解するとともに，事象を数学化したり，数学的に解釈したり，数学的に表現・処理したりする技能
を身に付けるようにする。
(思判表力)
・数量の関係や法則などを考察したりする力，図形の構成要素の関係に着目し，図形の性質や計量について論理的に考察し表現する力，
関数関係に着目し，その特徴を表，式，グラフを相互に関連付けて考察する力，標本と母集団の関係に着目し，母集団の傾向を推定し判
断したり，調査の方法や結果を批判的に考察したりする力を養う。
(学･人)
・数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え，数学を生活や学習に生かそうとする態度，問題解決の過程を振り返って評
価・改善しようとする態度，多様な考えを認め，よりよく問題解決しようとする態度を養う。

1
学
期

(知・技）
・単項式と多項式の乗法及び多
項式を単項式で割る除法の計算
をすることができる。
・簡単な１次式の乗法の計算及
び次の公式を用いる簡単な式の
展開や因数分解をすることがで
きる。
(x＋a)(x＋b)＝x2＋(a＋b)x＋ab
(x＋a)2＝x2＋2ax＋a2
(x－a)2＝x2－2ax＋a2
(x＋a)(x－a)＝x2－a2

(思･判･表)
・既に学習した計算の方法と関
連付けて，式の展開や因数分解
する方法を考察し表現すること
ができる。
・文字を用いた式を活用して数
量及び数量の関係を捉え説明す
ることができる。

(主学)
・式の展開や因数分解をするこ
との必要性や意味を考えようと
している。
・式の展開や因数分解について
学んだことを生活や学習に生か
そうとしている。
・式の展開や因数分解を活用し
た問題解決の過程を振り返って
検討しようとしている。

(知及技）
・数の平方根の必要性と意味を
理解すること。
・数の平方根を含む簡単な式の
計算をすること。
・具体的な場面で数の平方根を
用いて表したり処理したりする
こと。

(思判表力)
・既に学習した計算の方法と関
連付けて，数の平方根を含む式
の計算の方法を考察し表現する
こと。
・数の平方根を具体的な場面で
活用すること。

(学･人)
・日常の事象や社会の事象を数
理的に捉え，数学的に表現・処
理し，問題を解決したり，解決
の過程や結果を振り返って考察
したりすること。
・数学の事象から見通しをもっ
て問題を見いだし解決したり，
解決の過程や結果を振り返って
統合的・発展的に考察したりす
ること。
・数学的な表現を用いて論理的
に説明し伝え合うこと。

(知・技）
・数の平方根の必要性と意味を
理解している。
・有理数，無理数の意味を理解
している。
・数の平方根をふくむ簡単な式
の計算をすることができる。
・具体的な場面で数の平方根を
用いて表したり処理したりする
ことができる。

(思･判･表)
・これまでに学んだ文字式の計
算などと関連付けて，数の平方
根をふくむ式の計算の方法を考
察し表現することができる。
・数の平方根を具体的な場面で
活用することができる。

(主学)
・数の平方根の必要性や意味を
考えようとしている。
・数の平方根について学んだこ
とを生活や学習に生かそうとし
ている。
・数の平方根を活用した問題解
決の過程を振り返って検討しよ
うとしている。
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(知及技）
・数の平方根の必要性と意味を
理解すること。
・数の平方根を含む簡単な式の
計算をすること。
・具体的な場面で数の平方根を
用いて表したり処理したりする
こと。

(思判表力)
・既に学習した計算の方法と関
連付けて，数の平方根を含む式
の計算の方法を考察し表現する
こと。
・数の平方根を具体的な場面で
活用すること。

(学･人)
・日常の事象や社会の事象を数
理的に捉え，数学的に表現・処
理し，問題を解決したり，解決
の過程や結果を振り返って考察
したりすること。
・数学の事象から見通しをもっ
て問題を見いだし解決したり，
解決の過程や結果を振り返って
統合的・発展的に考察したりす
ること。
・数学的な表現を用いて論理的
に説明し伝え合うこと。

令和４年度

単位数
／配当時数 児童生徒

136 中学部３年



方程式を利用して問題を
解決しよう
1節　２次方程式とその
解き方

○ロープで囲んだ長方形の面積は？
○２次の項をふくむ方程式について考えてみ
よう
○２次方程式を成り立たせる文字の値につい
て考えてみよう
○２次方程式を効率よく解く方法を考えよう
○２次方程式 ax2＋bx＋c＝0を解いてみよう
○解の公式を使って，２次方程式を解いてみ
よう
○因数分解を使って，２次方程式を解いてみ
よう
○２次方程式の解き方をふり返ってみよう

方程式を利用して問題を
解決しよう
2節　２次方程式の利用

○畑に通路をつくろう
○２次方程式を利用して，いろいろな問題を
解決してみよう

関数の世界をひろげよう
1節　関数y＝ax2

○ジェットコースターの進むようすは？
○時間にともなって進む距離が増えていくよ
うな変化のようすを調べてみよう

関数の世界をひろげよう
2節　関数y＝ax2の性質
と調べ方

○関数y＝ax2の性質を調べてみよう
○関数y＝ax2のグラフにはどのような特徴が
あるか調べてみよう
○関数y＝ax2のaの値をいろいろにとるとグラ
フはどうなるか調べてみよう
○関数y＝ax2の値の変化のようすをくわしく
調べてみよう
○関数y＝ax＋bと関数y＝ax2の特徴をふり
返ってみよう
○実際の場面で，変化の割合はどんなことを
表しているか考えてみよう

関数の世界をひろげよう
3節　いろいろな関数の
利用

○走行時の速さを推測しよう
○身のまわりの問題を，関数y＝ax2を利用し
て解決してみよう
○関数y＝ax2のグラフを利用して，問題を解
決してみよう
○身のまわりにあるいろいろな関数を調べて
みよう

(知・技）
・2次方程式の必要性と意味及
びその解の意味を理解してい
る。
・平方の形に変形し2次方程式
を解くことができる。
・解の公式の意味を理解し，そ
れを用いて2次方程式を解くこ
とができる。
・因数分解を利用して2次方程
式を解くことができる。
・事象の中の数量やその関係に
着目し，2次方程式をつくるこ
とができる。

(思･判･表)
・平方根や因数分解の考えをも
とにして，2次方程式を解く方
法を考察し表現することができ
る。
・具体的な問題の解決に2次方
程式を活用し，解が適切である
かどうかを判断することができ
る。

(主学)
・2次方程式の必要性と意味を
考えようとしている。
・2次方程式について学んだこ
とを生活や学習に生かそうとし
ている。
・2次方程式を活用した問題解
決の過程を振り返って検討しよ
うとしている。

２
学
期

(知・技）
・関数 y＝ax2について理解し
ている。
・事象の中には関数y＝ax2とし
て捉えられるものがあることを
知っている。
・関数y＝ax2を表，式，グラフ
を用いて表現したり，処理した
りすることができる。
・いろいろな事象の中に，関数
関係があることを理解してい
る。

(思･判･表)
・関数 y＝ax2として捉えられ
る２つの数量について，変化や
対応の特徴を見いだし，表，
式，グラフを相互に関連付けて
考察し表現することができる。
・関数 y＝ax2を用いて具体的
な事象を捉え考察し表現するこ
とができる。

(主学)
・関数 y＝ax2の必要性と意味
を考えようとしている。
・関数 y＝ax2について学んだ
ことを生活や学習に生かそうと
している。
・関数 y＝ax2を活用した問題
解決の過程を振り返って検討し
ようとしている。
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(知及技）
・関数 y＝ax 2 について理解
すること。
・事象の中には関数 y＝ax 2
として捉えられるものがあるこ
とを知ること。
・いろいろな事象の中に，関数
関係があることを理解するこ
と。

(思判表力)
・関数 y＝ax 2 として捉えら
れる二つの数量について，変化
や対応の特徴を見いだし，表，
式，グラフを相互に関連付けて
考察し表現すること。
・関数 y＝ax 2 を用いて具体
的な事象を捉え考察し表現する
こと。

(学･人)
・日常の事象や社会の事象を数
理的に捉え，数学的に表現・処
理し，問題を解決したり，解決
の過程や結果を振り返って考察
したりすること。
・数学の事象から見通しをもっ
て問題を見いだし解決したり，
解決の過程や結果を振り返って
統合的・発展的に考察したりす
ること。
・数学的な表現を用いて論理的
に説明し伝え合うこと。

(知及技）
・二次方程式の必要性と意味及
びその解の意味を理解するこ
と。
・因数分解したり平方の形に変
形したりして二次方程式を解く
こと。
・解の公式を知り，それを用い
て二次方程式を解くこと。

(思判表力)
・因数分解や平方根の考えを基
にして，二次方程式を解く方法
を考察し表現すること。
・二次方程式を具体的な場面で
活用すること。

(学･人)
・日常の事象や社会の事象を数
理的に捉え，数学的に表現・処
理し，問題を解決したり，解決
の過程や結果を振り返って考察
したりすること。
・数学の事象から見通しをもっ
て問題を見いだし解決したり，
解決の過程や結果を振り返って
統合的・発展的に考察したりす
ること。
・数学的な表現を用いて論理的
に説明し伝え合うこと。



形に着目して図形の性質
を調べよう
1節　相似な図形

○どのように拡大されているかな？
○形を変えずに拡大してできる図形の性質を
調べてみよう
○相似な図形の辺の長さを求めてみよう
○ある三角形と相似な三角形をかくためには
何がわかればよいか考えてみよう
○三角形の相似条件を利用して，図形の性質
を調べてみよう
○直接には測定できない長さを，縮図を利用
して求めてみよう
○測定値の表し方について知ろう

形に着目して図形の性質
を調べよう
2節　平行線と比

○３等分できるのはなぜ？
○三角形の1辺に平行な直線をひいたときにで
きる線分の比を調べてみよう
○三角形と比の定理の逆が成り立つかどうか
考えてみよう
○三角形の辺の中点どうしを結んだ線分に
は，どんな性質があるか調べてみよう
○四角形の各辺の中点を結んだ図形は？
○三角形と比の定理から新しい性質を導こう

形に着目して図形の性質
を調べよう
3節　相似な図形の面積
と体積

○合同な図形はいくつできるかな？
○相似な三角形の相似比と面積比には，どの
ような関係があるか調べてみよう
○相似な多角形の相似比と面積比には，どの
ような関係があるか調べてみよう
○相似な立体の表面積の比や体積比と，相似
比との関係を調べてみよう

円の性質を見つけて証明
しよう
1節　円周角の定理

○カメラの位置を調べよう
○１つの弧に対する円周角の大きさは一定で
あることの証明を考えてみよう
○弧と円周角の関係について調べてみよう
○円周角の定理の逆が成り立つかどうか調べ
てみよう

円の性質を見つけて証明
しよう
2節　円周角の定理の利
用

○船の位置を見つけよう
○円外の点からその円への接線の作図を考え
てみよう
○円と交わる直線でできる図形について考え
てみよう

(知及技）
・平面図形の相似の意味及び三
角形の相似条件について理解す
ること。
・基本的な立体の相似の意味及
び相似な図形の相似比と面積比
や体積比との関係について理解
すること。

(思判表力)
・三角形の相似条件などを基に
して図形の基本的な性質を論理
的に確かめること。
・平行線と線分の比についての
性質を見いだし，それらを確か
めること。
・相似な図形の性質を具体的な
場面で活用すること。

(学･人)
・日常の事象や社会の事象を数
理的に捉え，数学的に表現・処
理し，問題を解決したり，解決
の過程や結果を振り返って考察
したりすること。
・数学の事象から見通しをもっ
て問題を見いだし解決したり，
解決の過程や結果を振り返って
統合的・発展的に考察したりす
ること。
・数学的な表現を用いて論理的
に説明し伝え合うこと。

(知及技）
・円周角と中心角の関係の意味
を理解し，それが証明できるこ
とを知ること。

(思判表力)
・円周角と中心角の関係を見い
だすこと。
・円周角と中心角の関係を具体
的な場面で活用すること。

(学･人)
・日常の事象や社会の事象を数
理的に捉え，数学的に表現・処
理し，問題を解決したり，解決
の過程や結果を振り返って考察
したりすること。
・数学の事象から見通しをもっ
て問題を見いだし解決したり，
解決の過程や結果を振り返って
統合的・発展的に考察したりす
ること。
・数学的な表現を用いて論理的
に説明し伝え合うこと。

(知・技）
・平面図形の相似の意味及び三
角形の相似条件について理解し
ている。
・相似な平面図形の相似比と面
積比の関係について理解してい
る。
・基本的な立体の相似の意味を
理解し，相似な立体の相似比と
表面積の比や体積比の関係につ
いて理解している。
・誤差，有効数字の意味を理解
し，近似値をa×10nの形に表現
することができる。

(思･判･表)
・三角形の相似条件などを基に
して図形の基本的な性質を論理
的に確かめることができる。
・平行線と線分の比についての
性質を見いだし，それらを確か
めることができる。
・相似な図形の性質を具体的な
場面で活用することができる。

(主学)
・図形の相似の意味や，相似な
図形の相似比と面積比や体積比
の関係を考えようとしている。
・図形の相似について学んだこ
とを生活や学習に生かそうとし
ている。
・相似な図形の性質を活用した
問題解決の過程を振り返って検
討しようとしている。

(知・技）
・円周角と中心角の関係の意味
を理解し，それが証明できるこ
とを知っている。
・円周角の定理の逆が成り立つ
ことを知っている。

(思･判･表)
・円周角と中心角の関係を見い
だすことができる。
・円周角と中心角の関係を具体
的な場面で活用することができ
る。

(主学)
・円周角と中心角の関係を見い
だそうとしている。
・円周角と中心角の関係につい
て学んだことを生活や学習に生
かそうとしている。
・円周角と中心角を活用した問
題解決の過程を振り返って検討
しようとしている。



三平方の定理を活用しよ
う
1節　三平方の定理

○３つの正方形の面積の関係は？
○直角三角形の３辺の長さについて成り立つ
関係を証明してみよう
○三平方の定理の逆が成り立つかどうか考え
てみよう

三平方の定理を活用しよ
う
2節　三平方の定理の利
用

○必要なコードの長さ？
○三平方の定理を利用して，いろいろな線分
の長さを求めてみよう
○三平方の定理を利用して，平面や空間のい
ろいろな長さを求めてみよう
○どれくらい遠くから見えるかな？
○三平方の定理を利用して，いろいろな問題
を考えてみよう

(知及技）
・三平方の定理の意味を理解
し，それが証明できることを知
ること。

(思判表力)
・三平方の定理を見いだすこ
と。
・三平方の定理を具体的な場面
で活用すること。

(学･人)
・日常の事象や社会の事象を数
理的に捉え，数学的に表現・処
理し，問題を解決したり，解決
の過程や結果を振り返って考察
したりすること。
・数学の事象から見通しをもっ
て問題を見いだし解決したり，
解決の過程や結果を振り返って
統合的・発展的に考察したりす
ること。
・数学的な表現を用いて論理的
に説明し伝え合うこと。

(知及技）
・標本調査の必要性と意味を理
解すること。
・コンピュータなどの情報手段
を用いるなどして無作為に標本
を取り出し，整理すること。

(思判表力)
・標本調査の方法や結果を批判
的に考察し表現すること。
・簡単な場合について標本調査
を行い，母集団の傾向を推定し
判断すること。

(学･人)
・日常の事象や社会の事象を数
理的に捉え，数学的に表現・処
理し，問題を解決したり，解決
の過程や結果を振り返って考察
したりすること。
・数学の事象から見通しをもっ
て問題を見いだし解決したり，
解決の過程や結果を振り返って
統合的・発展的に考察したりす
ること。
・数学的な表現を用いて論理的
に説明し伝え合うこと。

３
学
期

35 (知・技）
・三平方の定理の意味を理解
し，それが証明できることを
知っている。
・三平方の定理を利用して，直
角三角形の辺の長さを求めるこ
とができる。
・三平方の定理の逆が成り立つ
ことを知っている。

(思･判･表)
・三平方の定理を見いだすこと
ができる。
・三平方の定理を具体的な場面
で活用することができる。

(主学)
・三平方の定理を見いだそうと
している。
・三平方の定理について学んだ
ことを生活や学習に生かそうと
している。
・三平方の定理を活用した問題
解決の過程を振り返って検討し
ようとしている。

留意点
引継ぎ等

集団全体の傾向を推測し
よう
1節　標本調査

○どのように調査しているのかな？
○身のまわりの調査について調べてみよう
○母集団から標本を取りだす方法について考
えてみよう
○母集団の平均値を，標本調査によって推定
してみよう
○値のばらつきが小さくなること
○母集団における割合を推定し，その結果を
利用してみよう
○身のまわりで行われた標本調査の方法や結
論について考察しよう
○実際に標本調査を行って，母集団の傾向を
推測し判断しよう

(知・技）
・標本調査の必要性と意味を理
解している。
・コンピュータなどの情報手段
を用いるなどして無作為に標本
を取り出し，整理することがで
きる。

(思･判･表)
・標本調査の方法や結果を批判
的に考察し表現することができ
る。
・簡単な場合について標本調査
を行い，母集団の傾向を推定し
判断することができる。

(主学)
・標本調査の必要性と意味を考
えようとしている。
・標本調査について学んだこと
を生活や学習に生かそうとして
いる。
・標本調査を活用した問題解決
の過程を振り返って検討しよう
としている。



中学部　１年（Ⅰ課程）　理科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

新しい科学１（東京書籍）

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

単元１　いろいろな生物と
その共通点
第1章　生物の観察と分類
のしかた
第1節　身近な生物の観察

・生物を観察するとき，どのような特徴に注目し
て，どのような方法で観察すればよいか考える。
・観察１　身近な生物の観察

第2節　生物の特徴と分類 ・生物を分類するとき，どのような特徴に注目し
て分類することができるか考える。
・実習１　さまざまな生物の分類

第2章　植物の分類
第1節　身近な植物の分類

・植物を分類するときには，どのような共通点や
相違点に注目すればよいか考える。

第2節　果実をつくる花の
つくり

・実や種子は，花のどのつくりと関係しているか
調べる。
・観察２　実や種子をつくる花のつくりと変化

第3節　裸子植物と被子植
物

・果実をつくらない植物には，果実をつくる植物
と比べると，どのような特徴があるか考える。

第4節　花をさかせず種子
をつくらない植物

・種子をつくらない植物のからだのつくりとふえ
方には，どのような特徴があるか調べる。
・観察３　シダ植物のからだのつくり

第5節　さまざまな植物の
分類

・植物を分類するときに注目する特徴を図や表に
まとめる。

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

自然の事物・現象に関わり、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うことなどを通して、自
然の事物・現象を科学的に探求するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(知及技）
　自然の事物・現象についての理解を深め、科学的に探求するために必要な観察、実験などに関する基本的な技能を
身に付ける。
(思判表力)
　観察,実験などを行い、科学的に探求する力を養う。
(学･人)
　自然の事物・現象に進んで関わり、科学的に探求しようとする態度を養う。

1
学
期

令和 4 年度

単位数
／配当時数 児童生徒

102 中学部1年

35 （知及技）
●いろいろな生物の共通点と相違
点に着目しながら，生物の観察と
分類のしかたについて理解すると
ともに，それらの観察，実験など
に関する技能を身につける。

（思判表力）
●身近な生物についての観察，実
験などを通して，いろいろな生物
の共通点や相違点を見いだすとと
もに，生物を分類するための観点
や基準を見いだして表現する。

（学･人）
●生物の観察と分類のしかたに関
する事物・現象に進んでかかわ
り，科学的に探究しようとする態
度と，生命を尊重し，自然環境の
保全に寄与する態度を養うととも
に，自然を総合的に見ることがで
きるようにする。

（知・技）
●いろいろな生物の共通点と相違
点に着目しながら，生物の観察と
分類のしかたについての基本的な
概念や原理・法則などを理解して
いるとともに，科学的に探究する
ために必要な観察，実験などに関
する基本操作や記録などの基本的
な技能を身につけている。

（思・判・表）
●生物の観察と分類のしかたにつ
いての観察，実験などを通して，
いろいろな生物の共通点や相違点
を見いだすとともに，生物を分類
するための観点や基準を見いだし
て表現しているなど，科学的に探
究している。

（主学）
●生物の観察と分類のしかたに関
する事物・現象に進んでかかわ
り，見通しをもったりふり返った
りするなど，科学的に探究しよう
としている。

（知及技）
●いろいろな生物の共通点と相違
点に着目しながら，植物のからだ
の共通点と相違点を理解するとと
もに，それらの観察，実験などに
関する技能を身につける。

（思判表力）
●身近な植物についての観察，実
験などを通して，いろいろな植物
の共通点や相違点を見いだすとと
もに，植物を分類するための観点
や基準を見いだして表現する。

（学･人）
●植物のからだの共通点と相違点
に関する事物・現象に進んでかか
わり，科学的に探究しようとする
態度と，生命を尊重し，自然環境
の保全に寄与する態度を養うとと
もに，自然を総合的に見ることが
できるようにする。

（知・技）
●いろいろな生物の共通点と相違
点に着目しながら，植物のからだ
の共通点と相違点についての基本
的な概念や原理・法則などを理解
しているとともに，科学的に探究
するために必要な観察，実験など
に関する基本操作や記録などの基
本的な技能を身につけている。

（思・判・表）
●植物のからだの共通点と相違点
についての観察，実験などを通し
て，いろいろな植物の共通点や相
違点を見いだすとともに，植物を
分類するための観点や基準を見い
だして表現しているなど，科学的
に探究している。

（主学）
●植物のからだの共通点と相違点
に関する事物・現象に進んでかか
わり， 見通しをもったりふり
返ったりするなど，科学的に探究
しようとしている。



第3章　動物の分類
第1節　動物の分類

・動物を分けるとき，どのような共通点と相違点
に注目すればよいか考える。
・観察４　動物のからだのつくり

第2節　セキツイ動物 ・セキツイ動物はどのようなグループに分類でき
るか考える。

第3節　無セキツイ動物 ・無セキツイ動物は，からだにどのような特徴が
あり，どのように分類できるか考える。
・観察５　無セキツイ動物のからだのつくり

第4節　動物の分類表の作
成

・どのような表や図をつくると，動物を適切に分
類できるか考える。

単元２　身のまわりの物質
第1章　身のまわりの物質
とその性質
第1節　物の調べ方

・物体が何という物質でできているかを見分ける
には，どのような方法があるか考える。

第2節　金属と非金属 ・金属と非金属との性質のちがいを調べる。
・実験１　金属と非金属のちがい

第3節　さまざまな金属の
見分け方

・さまざまな金属を見分けるには，どうしたらよ
いか考える。
・実験２　密度による金属の区別

第4節　白い粉末の見分け
方

・見ただけでは見分けにくい粉末状の物質の種類
を知るには，どのようにしたらよいか考える。
・実験３　白い粉末の区別

第2章 気体の性質
第1節　身のまわりの気体
の性質

・身のまわりの気体にはどのような性質があるか
調べる。
・実験４　二酸化炭素と酸素の性質

第2節　気体の性質と集め
方

・気体の性質によって，気体の集め方はどのよう
に変えたらよいか考える。

（知・技）
●いろいろな生物の共通点と相違
点に着目しながら，動物のからだ
の共通点と相違点についての基本
的な概念や原理・法則などを理解
しているとともに，科学的に探究
するために必要な観察，実験など
に関する基本操作や記録などの基
本的な技能を身につけている。

（思・判・表）
●動物のからだの共通点と相違点
についての観察，実験などを通し
て，いろいろな動物の共通点や相
違点を見いだすとともに，動物を
分類するための観点や基準を見い
だして表現しているなど，科学的
に探究している。

（主学）
●動物のからだの共通点と相違点
に関する事物・現象に進んでかか
わり， 見通しをもったりふり
返ったりするなど，科学的に探究
しようとしている。

（知及技）
●身のまわりの物質をさまざまな
方法で調べる実験を通して，物質
には密度や加熱したときの変化な
ど固有の性質と共通の性質がある
ことを見いだして理解するととも
に，実験器具の操作，記録のしか
たなどの技能を身につける。

（思判表力）
●身のまわりの物質について，問
題を見いだし見通しをもって観
察，実験などを行い，物質の性質
における規則性を見いだして表現
する。

（学･人）
●物質のすがたに関する事物・現
象に進んでかかわり，科学的に探
究しようとする態度を養うととも
に，自然を総合的に見ることがで
きるようにする。

（知・技）
●身のまわりの物質の性質や変化
に着目しながら，身のまわりの物
質とその性質についての基本的な
概念や原理・法則などを理解して
いるとともに，科学的に探究する
ために必要な観察，実験などに関
する基本操作や記録などの基本的
な技能を身につけている。

（思・判・表）
●物質のすがたについて，問題を
見いだし見通しをもって観察，実
験などを行い，物質の性質や状態
変化における規則性を見いだして
表現しているなど，科学的に探究
している。

（主学）
●物質のすがたに関する事物・現
象に進んでかかわり，見通しを
もったりふり返ったりするなど，
科学的に探究しようとしている。

（知及技）
●気体を発生させてその性質を調
べる実験を通して，気体の種類に
よる特性を理解するとともに，気
体を発生させる方法や捕集法など
の技能を身につける。

（思判表力）
●身のまわりの物質について，問
題を見いだし見通しをもって観
察，実験などを行い，物質の性質
における規則性を見いだして表現
する。

（学･人）
●物質のすがたに関する事物・現
象に進んでかかわり，科学的に探
究しようとする態度を養うととも
に，自然を総合的に見ることがで
きるようにする。

（知・技）
●身のまわりの物質の性質や変化
に着目しながら，気体の発生とそ
の性質についての基本的な概念や
原理・法則などを理解していると
ともに，科学的に探究するために
必要な観察，実験などに関する基
本操作や記録などの基本的な技能
を身につけている。

（思・判・表）
●物質のすがたについて，問題を
見いだし見通しをもって観察，実
験などを行い，物質の性質や状態
変化における規則性を見いだして
表現しているなど，科学的に探究
している。

（主学）
●物質のすがたに関する事物・現
象に進んでかかわり，見通しを
もったりふり返ったりするなど，
科学的に探究しようとしている。

（知及技）
●いろいろな生物の共通点と相違
点に着目しながら，動物のからだ
の共通点と相違点を理解するとと
もに，それらの観察，実験などに
関する技能を身につける。

（思判表力）
●身近な動物についての観察，実
験などを通して，いろいろな動物
の共通点や相違点を見いだすとと
もに，動物を分類するための観点
や基準を見いだして表現する。

（学･人）
●動物のからだの共通点と相違点
に関する事物・現象に進んでかか
わり，科学的に探究しようとする
態度と，生命を尊重し，自然環境
の保全に寄与する態度を養うとと
もに，自然を総合的に見ることが
できるようにする。



第3章　水溶液の性質
第1節　物質が水にとける
ようす

・物質が水にとけるとは，どのようになることか
考える。

第2節　溶解度と再結晶 ・水にとけている溶質をとり出すため，水を蒸発
させる以外にどのような方法があるか調べる。
・実験５　水にとけた物質をとり出す

第4章　物質の姿と状態変
化
第1節　物質の状態変化

・身のまわりの物質も水のように姿を変えるか考
える。

第2節　物質の状態変化と
体積・質量の変化

・物質が状態変化するとき，体積や質量はどうな
るか調べる。
・実験６　ロウの状態変化と体積・質量の変化

第3節　状態変化が起こる
ときの温度と蒸留

・液体どうしが混じり合った混合物を分けるに
は，どのようにすればよいか調べる。
・実験７　混合物の分離

単元３　身のまわりの現象
第1章　光の世界
第1節　物の見え方

・液体どうしが混じり合った混合物を分けるに
は，どのようにすればよいか調べる。
・実験７　混合物の分離

第2節　光の反射 ・光が鏡などの物体で反射するとき，光はどのよ
うに進むか調べる。
・実験１　鏡で反射する光の道筋

第3節　光の屈折 ・光が透明な物体を通りぬけるとき，光はどのよ
うに進むか調べる。
・実験２　直方体のガラスを通りぬける光の道筋

第4節　レンズのはたらき ・凸レンズによる像のでき方には，どのような決
まりがあるか調べる。
・実験３　凸レンズによる像のでき方

（知・技）
●身のまわりの物質の性質や変化
に着目しながら，状態変化と熱，
物質の融点と沸点についての基本
的な概念や原理・法則などを理解
しているとともに，科学的に探究
するために必要な観察，実験など
に関する基本操作や記録などの基
本的な技能を身につけている。

（思・判・表）
●状態変化について，問題を見い
だし見通しをもって観察，実験な
どを行い，物質の性質や状態変化
における規則性を見いだして表現
しているなど，科学的に探究して
いる。

（主学）
●状態変化に関する事物・現象に
進んでかかわり，見通しをもった
りふり返ったりするなど，科学的
に探究しようとしている。

（知及技）
●光についての観察，実験を通し
て，光が水やガラスなどの物質の
境界面で反射，屈折するときの規
則性や，凸レンズのはたらきにつ
いての実験から，物質の位置と像
の位置および像の大きさの関係を
理解するとともに，それらの観
察，実験などに関する技能を身に
つける。

（思判表力）
●光について問題点を見いだし，
見通しをもって観察，実験などを
行い，光の性質の規則性や関係性
を見いだして表現する。

（学･人）
●光に関する事物・現象に進んで
かかわり，科学的に探究しようと
する態度を養うとともに，自然を
総合的に見ることができるように
する。

（知及技）
●水溶液から溶質をとり出す実験
を通して，その結果を溶解度と関
連づけて理解するとともに，それ
らの観察，実験などに関する技能
を身につける。

（思判表力）
●身のまわりの物質について，問
題を見いだし見通しをもって観
察，実験などを行い，物質の性質
における規則性を見いだして表現
する。

（学･人）
●水溶液に関する事物・現象に進
んでかかわり，科学的に探究しよ
うとする態度を養うとともに，自
然を総合的に見ることができるよ
うにする。

（知・技）
●身のまわりの物質の性質や変化
に着目しながら，水溶液について
の基本的な概念や原理・法則など
を理解しているとともに，科学的
に探究するために必要な観察，実
験などに関する基本操作や記録な
どの基本的な技能を身につけてい
る。

（思・判・表）
●水溶液について，問題を見いだ
し見通しをもって観察，実験など
を行い，物質の性質や状態変化に
おける規則性を見いだして表現し
ているなど，科学的に探究してい
る。

（主学）
●水溶液に関する事物・現象に進
んでかかわり，見通しをもったり
ふり返ったりするなど，科学的に
探究しようとしている。

（知・技）
●光に関する事物・現象を日常生
活や社会と関連づけながら，光の
反射や屈折，凸レンズのはたらき
などについての基本的な概念や原
理・法則などを理解しているとと
もに，科学的に探究するために必
要な観察，実験などに関する基本
操作や記録などの基本的な技能を
身につけている。

（思・判・表）
●光について問題を見いだし，見
通しをもって観察，実験などを行
い，光の反射や屈折，凸レンズの
はたらきから規則性や関係性を見
いだして表現しているなど，科学
的に探究している。

（主学）
●光に関する事物・現象に進んで
かかわり，見通しをもったりふり
返ったりするなど，科学的に探究
しようとしている。
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（知及技）
●物質の状態変化についての観
察，実験を通して，状態変化に
よって物質の体積は変化するが質
量は変化しないことを見いだして
理解する。また，物質は融点や沸
点をさかいに状態が変化すること
を知るとともに，混合物を加熱す
る実験を通して，沸点のちがいに
よって物質の分離ができることを
見いだして理解する。あわせて，
それらの観察，実験などに関する
技能を身につける。

（思判表力）
●身のまわりの物質について，問
題を見いだし見通しをもって観
察，実験などを行い，物質の性質
や状態変化における規則性を見い
だして表現する。

（学･人）
●状態変化に関する事物・現象に
進んでかかわり，科学的に探究し
ようとする態度を養うとともに，
自然を総合的に見ることができる
ようにする。



第2章　音の世界
第1節　音の伝わり方

・振動している物体から出ている音は，どのよう
に伝わるか考える。

第2節　音の性質 ・音の大きさや高さと音源の振動には，どのよう
な関係があるか調べる。
・実験４　弦の振動による音の大きさと高さ

第3章　力の世界
第1節　日常生活のなかの
力

・力は，どのようなはたらきをするか考える。

第2節　力のはかり方 ・ばねを引く力とばねののびには，どのような関
係があるか調べる。
・実験５　力の大きさとばねののびの関係

第3節　力の表し方 ・物体にはたらく力は，どのように表すことがで
きるか考える。

第4節　力のつり合い ・2つの力が1つの物体にはたらいているのに物体
が動かないとき，2つの力にはどのような関係が
あるか調べる。
・実験６　1つの物体にはたらく2つの力

（知及技）
●大地のなり立ちと変化を地表に
見られるさまざまな事物・現象と
関連づけながら，身近な地形や地
層，岩石の観察についての基本的
な概念や原理・法則などを理解す
るとともに，それらの観察・実験
の技能を身につける。

（思判表力）
●身近な地形や地層，岩石の観察
について，問題を見いだし見通し
をもって観察，実験などを行い，
地層の重なり方や広がり方の規則
性などを見いだして表現する。

（学･人）
●身近な地形や地層，岩石の観察
に関する事物・現象に進んでかか
わり，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
る態度を養うとともに，自然を総
合的に見ることができるようにす
る。

（知・技）
●大地のなり立ちと変化を地表に
見られるさまざまな事物・現象と
関連づけながら，身近な地形や地
層，岩石の観察についての基本的
な概念や原理・法則などを理解し
ているとともに，科学的に探究す
るために必要な観察，実験などに
関する基本操作や記録などの基本
的な技能を身につけている。

（思・判・表）
●身近な地形や地層，岩石の観察
について，問題を見いだし見通し
をもって観察，実験などを行い，
地層の重なり方や広がり方の規則
性などを見いだして表現している
など，科学的に探究している。

（主学）
●身近な地形や地層，岩石の観察
に関する事物・現象に進んでかか
わり，見通しをもったりふり返っ
たりするなど，科学的に探究しよ
うとしている。

単元４　大地の変化
導入観察
身近な地形や地層，岩石の
観察

・身近な地形や地層，岩石を観察し，その特徴を
記録する。
・観察１　身近な地形や地層，岩石の観察

（知及技）
●音についての観察，実験を通し
て，音は物体が振動することに
よって生じ空気中などを伝わるこ
とや，音の高さや大きさは発音体
の振動に関係することを理解する
とともに，それらの観察，実験な
どに関する技能を身につける。

（思判表力）
●音について問題を見いだし，見
通しをもって観察，実験などを行
い，音の性質の規則性や関係性を
見いだして表現する。

（学･人）
●音に関する事物・現象に進んで
かかわり，科学的に探究しようと
する態度を養うとともに，自然を
総合的に見ることができるように
する。

（知・技）
●音に関する事物・現象を日常生
活や社会と関連づけながら，音の
性質についての基本的な概念や原
理・法則などを理解しているとと
もに，科学的に探究するために必
要な観察，実験などに関する基本
操作や記録などの基本的な技能を
身につけている。

（思・判・表）
●音について，問題を見いだし見
通しをもって観察，実験などを行
い，音の性質の関係性や規則性を
見いだして表現しているなど，科
学的に探究している。

（主学）
●音に関する事物・現象に進んで
かかわり，見通しをもったりふり
返ったりするなど，科学的に探究
しようとしている。

（知及技）
●物体に力をはたらかせる観察，
実験を行い，物体に力がはたらく
とその物体が変形したり動き始め
たり，運動のようすが変わったり
することや，力は大きさと向きに
よって表されること，物体にはた
らく2力のつり合う条件を理解す
るとともに，それらの観察，実験
などに関する技能を身につける。

（思判表力）
●力について問題を見いだし，見
通しをもって観察，実験などを行
い，力のはたらきの規則性や関係
性を見いだして表現する。

（学･人）
●力のはたらきに関する事物・現
象に進んでかかわり，科学的に探
究しようとする態度を養うととも
に，自然を総合的に見ることがで
きるようにする。

（知・技）
●力のはたらきに関する事物・現
象を日常生活や社会と関連づけな
がら，力のはたらきについての基
本的な概念や原理・法則などを理
解しているとともに，科学的に探
究するために必要な観察，実験な
どに関する基本操作や記録などの
基本的な技能を身につけている。

（思・判・表）
●力のはたらきについて，問題を
見いだし見通しをもって観察，実
験などを行い，力のはたらきの規
則性や関係性を見いだして表現し
ているなど，科学的に探究してい
る。

（主学）
●力のはたらきに関する事物・現
象に進んでかかわり，見通しを
もったりふり返ったりするなど，
科学的に探究しようとしている。

３
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第1章　火をふく大地
第1節　火山の姿からわか
るこ

・マグマの性質と火山の形のどんな関係があるの
か考える。

第2節　火山がうみ出す物 ・火山灰がどのような物でできているのか調べ
る。
・観察２　火山灰にふくまれる物

第3節　火山の活動と火成
岩

・火成岩の色やつくりについて調べ，ちがいがな
ぜ生じるか考える。
・観察３　火成岩の観察

第4節　火山とともにくら
す

・火山とともにくらすために，大切なことは何か
考える。

第2章　動き続ける大地
第1節　地震のゆれの伝わ
り方

・震源で発生したゆれが，どのようにして伝わる
か調べる。
・実習１ 地震の波の伝わり方

第2節　地震が起こるとこ
ろ

・地震は，どのようなところでどのようにして起
こるか考える。

第3節　地震に備えるため
に

・地震によって起こる被害を最小限におさえるた
めにはどのようなことが必要か考える。

第3章　地層から読みとる
大地の変化
第1節　地層のつくりとは
たらき

・れき，砂，泥がどのようにして地層をつくるか
考える。

第2節　堆積岩 ・それぞれの堆積岩にどのような特徴があるか調
べる。
・観察４ 堆積岩の見分け方

第3節　地層や化石からわ
かること

・地層や化石から，どのようなことがわかるか考
える。

第4節　大地の変動 ・海底でできた地層が見られる山脈や山地は，ど
のような力でつくられるか考える。

第5節　身近な大地の歴史 ・地層から大地の歴史を知るには，どのようなこ
とを調べてまとめればよいか考える。
・観察５ 身近な地層で調べる大地の歴史

留意点
引継ぎ等

（知・技）
●大地のなり立ちと変化を地表に
見られるさまざまな事物・現象と
関連づけながら，地震の伝わり方
と地球内部のはたらき，地震災害
についての基本的な概念や原理・
法則などを理解しているととも
に，科学的に探究するために必要
な観察，実験などに関する基本操
作や記録などの基本的な技能を身
につけている。

（思・判・表）
●地震，地震災害について，問題
を見いだし見通しをもって観察，
実験などを行い，地震の原因と地
球内部のはたらきとの関係性，地
震災害と地震発生のしくみとの関
係性などを見いだして表現してい
るなど，科学的に探究している。

（主学）
●地震，地震災害に関する事物・
現象に進んでかかわり，見通しを
もったりふり返ったりするなど，
科学的に探究しようとしている。

（知及技）
●大地のなり立ちと変化を地表に
見られるさまざまな事物・現象と
関連づけながら，地層の重なりと
過去のようすについて基本的な概
念や原理・法則などを理解すると
ともに，それらの観察・実験の技
能を身につける。

（思判表力）
●地層の重なりと過去のようすに
ついて，問題を見いだし見通しを
もって観察，実験などを行い，地
層の重なり方や広がり方の規則性
などを見いだして表現する。

（学･人）
●地層の重なりと過去のようすに
関する事物・現象に進んでかかわ
り，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
態度を養うとともに，自然を総合
的に見ることができるようにす
る。

（知・技）
●大地のなり立ちと変化を地表に
見られるさまざまな事物・現象と
関連づけながら，地層の重なりと
過去のようすについて基本的な概
念や原理・法則などを理解してい
るとともに，科学的に探究するた
めに必要な観察，実験などに関す
る基本操作や記録などの基本的な
技能を身につけている。

（思・判・表）
●地層の重なりと過去のようすに
ついて，問題を見いだし見通しを
もって観察，実験などを行い，地
層の重なり方や広がり方の規則性
などを見いだして表現しているな
ど，科学的に探究している。

（主学）
●地層の重なりと過去のようすに
関する事物・現象に進んでかかわ
り，見通しをもったりふり返った
りするなど，科学的に探究しよう
としている。

（知及技）
●大地のなり立ちと変化を地表に
見られるさまざまな事物・現象と
関連づけながら，火山活動と火成
岩，自然のめぐみと火山災害につ
いての基本的な概念や原理・法則
などを理解するとともに，それら
の観察・実験の技能を身につけ
る。

（思判表力）
●火山，自然のめぐみと火山災害
について，問題を見いだし見通し
をもって観察，実験などを行い，
地下のマグマの性質と火山の形と
の関係性，自然のめぐみや火山災
害の火山活動のしくみとの関係性
などを見いだして表現する。

（学･人）
●火山，自然のめぐみと火山災害
に関する事物・現象に進んでかか
わり，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
る態度を養うとともに，自然を総
合的に見ることができるようにす
る。

（知・技）
●大地のなり立ちと変化を地表に
見られるさまざまな事物・現象と
関連づけながら，火山活動と火成
岩，自然のめぐみと火山災害につ
いての基本的な概念や原理・法則
などを理解しているとともに，科
学的に探究するために必要な観
察，実験などに関する基本操作や
記録などの基本的な技能を身につ
けている。

（思・判・表）
●火山，自然のめぐみと火山災害
について，問題を見いだし見通し
をもって観察，実験などを行い，
地下のマグマの性質と火山の形と
の関係性，自然のめぐみや火山災
害の火山活動のしくみとの関係性
などを見いだして表現しているな
ど，科学的に探究している。

（主学）
●火山，自然のめぐみと火山災害
に関する事物・現象に進んでかか
わり，見通しをもったりふり返っ
たりするなど，科学的に探究しよ
うとしている。

（知及技）
●大地のなり立ちと変化を地表に
見られるさまざまな事物・現象と
関連づけながら，地震の伝わり方
と地球内部のはたらき，地震災害
についての基本的な概念や原理・
法則などを理解するとともに，そ
れらの観察・実験の技能を身につ
ける。

（思判表力）
●地震，地震災害について，問題
を見いだし見通しをもって観察，
実験などを行い，地震の原因と地
球内部のはたらきとの関係性，地
震災害と地震発生のしくみとの関
係性などを見いだして表現する。

（学･人）
●地震，地震災害に関する事物・
現象に進んでかかわり，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と
ともに，自然を総合的に見ること
ができるようにする。



中学部　２年（Ⅰ課程）　理科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材
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単元１　化学変化と原子・
分子
第1章　物質のなり立ち
第1節　ホットケーキの秘
密

・炭酸水素ナトリウムを加熱すると，どのような
変化が起こってホットケーキがやわらかくなるの
か調べる。
・実験１　炭酸水素ナトリウムを加熱したときの
変化

第2節　水の分解 ・水に電流を流すと，どのような変化が起こるの
か調べる。
・実験２　水に電流を流したときの変化

第3節　物質をつくってい
るもの

・どのような物質も「小さな粒子」からできてい
るのか考える。

第4節　分子と化学式 ・分子は，原子がどのように結びついてできてい
るのか考える。

第5節　単体と化合物・物
質の分類

・化学式からわかることは何か考える。

第2章　物質どうしの化学
変化
第1節　異なる物質の結び
つき

・物質と物質とが結びつく化学変化とは，どのよ
うな変化か調べる。
・実験３　鉄と硫黄が結びつく変化

第2節　化学変化を化学式
で表す

・化学変化を化学式を使って表すには，どのよう
な決まりがあるのか調べる。
・実習１　化学変化のモデル

令和 4 年度

単位数
／配当時数 児童生徒

102 中学部2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

自然の事物・現象に関わり、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うことなどを通して、自
然の事物・現象を科学的に探求するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(知及技）
　自然の事物・現象についての理解を深め、科学的に探求するために必要な観察、実験などに関する基本的な技能を
身に付ける。
(思判表力)
　観察,実験などを行い、科学的に探求する力を養う。
(学･人)
　自然の事物・現象に進んで関わり、科学的に探求しようとする態度を養う。

（知及技）
●物質を分解する実験を通して，
分解して生成した物質はもとの物
質とは異なることを見いだして理
解する。また，物質は原子や分子
からできていることを理解すると
ともに，物質を構成する原子の種
類は記号で表されることを知る。
あわせて，それらの観察，実験な
どに関する技能を身につける。

（思判表力）
●物質のなり立ちについて，見通
しをもって解決する方法を立案し
て観察，実験などを行い，原子や
分子と関連づけてその結果を分析
して解釈し，化学変化における物
質の変化やその量的な関係を見い
だして表現する。

（学･人）
●物質のなり立ちに関する事物・
現象に進んでかかわり，科学的に
探究しようとする態度を養うとと
もに，自然を総合的に見ることが
できるようにする。

（知・技）
●化学変化を原子や分子のモデル
と関連づけながら，物質の分解，
原子・分子についての基本的な概
念や原理・法則などを理解してい
るとともに，科学的に探究するた
めに必要な観察，実験などに関す
る基本操作や記録などの基本的な
技能を身につけている。

（思・判・表）
●物質のなり立ちについて，見通
しをもって解決する方法を立案し
て観察，実験などを行い，原子や
分子と関連づけてその結果を分析
して解釈し，化学変化における物
質の変化を見いだして表現してい
るなど，科学的に探究している。

（主学）
●物質のなり立ちに関する事物・
現象に進んでかかわり，見通しを
もったりふり返ったりするなど，
科学的に探究しようとしている。

（知及技）
●2種類の物質を反応させる実験
を通して，反応前とは異なる物質
が生成することを見いだして理解
するとともに，化学変化は原子や
分子のモデルで説明できること，
化合物の組成は化学式で表される
こと，化学変化は化学反応式で表
されることを理解する。あわせ
て，それらの観察，実験などに関
する技能を身につける。

（思判表力）
●化学変化について，見通しを
もって解決する方法を立案して観
察，実験などを行い，原子や分子
と関連づけてその結果を分析して
解釈し，化学変化における物質の
変化やその量的な関係を見いだし
て表現する。

（学･人）
●化学変化に関する事物・現象に
進んでかかわり，科学的に探究し
ようとする態度を養うとともに，
自然を総合的に見ることができる
ようにする。

（知・技）
●化学変化を原子や分子のモデル
と関連づけながら，化学変化につ
いての基本的な概念や原理・法則
などを理解しているとともに，科
学的に探究するために必要な観
察，実験などに関する基本操作や
記録などの基本的な技能を身につ
けている。

（思・判・表）
●化学変化について，見通しを
もって解決する方法を立案して観
察，実験などを行い，原子や分子
と関連づけてその結果を分析して
解釈し，化学変化における物質の
変化を見いだして表現しているな
ど，科学的に探究している。

（主学）
●化学変化に関する事物・現象に
進んでかかわり，見通しをもった
りふり返ったりするなど，科学的
に探究しようとしている。

1
学
期

35



第3章　酸素がかかわる化
学変化
第1節　物が燃える変化

・物質が燃えるとき，どのような変化が起こって
いるか調べる。
・実験４　鉄を燃やしたときの変化

第2節　酸化物から酸素を
とる化学変化

・金属の酸化物から酸素をとって，金属のみにす
るには，どうすればよいか調べる。
・実験５　酸化銅から酸素をとる化学変化

第4章　化学変化と物質の
質量
第1節　化学変化と質量の
変化

・化学変化が起こる前と後では，物質全体の質量
はどうなるか調べる。
・実験６　化学変化の前と後の質量の変化

第2節　物質と物質が結び
つくときの物質の割合

・2種類の物質が結びつくとき，それぞれの物質
の質量にはどのような関係があるか調べる。
・実験７　金属を熱したときの質量の変化

（知及技）
●化学変化によって熱をとり出す
実験を通して，化学変化には熱の
出入りがともなうことを見いだし
て理解するとともに，それらの観
察，実験などに関する技能を身に
つける。

（思判表力）
●化学変化について，見通しを
もって解決する方法を立案して観
察，実験などを行い，原子や分子
と関連づけてその結果を分析して
解釈し，化学変化における物質の
変化やその量的な関係を見いだし
て表現する。

（学･人）
●化学変化に関する事物・現象に
進んでかかわり，科学的に探究し
ようとする態度を養うとともに，
自然を総合的に見ることができる
ようにする。

（知・技）
●化学変化を原子や分子のモデル
と関連づけながら，化学変化と熱
についての基本的な概念や原理・
法則などを理解しているととも
に，科学的に探究するために必要
な観察，実験などに関する基本操
作や記録などの基本的な技能を身
につけている。

（思・判・表）
●化学変化について，見通しを
もって解決する方法を立案して観
察，実験などを行い，原子や分子
と関連づけてその結果を分析して
解釈し，化学変化における物質の
変化を見いだして表現しているな
ど，科学的に探究している。

（主学）
●化学変化に関する事物・現象に
進んでかかわり，見通しをもった
りふり返ったりするなど，科学的
に探究しようとしている。

第5章　化学変化とその利
用
第1節　化学変化と熱

・どのような化学変化でも，外部に熱を放出する
か調べる。
・実験８　化学変化による温度変化

（知及技）
●化学変化の前後における物質の
質量を測定する実験を通して，反
応物の質量の総和と生成物の質量
の総和が等しいことを見いだして
理解する。また，化学変化に関係
する物質の質量を測定する実験を
通して，反応する物質の質量の間
には一定の関係があることを見い
だして理解する。あわせて，それ
らの観察，実験などに関する技能
を身につける。

（思判表力）
●化学変化と物質の質量につい
て，見通しをもって解決する方法
を立案して観察，実験などを行
い，原子や分子と関連づけてその
結果を分析して解釈し，化学変化
における物質の変化やその量的な
関係を見いだして表現する。

（学･人）
●化学変化と物質の質量に関する
事物・現象に進んでかかわり，科
学的に探究しようとする態度を養
うとともに，自然を総合的に見る
ことができるようにする。

（知・技）
●化学変化を原子や分子のモデル
と関連づけながら，化学変化と質
量の保存，質量変化の規則性につ
いての基本的な概念や原理・法則
などを理解しているとともに，科
学的に探究するために必要な観
察，実験などに関する基本操作や
記録などの基本的な技能を身につ
けている。

（思・判・表）
●化学変化と物質の質量につい
て，見通しをもって解決する方法
を立案して観察，実験などを行
い，原子や分子と関連づけてその
結果を分析して解釈し，化学変化
における物質の変化やその量的な
関係を見いだして表現しているな
ど，科学的に探究している。

（主学）
●化学変化と物質の質量に関する
事物・現象に進んでかかわり，見
通しをもったりふり返ったりする
など，科学的に探究しようとして
いる。

（知及技）
●酸化や還元の実験を通して，酸
化や還元は酸素が関係する反応で
あることを見いだして理解すると
ともに，それらの観察，実験など
に関する技能を身につける。

（思判表力）
●化学変化について，見通しを
もって解決する方法を立案して観
察，実験などを行い，原子や分子
と関連づけてその結果を分析して
解釈し，化学変化における物質の
変化やその量的な関係を見いだし
て表現する。

（学･人）
●化学変化に関する事物・現象に
進んでかかわり，科学的に探究し
ようとする態度を養うとともに，
自然を総合的に見ることができる
ようにする。

（知・技）
●化学変化を原子や分子のモデル
と関連づけながら，化学変化にお
ける酸化と還元についての基本的
な概念や原理・法則などを理解し
ているとともに，科学的に探究す
るために必要な観察，実験などに
関する基本操作や記録などの基本
的な技能を身につけている。

（思・判・表）
●化学変化について，見通しを
もって解決する方法を立案して観
察，実験などを行い，原子や分子
と関連づけてその結果を分析して
解釈し，化学変化における物質の
変化を見いだして表現しているな
ど，科学的に探究している。

（主学）
●化学変化に関する事物・現象に
進んでかかわり，見通しをもった
りふり返ったりするなど，科学的
に探究しようとしている。



単元２　生物のからだのつ
くりとはたらき
第1章　生物と細胞
第1節　水中の小さな生物

・小さな生物はどのような外形や，大きさなのか
調べる。
・観察１　水中の小さな生物の観察

第2節　植物の細胞 ・植物のからだにどのような特徴があるか，顕微
鏡を使って調べる。
・観察２　植物のからだの顕微鏡観察

第3節　動物の細胞 ・動物と植物の細胞には，どのような共通点と相
違点があるか調べる。
・観察３　動物の細胞の観察

第4節　生物のからだと細
胞

・単細胞生物と多細胞生物の細胞には，それぞれ
どのような特徴があるか考える。

第2章　植物のからだのつ
くりとはたらき
第1節　葉と光合成

・光合成は葉の細胞の中のどこで行われているの
か調べる。
・実験１　葉の細胞の中で光合成が行われている
部分

第2節　光合成に必要なも
の

・光合成でデンプンがつくられるときに，何が材
料になるのか調べる。
・実験２　光合成と二酸化炭素の関係

第3節　植物と呼吸 ・植物はいつ呼吸や光合成を行っているのか調べ
る。

第4節　植物と水 ・植物の吸水は蒸散とどのように関係しているの
か調べる。
・実験３　吸水と蒸散の関係

第5節　水の通り道 ・茎や葉の水の通り道はどのようなつくりをして
いるのか調べる。
・観察４　水の通り道

第3章　動物のからだのつ
くりとはたらき
第1節　消化のしくみ

・食物は，消化される過程で，どのように変化し
ていくのか調べる。
・実験４　だ液によるデンプンの変化

第2節　吸収のしくみ ・消化された食物は，体内で，どのように吸収さ
れていくのか考える。

第3節　呼吸のはたらき ・細胞が養分からエネルギーをとり出すときに必
要な酸素は，どのようにからだにとり入れられ，
細胞に届けられるのか考える。

第4節　血液のはたらき ・心臓がどのようにして血液を循環させているの
か，血管にはどのような種類があるのか考える。

第5節　排出のしくみ ・尿はどこで何からつくられるのか考える。
（特設ページ含む）

（知及技）
●生物のからだのつくりとはたら
きとの関係に着目しながら，生物
と細胞について理解するととも
に，それらの観察，実験などに関
する技能を身につける。

（思判表力）
●生物と細胞について，見通しを
もって解決する方法を立案して観
察，実験などを行い，その結果を
分析して解釈し，生物のからだの
つくりとはたらきについての規則
性や関係性を見いだして表現す
る。

（学･人）
●生物と細胞に関する事物・現象
に進んでかかわり，科学的に探究
しようとする態度と，生命を尊重
し，自然環境の保全に寄与する態
度を養うとともに，自然を総合的
に見ることができるようにする。

（知・技）
●生物のからだのつくりとはたら
きとの関係に着目しながら，生物
と細胞についての基本的な概念や
原理・法則などを理解していると
ともに，科学的に探究するために
必要な観察，実験などに関する基
本操作や記録などの基本的な技能
を身につけている。

（思・判・表）
●生物と細胞について，見通しを
もって解決する方法を立案して観
察，実験などを行い，その結果を
分析して解釈し，生物のからだの
つくりとはたらきについての規則
性や関係性を見いだして表現して
いるなど，科学的に探究してい
る。

（主学）
●生物と細胞に関する事物・現象
に進んでかかわり，見通しをもっ
たりふり返ったりするなど，科学
的に探究しようとしている。

（知及技）
●植物のからだのつくりとはたら
きとの関係に着目しながら，葉・
茎・根のつくりとはたらきについ
て理解するとともに，それらの観
察，実験などに関する技能を身に
つける。

（思判表力）
●植物のからだのつくりとはたら
きについて，見通しをもって解決
する方法を立案して観察，実験な
どを行い，その結果を分析して解
釈し，植物のからだのつくりとは
たらきについての規則性や関係性
を見いだして表現する。

（学･人）
●植物のからだのつくりとはたら
きに関する事物・現象に進んでか
かわり，科学的に探究しようとす
る態度と，生命を尊重し，自然環
境の保全に寄与する態度を養うと
ともに，自然を総合的に見ること
ができるようにする。

（知・技）
●植物のからだのつくりとはたら
きとの関係に着目しながら，葉・
茎・根の つくりとはたらきにつ
いての基本的な概念や原理・法則
などを理解しているとともに，科
学的に探究するために必要な観
察，実験などに関する基本操作や
記録などの基本的な技能を身につ
けている。

（思・判・表）
●植物のからだのつくりとはたら
きについて，見通しをもって解決
する方法を立案して観察，実験な
どを行い，その結果を分析して解
釈し，植物のからだのつくりとは
たらきについての規則性や関係性
を見いだして表現しているなど，
科学的に探究している。

（主学）
●植物のからだのつくりとはたら
きに関する事物・現象に進んでか
かわり，見通しをもったりふり
返ったりするなど，科学的に探究
しようとしている。

（知及技）
●動物のからだのつくりとはたら
きとの関係に着目しながら，動物
が生命を維持するはたらきについ
て理解するとともに，それらの観
察，実験などに関する技能を身に
つける。

（思判表力）
●動物が生命を維持するはたらき
について，見通しをもって解決す
る方法を立案して観察，実験など
を行い，その結果を分析して解釈
し，動物のからだのつくりとはた
らきについての規則性や関係性を
見いだして表現する。

（学･人）
●生命を維持するはたらきに関す
る事物・現象に進んでかかわり，
科学的に探究しようとする態度
と，生命を尊重し，自然環境の保
全に寄与する態度を養うととも
に，自然を総合的に見ることがで
きるようにする。

（知・技）
●動物のからだのつくりとはたら
きとの関係に着目しながら，動物
が生命を維持するはたらきについ
ての基本的な概念や原理・法則な
どを理解しているとともに，科学
的に探究するために必要な観察，
実験などに関する基本操作や記録
などの基本的な技能を身につけて
いる。

（思・判・表）
●動物が生命を維持するはたらき
について，見通しをもって解決す
る方法を立案して観察，実験など
を行い，その結果を分析して解釈
し， 動物の体のつくりとはたら
きについての規則性や関係性を見
いだして表現しているなど，科学
的に探究している。

（主学）
●動物が生命を維持するはたらき
に関する事物・現象に進んでかか
わり，見通しをもったりふり返っ
たりするなど，科学的に探究しよ
うとしている。

２
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第4章　刺激と反応
第1節　刺激と反応

・動物のからだで刺激を受けとっている器官は，
どのようなものがあり，どのようなはたらきをす
るのか考える。

第2節　神経のはたらき ・感覚器官で受けとられた刺激は，神経系のどこ
を伝わり，どのようにして反応を引き起こすのか
調べる。
・実験５　刺激に対するヒトの反応

第3節　骨と筋肉のはたら
き

・うでやあしが動くとき，骨や筋肉は，どのよう
なはたらきをするか調べる。

単元３　天気とその変化
第1章　気象の観測
第1節　気象の観測

・気象要素と天気の変化には，どのような関係が
あるか調べる。
・観察１　校内の気象観測

第2節　大気圧と圧力 ・気圧とは，何か調べる。

第3節　気圧と風 ・気圧と風には，どのような関係があるのか考え
る。

第4節　水蒸気の変化と湿
度

・水蒸気が水滴に変化するのがどのようなときか
調べる。
・実験１　水蒸気が水滴に変わる条件

第2章　雲のでき方と前線
第1節　雲のでき方

・雲ができるのはなぜか調べる。
・実験２　気圧の低いところで起こる変化

第2節　気団と前線 ・前線の周辺ではどのようなことが起こるのか考
える。

（知及技）
●動物のからだのつくりとはたら
きとの関係に着目しながら，刺激
と反応について理解するととも
に，それらの観察，実験などに関
する技能を身につける。

（思判表力）
●刺激と反応について，見通しを
もって解決する方法を立案して観
察，実験などを行い，その結果を
分析して解釈し，動物のからだの
つくりとはたらきの規則性や関係
性を見いだして表現する。

（学･人）
●刺激と反応に関する事物・現象
に進んでかかわり，科学的に探究
しようとする態度と，生命を尊重
し，自然環境の保全に寄与する態
度を養うとともに，自然を総合的
に見ることができるようにする。

（知・技）
●動物のからだのつくりとはたら
きとの関係に着目しながら，刺激
と反応についての基本的な概念や
原理・法則などを理解していると
ともに，科学的に探究するために
必要な観察，実験などに関する基
本操作や記録などの基本的な技能
を身につけている。

（思・判・表）
●刺激と反応について，見通しを
もって解決する方法を立案して観
察，実験などを行い，その結果を
分析して解釈し，動物のからだの
つくりとはたらきについての規則
性や関係性を見いだして表現して
いるなど，科学的に探究してい
る。

（主学）
●刺激と反応に関する事物・現象
に進んでかかわり，見通しをもっ
たりふり返ったりするなど，科学
的に探究しようとしている。

（知及技）
●気象要素と天気の変化との関係
に着目しながら，気象要素，気象
観測，霧や雲の発生などについて
の基本的な原理・法則などを理解
するとともに，それらの観察・実
験の技能を身につける。

（思判表力）
●気象観測について，見通しを
もって解決する方法を立案して観
察，実験などを行い，その結果を
分析して解釈し，天気の変化につ
いての規則性や関係性などを見い
だして表現する。

（学･人）
●気象観測に関する事物・現象に
進んでかかわり，科学的に探究し
ようとする態度と生命を尊重し，
自然環境の保全に寄与する態度を
養うとともに，自然を総合的に見
ることができるようにする。

（知・技）
●気象要素と天気の変化との関係
に着目しながら，気象要素，気象
観測，霧や雲の発生などについて
の基本的な概念や原理・などを理
解しているとともに，科学的に探
究するために必要な観察，実験な
どに関する基本操作や記録などの
基本的な技能を身につけている。

（思・判・表）
●気象観測について，見通しを
もって解決する方法を立案して観
察，実験などを行い，その結果を
分析して解釈し，天気の変化につ
いての規則性や関係性を見いだし
て表現しているなど，科学的に探
究している。

（主学）
●気象観測に関する事物・現象に
進んでかかわり，見通しをもった
りふり返ったりするなど，科学的
に探究しようとしている。

（知及技）
●気象要素と天気の変化との関係
に着目しながら，霧や雲の発生，
前線の通過と天気の変化などにつ
いての基本的な原理・法則などを
理解するとともに，それらの観
察・実験の技能を身につける。

（思判表力）
●天気の変化について，見通しを
もって解決する方法を立案して観
察，実験などを行い，その結果を
分析して解釈し，天気の変化につ
いての規則性や関係性などを見い
だして表現する。

（学･人）
●天気の変化に関する事物・現象
に進んでかかわり，科学的に探究
しようとする態度と，生命を尊重
し，自然環境の保全に寄与する態
度を養うとともに，自然を総合的
に見ることができるようにする。

（知・技）
●気象要素と天気の変化との関係
に着目しながら，霧や雲の発生，
前線の通過と天気の変化などにつ
いての基本的な原理・法則などを
理解するとともに，科学的に探究
するために必要な観察，実験など
に関する基本操作や記録などの基
本的な技能を身につけている。

（思・判・表）
●天気の変化について，見通しを
もって解決する方法を立案して観
察，実験などを行い，その結果を
分析して解釈し，天気の変化につ
いての規則性や関係性を見いだし
て表現しているなど，科学的に探
究している。

（主学）
●天気の変化に関する事物・現象
に進んでかかわり，見通しをもっ
たりふり返ったりするなど，科学
的に探究しようとしている。



第3章　大気の動きと日本
の天気
第1節　大気の動きと天気
の変化

・なぜ日本付近では西から東へ天気が変わるのか
考える。

第2節　日本の天気と季節
風

・日本列島付近でふく季節風がふき，冬と夏で風
向が変わるのはなぜか考える。

第3節　日本の天気の特徴 ・日本の四季に生じる特徴的な天気は，どのよう
にして生じるのか考える。

第4節　天気の変化の予測 ・翌日の天気を予想するには，どのようにすれば
よいか調べる。
・実習１　翌日の天気の予想

第5節　気象現象がもたら
すめぐみと災害

・気象現象によって，どのようなめぐみや災害が
もたらされるのか考える。

単元４　電気の世界
第1章　静電気と放電
第1節　静電気と放電

・静電気には，どのような性質があるのか調べ
る。
・実験１　静電気の性質

第2節　電流の正体 ・電流は，何が流れているものなのか考える。

第3節　放射線の性質と利
用

・放射線には，どのような性質があり，どのよう
に利用されているか考える。

第2章　電流の性質
第1節　電気の利用

・回路に電流が流れるためには，どのような条件
が必要か考える。

第2節　回路に流れる電流 ・直列回路と並列回路の各点を流れる電流の大き
さは，どのようになるか調べる。
・実験２　直列回路と並列回路を流れる電流

第3節　回路に加わる電圧 ・直列回路や並列回路の各区間に加わる電圧は，
どのようになるか調べる。
・実験３　直列回路と並列回路に加わる電圧

第4節　電圧と電流と抵抗 ・回路に加える電圧と流れる電流の大きさには，
どのような関係があるか調べる。
・実験４　電圧と電流の関係

第5節　電気エネルギー ・電流によって発生する熱の量は，どのような場
合に大きくなるか調べる。
・実験５　電熱線の発熱と電力の関係

（知及技）
●電気に関する観察，実験を通じ
て，回路の各点に流れる電流や，
各部分の電圧について調べる技能
を身につけるとともに，電流，電
圧のはたらきを理解する。

（思判表力）
●電気に関する観察，実験を見通
しをもって行い，電流と電圧に関
する規則性や関係性を見いだして
表現する。

（学･人）
●電気に関する事物・現象に進ん
でかかわり，科学的に探究しよう
とする態度を養うとともに，日常
生活と関連づけて考察できるよう
にする。

（知・技）
●電流に関する事物・現象を日常
生活や社会と関連づけながら，回
路 と電流・電圧，電流・電圧と
抵抗， 電気とそのエネルギーに
ついての基本的な概念や 原理・
法則などを理解しているととも
に，科学的に探究するために必要
な実験などに関する基本操作や記
録などの基本的な技能を身につけ
ている。

（思・判・表）
●電流に関する現象について，見
通しをもって解決する方法を立案
して実験などを行い，その 結果
を分析して解釈し，電流のはたら
きを理解して，電流と電圧の規則
性や関係性を見いだして表現して
いるなど，科学的に探究してい
る。

（主学）
●電流に関する事物・現象に進ん
でかかわり，見通しをもったりふ
り返ったりするなど，科学的に
探究しようとしている。

（知及技）
●気象要素と天気の変化との関係
に着目しながら，日本の天気の特
徴，大気の動きと海洋の影響，自
然のめぐみと気象災害などについ
ての基本的な原理・法則などを理
解するとともに，それらの観察・
実験の技能を身につける。

（思判表力）
●日本の気象，自然のめぐみと気
象災害について，見通しをもって
解決する方法を立案して観察，実
験などを行い，その結果を分析し
て解釈し，天気の変化や日本の気
象についての規則性や関係を見い
だして表現する。

（学･人）
●日本の気象，自然のめぐみと気
象災害に関する事物・現象に進ん
でかかわり，科学的に探究しよう
とする態度と，生命を尊重し，自
然環境の保全に寄与する態度を養
うとともに，自然を総合的に見る
ことができるようにする。

（知・技）
●気象要素と天気の変化との関係
に着目しながら，日本の天気の特
徴，大気の動きと海洋の影響，自
然のめぐみと気象災害についての
基本的な原理・法則などを理解す
るとともに，科学的に探究するた
めに必要な観察，実験などに関す
る基本操作や記録などの基本的な
技能を身につけている。

（思・判・表）
●日本の気象，自然のめぐみと気
象災害について，見通しをもって
解決する方法を立案して観察，実
験などを行い，その結果を分析し
て解釈し，日本の気象についての
規則性や関係性，天気の変化や日
本の気象との関係性を見いだして
表現しているなど，科学的に探究
している。

（主学）
●日本の気象，自然のめぐみと気
象災害に関する事物・現象に進ん
でかかわり，見通しをもったりふ
り返ったりするなど，科学的に探
究しようとしている。

（知及技）
●静電気の性質および静電気と電
流には関係があること，それらの
観察，実験などに関する技能を身
につける。また，静電気と放電を
関連させ，放射線の性質と利用に
ついて理解する。

（思判表力）
●静電気や放電に関する経験から
課題を見いだし，見通しをもって
観察，実験などを行い，静電気の
性質や放電について規則性や関係
性を見いだして表現する。

（学･人）
●静電気に関する事物・現象に進
んでかかわり，科学的に探究しよ
うとする態度を養う。また，静電
気と放電を関連させ，放射線につ
いてもその性質と利用について関
心をもつことができるようにす
る。

（知・技）
●静電気と電流に関する事物・現
象を日常生活や社会と関連づけな
がら，静電気と電流の性質につい
ての基本的な概念や原理・法則な
どを理解しているとともに，科学
的に探究するために必要な観察，
実験などに関する基本操作や記録
などの基本的な技能を身につけて
いる。

（思・判・表）
●静電気と電流について，問題を
見いだし見通しをもって観察，実
験などを行い，静電気と電流の性
質や規則性を見いだして表現して
いるなど，科学的に探究してい
る。

（主学）
●静電気と電流に関する事物・現
象に進んでかかわり，見通しを
もったりふり返ったりするなど，
科学的に探究しようとしている。

３
学
期
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第3章　電流と磁界
第1節　電流がつくる磁界

・コイルのまわりの磁界のようすは，どのように
なっているか調べる。
・実験６　コイルを流れる電流がつくる磁界

第2節　モーターのしくみ ・磁界の中に入れたコイルに電流を流すと，コイ
ルはどうなるか調べる。
・実験７　磁界の中で電流を流したコイルのよう
す

第3節　発電機のしくみ ・コイルと磁石で電流をつくり出すには，どのよ
うにすればよいか調べる。
・実験８　コイルと磁石による電流の発生

第4節　直流と交流 ・乾電池の電流とコンセントの電流は，どのよう
にちがうのか考える。

留意点
引継ぎ等

（知及技）
●磁界と磁力線との関係，電流の
磁気作用に関する基本的な概念を
観察，実験を通して理解するとと
もに，それらの観察，実験の技能
を身につける。

（思判表力）
●電流と磁界に関する観察，実験
を見通しをもって行い，実験結果
を分析して解釈し，電流と磁界の
規則性や関係性を見いだして表現
する。

（学･人）
●電流と磁界に関する事物・現象
に進んでかかわり，科学的に探究
しようとする態度を養うととも
に，自然を総合的に見ることがで
きるようにする。

（知・技）
●電流と磁界に関する事物・現象
を日常生活や社会と関連づけなが
ら，磁界と磁力線との関係，電流
の磁気作用に関する基本的な概念
を観察，実験を通して理解してい
るとともに，科学的に探究するた
めに必要な基礎操作や記録などの
基本的な技能を身につけている。

（思・判・表）
●電流と磁力線との関係，電流の
磁気作用について見通しをもって
観察，実験などを行い，実験結果
を分析して解釈し，電流と磁界の
関係性を見いだして表現するな
ど，科学的に探究している。

（主学）
●電流と磁界に関する事物・現象
に進んでかかわり，見通しをもっ
たりふり返ったりするなど，科学
的に探究しようとしている。
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35 ・水溶液に電圧をかけ電流を流
す実験を通して，水溶液には電
流が流れるものと流れないもの
があることを見いだして理解す
る。また，電解質水溶液に電圧
をかけ電流を流す実験を通し
て，電極に物質が生成すること
からイオンの存在を知るととも
に，イオンの生成が原子のなり
立ちに関係することを知る。あ
わせて，それらの観察，実験な
どに関する技能を身につける。
（知識・技能）
・化学変化について，見通しを
もって観察，実験などを行い，
イオンと関連づけてその結果を
分析して解釈し，化学変化にお
ける規則性や関係性を見いだし
て表現する。また，探究の過程
をふり返る。（思考・判断・表
現）
・水溶液とイオンに関する事
物・現象に進んでかかわり，科
学的に探究しようとする態度を
養うとともに，自然を総合的に
見ることができるようにする。
（主体的に学習に取り組む態
度）

・化学変化をイオンのモデルと
関連づけながら，原子のなり立
ちとイオンについての基本的な
概念や原理・法則などを理解し
ているとともに，科学的に探究
するために必要な観察，実験な
どに関する基本操作や記録など
の基本的な技能を身につけてい
る。
・水溶液とイオンについて，見
通しをもって観察，実験などを
行い，イオンと関連づけてその
結果を分析して解釈し，化学変
化における規則性や関係性を見
いだして表現しているととも
に，探究の過程をふり返るな
ど，科学的に探究している。
・水溶液とイオンに関する事
物・現象に進んでかかわり，見
通しをもったりふり返ったりす
るなど，科学的に探究しようと
している。

第１章　水溶液とイオン 第１節　水溶液と電流
・水に電流が流れるのはどのようなときか調
べる。
・実験１　電流が流れる水溶液
第２節　電解質の水溶液の中で起こる変化
・電解質の水溶液に電流が流れるとき，水溶
液の中ではどのような変化が起こっているか
調べる。
・実験２　塩化銅水溶液の電気分解
第３節　イオンと原子のなり立ち
・原子が電気を帯びるとすれば，どのような
状態か考える。

・酸とアルカリの性質を調べる
実験を通して，酸とアルカリの
それぞれの特性が水素イオンと
水酸化物イオンによることを知
る。また，中和反応の実験を通
して，酸とアルカリを混ぜると
水と塩が生成することを理解す
る。あわせて，それらの観察，
実験などに関する技能を身につ
ける。（知識・技能）
・化学変化について，見通しを
もって観察，実験などを行い，
イオンと関連づけてその結果を
分析して解釈し，化学変化にお
ける規則性や関係性を見いだし
て表現する。また，探究の過程
をふり返る。（思考・判断・表
現）
・水溶液とイオンに関する事
物・現象に進んでかかわり，科
学的に探究しようとする態度を
養うとともに，自然を総合的に
見ることができるようにする。
（主体的に学習に取り組む態
度）

・化学変化をイオンのモデルと
関連づけながら，酸・アルカ
リ，中和と塩についての基本的
な概念や原理・法則などを理解
しているとともに，科学的に探
究するために必要な観察，実験
などに関する基本操作や記録な
どの基本的な技能を身につけて
いる。
・水溶液とイオンについて，見
通しをもって観察，実験などを
行い，イオンと関連づけてその
結果を分析して解釈し，化学変
化における規則性や関係性を見
いだして表現しているととも
に，探究の過程をふり返るな
ど，科学的に探究している。
・水溶液とイオンに関する事
物・現象に進んでかかわり，見
通しをもったりふり返ったりす
るなど，科学的に探究しようと
している。

第２章　酸，アルカリとイ
オン

第１節　酸性やアルカリ性の水溶液の性質
・酸性の水溶液やアルカリ性の水溶液には，それ
ぞれどのような性質があるか調べる。
・実験３　酸性，アルカリ性の水溶液の性質
第２節　酸性，アルカリ性の正体
・酸性やアルカリ性の水溶液には，それぞれ何が
共通して存在しているか調べる。
・実験４　酸性・アルカリ性を示すものの正体
第３節　酸とアルカリを混ぜ合わせたときの変化
・酸の水溶液にアルカリの水溶液を加えていく
と，どのような変化が起きるか調べる。
・実験５　酸とアルカリを混ぜ合わせたときの変
化

令和　４　年度

単位数
／配当時数 児童生徒

102 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：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

自然の事物・現象に関わり、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うことなどを通して、自
然の事物・現象を科学的に探求するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(知及技）
　自然の事物・現象についての理解を深め、科学的に探求するために必要な観察、実験などに関する基本的な技能を
身に付ける。
(思判表力)
　観察,実験などを行い、科学的に探求する力を養う。
(学･人)
　自然の事物・現象に進んで関わり、科学的に探求しようとする態度を養う。

1
学
期



・金属を電解質水溶液に入れる
実験を通して，金属によってイ
オンへのなりやすさが異なるこ
とを見いだして理解する。ま
た，電解質水溶液と2種類の金
属などを用いた実験を通して，
電池の基本的なしくみを理解す
るとともに，化学エネルギーが
電気エネルギーに変換されてい
ることを知る。あわせて，それ
らの観察，実験などに関する技
能を身につける。（知識・技
能）
・化学変化について，見通しを
もって観察，実験などを行い，
イオンと関連づけてその結果を
分析して解釈し，化学変化にお
ける規則性や関係性を見いだし
て表現する。また，探究の過程
をふり返る。（思考・判断・表
現）
・化学変化と電池に関する事
物・現象に進んでかかわり，科
学的に探究しようとする態度を
養うとともに，自然を総合的に
見ることができるようにする。
（主体的に学習に取り組む態
度）

・化学変化をイオンのモデルと
関連づけながら，金属イオン，
化学変化と電池についての基本
的な概念や原理・法則などを理
解しているとともに，科学的に
探究するために必要な観察，実
験などに関する基本操作や記録
などの基本的な技能を身につけ
ている。
・化学変化と電池について，見
通しをもって観察，実験などを
行い，イオンと関連づけてその
結果を分析して解釈し，化学変
化における規則性や関係性を見
いだして表現しているととも
に，探究の過程をふり返るな
ど，科学的に探究している。
・化学変化と電池に関する事
物・現象に進んでかかわり，見
通しをもったりふり返ったりす
るなど，科学的に探究しようと
している。

第３章　化学変化と電池 第１節　電解質の水溶液の中の金属板と電流
・どのような金属板と水溶液の組み合わせな
らば，電流をとり出すことができるか調べ
る。
・実験６　電流をとり出すために必要な条件
第２節　金属のイオンへのなりやすさのちが
いと電池のしくみ
・金属によって陽イオンへのなりやすさに差
はあるのか調べる。
・実験７　金属のイオンへのなりやすさの比
較
第３節　ダニエル電池
・ダニエル電池はどのようなしくみで電流を
とり出しているか調べる。
・実験８　ダニエル電池の作
第４節　身のまわりの電池
・身のまわりの電池はどのような機器に，ど
のような目的で使われるか考える。

・生物の成長とふえ方に関する
事物・現象の特徴に着目しなが
ら，生物の成長とふえ方につい
て理解するとともに，それらの
観察，実験などに関する技能を
身につける。（知識・技能）
・生物の成長とふえ方につい
て，見通しをもって解決する方
法を立案して観察，実験などを
行い，その結果を分析して解釈
し，生物の成長とふえ方につい
ての特徴や規則性を見いだして
表現する。（思考・判断・表
現）
・生物の成長とふえ方に関する
事物・現象に進んでかかわり，
科学的に探究しようとする態度
と，生命を尊重し，自然環境の
保全に寄与する態度を養うとと
もに，自然を総合的に見ること
ができるようにする。（主体的
に学習に取り組む態度）

・生物の成長とふえ方に関する
事物・現象の特徴に着目しなが
ら，細胞分裂と生物の成長，生
物のふえ方についての基本的な
概念や原理・法則などを理解し
ているとともに，科学的に探究
するために必要な観察，実験な
どに関する基本操作や記録など
の基本的な技能を身につけてい
る。
・生物の成長とふえ方につい
て，観察，実験などを行い，そ
の結果や資料を分析して解釈
し，生物の成長とふえ方につい
ての特徴や規則性を見いだして
表現しているとともに，探究の
過程をふり返るなど，科学的に
探究している。
・生物の成長とふえ方に関する
事物・現象に進んでかかわり，
見通しをもったりふり返ったり
するなど，科学的に探究しよう
としている。

単元２　生命の連続性
第１章　生物の成長と生
殖

第１節　生物の成長と細胞の変化
・生物が成長するとき，細胞はどのように変
化するのか調べる。
・観察1　体細胞分裂の観察
第２節　無性生殖
・無性生殖は，どのような生殖か考える。
第３節　有性生殖
・有性生殖は，どのような生殖か考える。
・観察２　花粉管の伸長
第４節　染色体の受けつがれ方
・親から子へ染色体が受けつがれていくとき
には，どのような決まりがあるのか考える。

・遺伝の規則性と遺伝子に関す
る事物・現象の特徴に着目しな
がら，遺伝の規則性と遺伝子に
ついて理解するとともに，それ
らの観察，実験などに関する技
能を身につける。（知識・技
能）
・遺伝の規則性と遺伝子につい
て，見通しをもって解決する方
法を立案して観察，実験などを
行い，その結果を分析して解釈
し，遺伝の規則性と遺伝子につ
いての特徴や規則性を見いだし
て表現する。（思考・判断・表
現）
・遺伝の規則性と遺伝子に関す
る事物・現象に進んでかかわ
り，科学的に探究しようとする
態度と，生命を尊重し，自然環
境の保全に寄与する態度を養う
とともに，自然を総合的に見る
ことができるようにする。（主
体的に学習に取り組む態度）

・遺伝の規則性と遺伝子に関す
る事物・現象の特徴に着目しな
がら，遺伝の規則性と遺伝子に
ついての基本的な概念や原理・
法則などを理解しているととも
に，科学的に探究するために必
要な観察，実験などに関する基
本操作や記録などの基本的な技
能を身につけている。
・遺伝の規則性と遺伝子につい
て，観察，実験などを行い，そ
の結果や資料を分析して解釈
し，遺伝現象についての特徴や
規則性を見いだして表現してい
るとともに，探究の過程をふり
返るなど，科学的に探究してい
る。
・遺伝の規則性と遺伝子に関す
る事物・現象に進んでかかわ
り，見通しをもったりふり返っ
たりするなど，科学的に探究し
ようとしている。

第２章　遺伝の規則性と
遺伝子

第１節　遺伝の規則性
・親の形質は，どのようにして子や孫に受け
つがれるのか考える。
・実習１　遺伝子の組み合わせ
第２節　水中から陸上へ
・陸上で生活するセキツイ動物はどのように
進化してきたのか考える。
第３節　さまざまな進化の証拠
・進化の証拠には，どのようなものがあるの
か考える。
第４節　進化と多様性
・進化と地球上の生物の多様性には，どのよ
うな関係があるのか考える。

・生物の種類の多様性と進化に
関する事物・現象の特徴に着目
しながら，生物の種類の多様性
と進化について理解するととも
に，それらの観察，実験などに
関する技能を身につける。（知
識・技能）
・生物の種類の多様性と進化に
ついて，見通しをもって解決す
る方法を立案して観察，実験な
どを行い，その結果を分析して
解釈し，生物の種類の多様性と
進化についての特徴や規則性を
見いだして表現する。（思考・
判断・表現）
・生物の種類の多様性と進化に
関する事物・現象に進んでかか
わり，科学的に探究しようとす
る態度と，生命を尊重し，自然
環境の保全に寄与する態度を養
うとともに，自然を総合的に見
ることができるようにする。
（主体的に学習に取り組む態
度）

・生物の種類の多様性と進化に
関する事物・現象の特徴に着目
しながら，生物の種類の多様性
と進化についての基本的な概念
や原理・法則などを理解してい
るとともに，科学的に探究する
ために必要な観察，実験などに
関する基本操作や記録などの基
本的な技能を身につけている。
・生物の種類の多様性と進化に
ついて，観察，実験などを行
い，その結果や資料を分析して
解釈し，生物の種類の多様性と
進化についての特徴や規則性を
見いだして表現しているととも
に，探究の過程をふり返るな
ど，科学的に探究している。
・生物の種類の多様性と進化に
関する事物・現象に進んでかか
わり，見通しをもったりふり
返ったりするなど，科学的に探
究しようとしている。

第３章　生物の多様性と
進化

第１節　生物の歴史
・110，111ページの図とセキツイ動物の5つの
グループの特徴を関連づけて比較すると，ど
のようなことがわかるか考える。
第２節　水中から陸上へ
・陸上で生活するセキツイ動物はどのように
進化してきたのか考える。
第３節　さまざまな進化の証拠
・進化の証拠には，どのようなものがあるの
か考える。
第４節　進化と多様性
・進化と地球上の生物の多様性には，どのよ
うな関係があるのか考える。

２
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・物体に力がはたらく運動およ
び力がはたらかない運動につい
ての観察，実験を行い，物体の
運動には速さと向きがあるこ
と，力がはたらく運動では運動
の向きや時間の経過にともなっ
て物体の速さが変わること，お
よび，力がはたらかない運動で
は物体は等速直線運動すること
を見いだして理解するととも
に，それらの観察，実験の技能
を身につける。（知識・技能）
・物体の運動について，見通し
をもって観察，実験などを行
い，その結果を分析して解釈
し，物体の運動の規則性や関係
性を見いだして表現する。ま
た，探究の過程をふり返る。
（思考・判断・表現）
・物体の運動に関する事物・現
象に進んでかかわり，科学的に
探究する態度を養うとともに，
自然を総合的に見ることができ
るようにする。（主体的に学習
に取り組む態度）

・運動の規則性を日常生活や社
会と関連づけながら，運動の速
さと向き，力と運動についての
基本的な概念や原理・法則など
を理解しているとともに，科学
的に探究するために必要な観
察，実験などに関する基本操作
や記録などの基本的な技能を身
につけている。
・運動の規則性について，見通
しをもって観察，実験などを行
い，その結果を分析して解釈
し，物体の運動の規則性や関係
性を見いだして表現していると
ともに，探究の過程をふり返る
など，科学的に探究している。
・運動の規則性に関する事物・
現象に進んでかかわり，見通し
をもったりふり返ったりするな
ど，科学的に探究しようとして
いる。

単元３　運動とエネル
ギー

第１章　物体の運動

第１節　物体の運動の記録
・水平面上で移動する物体の運動を記録タイ
マーで記録すると，何がわかるか調べる。
・実験１　水平面上での台車の運動
第２節　物体の運動の速さの変化
・物体の運動の速さの変化をくわしく調べる
には，どうすればよいか考える。
第３節　だんだん速くなる運動
・物体がだんだん速くなる運動に，力はどの
ように関係しているか調べる。
・実験２　斜面上での台車の運動
第４節　だんだんおそくなる運動
・物体の運動の向きとは逆向きに一定の力が
はたらき続けるとき，物体の速さはどのよう
に変化するか考える。

・2つ以上の力がはたらく状況
の観察，実験を通して，合力や
分力の規則性や，物体にはたら
く力と物体の運動の関係を理解
するとともに，それらの観察，
実験などに関する技能を身につ
ける。（知識・技能）
・力のはたらきと物体の運動の
関係性について問題を見いだ
し，見通しをもって観察，実験
などを行い，力のはたらきと物
体の運動の規則性を見いだして
表現する。（思考・判断・表
現）
・力のはたらきと物体の運動の
規則性に関する事物・現象に進
んでかかわり，科学的に探究し
ようとする態度を養うととも
に，自然を総合的に見ることが
できるようにする。（主体的に
学習に取り組む態度）

・力のつり合いと合成・分解，
運動の規則性を日常生活や社会
と関連づけながら，水中の物体
にはたらく力，力の合成・分
解，力と運動についての基本的
な概念や原理・法則などを理解
しているとともに，科学的に探
究するために必要な観察，実験
などに関する基本操作や記録な
どの基本的な技能を身につけて
いる。
・力のつり合いと合成・分解，
運動の規則性について，見通し
をもって観察，実験などを行
い，その結果を分析して解釈
し，力のつり合いと合成・分
解，運動の規則性や関係性を見
いだして表現しているととも
に，探究の過程をふり返るな
ど，科学的に探究している。
・力のつり合いと合成・分解，
運動の規則性に関する事物・現
象に進んでかかわり，見通しを
もったりふり返ったりするな
ど，科学的に探究しようとして
いる。

第２章　力のはたらき方 第１節　力の合成と分解
・1つの物体に，ある角度をもった2力がはた
らくとき，どのように表すことができるかを
調べる。
・実験３　角度をもってはたらく2力
第２節　慣性の法則
・力がはたらいていないときや，力がはたら
いていても合力が0のとき，物体の運動はどう
なるかを考える。
第３節　作用・反作用の法則
・ある物体が別の物体に力を加えたとき，2つ
の物体の間でどのように力をおよぼし合うか
を考える。
第４節　水中ではたらく力
・水中の物体にはたらく上向きの力の大きさ
は，物体の何に関係するかを調べる。
・実験４　水中の物体にはたらく上向きの力

・仕事に関する観察，実験を行
い，仕事と仕事率について理解
する。また，力学的エネルギー
に関する観察，実験を行い，物
体のもつ力学的エネルギーは物
体がほかの物体になしうる仕事
で測れること，運動エネルギー
と位置エネルギーは相互に移り
変わること，力学的エネルギー
の総量は保存されることなどを
見いだして理解するとともに，
それらの観察，実験の技能を身
につける。（知識・技能）
・運動とエネルギーについて，
見通しをもって観察，実験など
を行い，その結果を分析して解
釈し，力学的エネルギーの規則
性や関係性を見いだして表現す
る。また，探究の過程をふり返
る。（思考・判断・表現）
・エネルギーに関する事物・現
象に進んでかかわり，科学的に
探究する態度を養うとともに，
自然を総合的に見ることができ
るようにする。（主体的に学習
に取り組む態度）

・力学的エネルギーを日常生活
や社会と関連づけながら，仕事
とエネルギー，力学的エネル
ギーの保存についての基本的な
概念や原理・法則などを理解し
ているとともに，科学的に探究
するために必要な観察，実験な
どに関する基本操作や記録など
の基本的な技能を身につけてい
る。
・力学的エネルギーについて，
見通しをもって観察，実験など
を行い，その結果を分析して解
釈し，力学的エネルギーの規則
性や関係性を見いだして表現し
ているとともに，探究の過程を
ふり返るなど，科学的に探究し
ている。
・力学的エネルギーに関する事
物・現象に進んでかかわり，見
通しをもったりふり返ったりす
るなど，科学的に探究しようと
している。

第３章　エネルギーと仕
事

第１節　さまざまなエネルギー
・エネルギーには，どのような形態があるか
考える。
第２節　力学的エネルギー
・運動する物体の運動エネルギーと位置エネ
ルギーには，どのような関係があるか考え
る。
第３節　仕事と力学的エネルギー
・仕事と力学的エネルギーには，どのような
関係があるか調べる。
・実験５　仕事と力学的エネルギーの関係
第４節　仕事の原理と仕事率
・道具を使うと，仕事の大きさはどのように
なるか調べる。
・実験６　滑車を使うときの仕事
第５節　エネルギーの変換と保存
・さまざまに形態を変えると，エネルギーの
総量は，どうなるか考える。



・身近な天体とその運動に関す
る特徴に着目しながら，日周運
動と自転，年周運動と公転につ
いての基本的な概念や原理・法
則などを理解するとともに，そ
れらの観察・実験の技能を身に
つける。（知識・技能）
・天体の動きと地球の自転・公
転について，天体の観察，実験
などを行い，その結果や資料を
分析して解釈し，天体の動きと
地球の自転・公転についての特
徴や規則性を見いだして表現す
る。また，探究の過程をふり返
る。（思考・判断・表現）
・天体の動きと地球の自転・公
転に関する事物・現象に進んで
かかわり科学的に探究しようと
する態度と生命を尊重し，自然
環境の保全に寄与する態度を養
うとともに，自然を総合的に見
ることができるようにする。
（主体的に学習に取り組む態
度）

・身近な天体とその運動に関す
る特徴に着目しながら，日周運
動と自転，年周運動と公転につ
いての基本的な概念や原理・法
則などを理解しているととも
に，科学的に探究するために必
要な観察，実験などに関する基
本操作や記録などの基本的な技
能を身につけている。
・天体の動きと地球の自転・公
転について，天体の観察，実験
などを行い，その結果や資料を
分析して解釈し，天体の動きと
地球の自転・公転についての特
徴や規則性を見いだして表現し
ているとともに，探究の過程を
ふり返るなど，科学的に探究し
ている。
・天体の動きと地球の自転・公
転に関する事物・現象に進んで
かかわり，見通しをもったりふ
り返ったりするなど，科学的に
探究しようとしている。

単元４　地球と宇宙
第１章　地球の運動と天
体の動き

第１節　太陽の１日の動き
・太陽は，１日でどのように動いて見えるか
調べる。また，その理由を考える。
・観察２　太陽の１日の動き
第２節　地球の自転と方位，時刻
・地球上の方位と時刻は，どのように決めら
れているのか考える。
第３節　星の1日の動き
・地球の自転と星の1日の動きは，どのような
関係か調べる。
・観察３　星の1日の動き方
第４節　天体の1年の動き
・真夜中に見られる星座は，1年を通してどの
ように移り変わるか調べる。
・実習１　地球の公転と見える星座の関係
第５節　地軸の傾きと季節の変化
・季節によるさまざまなちがいは，どのよう
にして生じるか調べる。
・実習２　季節による昼と夜の長さの変化

・身近な天体とその運動に関す
る特徴に着目しながら，月や金
星の運動と見え方についての基
本的な概念や原理・法則などを
理解するとともに，それらの観
察・実験の技能を身につける。
（知識・技能）
・月や金星の運動と見え方につ
いて，天体の観察，実験などを
行い，その結果や資料を分析し
て解釈し，月や金星の運動と見
え方についての特徴や規則性を
見いだして表現する。また，探
究の過程をふり返る。（思考・
判断・表現）
・月や金星の運動と見え方に関
する事物・現象に進んでかかわ
り，科学的に探究しようとする
態度と，生命を尊重し，自然環
境の保全に寄与する態度を養う
とともに，自然を総合的に見る
ことができるようにする。（主
体的に学習に取り組む態度）

・身近な天体とその運動に関す
る特徴に着目しながら，月や金
星の運動と見え方についての基
本的な概念や原理・法則などを
理解しているとともに，科学的
に探究するために必要な観察，
実験などに関する基本操作や記
録などの基本的な技能を身につ
けている。
・月や金星について，天体の観
察，実験などを行い，その結果
や資料を分析して解釈し，月や
金星の運動と見え方についての
特徴や規則性を見いだして表現
しているとともに，探究の過程
をふり返るなど，科学的に探究
している。
・月や金星の運動と見え方に関
する事物・現象に進んでかかわ
り，見通しをもったりふり返っ
たりするなど，科学的に探究し
ようとしている。

第２章　月と金星の見え
方

第１節　月の満ち欠け
・月が満ち欠けをくり返すのはなぜか調べ
る。
・実習３　月の満ち欠けについてのモデル実
習
第２節　日食と月食
・月食や日食は，どのようにして起こるのか
考える。
第３節　金星の見え方
・金星が満ち欠けして見えるのはなぜか調べ
る。
・実習４　金星の満ち欠けについてのモデル
実習

27 ・身近な天体とその運動に関す
る特徴に着目しながら，太陽系
と恒星についての基本的な概念
や原理・法則などを理解すると
ともに，それらの観察・実験の
技能を身につける。（知識・技
能）
・太陽系と恒星について，天体
の観察，実験などを行い，その
結果や資料を分析して解釈し，
太陽系と恒星についての特徴や
規則性を見いだして表現する。
また，探究の過程をふり返る。
（思考・判断・表現）
・太陽系と恒星に関する事物・
現象に進んでかかわり，科学的
に探究しようとする態度と，生
命を尊重し，自然環境の保全に
寄与する態度を養うとともに，
自然を総合的に見ることができ
るようにする。（主体的に学習
に取り組む態度）

・身近な天体とその運動に関す
る特徴に着目しながら，太陽系
と恒星についての基本的な概念
や原理・法則などを理解してい
るとともに，科学的に探究する
ために必要な観察，実験などに
関する基本操作や記録などの基
本的な技能を身につけている。
・太陽系と恒星について，天体
の観察，実験などを行い，その
結果や資料を分析して解釈し，
太陽系と恒星についての特徴や
規則性を見いだして表現してい
るとともに，探究の過程をふり
返るなど，科学的に探究してい
る。
・太陽系と恒星に関する事物・
現象に進んでかかわり，見通し
をもったりふり返ったりするな
ど，科学的に探究しようとして
いる。

第３章　宇宙の広がり 第１節　太陽系の天体
・太陽系の天体にはどのようなものがあり，
どのような特徴をもっているか調べる。
第２節　宇宙の広がり
・私たちは，宇宙のなかのどこにいるのか考
える。

・日常生活や社会と関連づけな
がら，自然界のつり合いについ
て理解するとともに，それらの
観察，実験などに関する技能を
身につける。（知識・技能）
・身近な自然環境を調べる観
察，実験などを行い，自然環境
の保全のあり方について，科学
的に考察して判断する。（思
考・判断・表現）
・生物と環境に関する事物・現
象に進んでかかわり，科学的に
探究しようとする態度と，生命
を尊重し，自然環境の保全に寄
与する態度を養うとともに，自
然を総合的に見ることができる
ようにする。（主体的に学習に
取り組む態度）

・日常生活や社会と関連づけな
がら，自然界のつり合いについ
ての基本的な概念や原理・法則
などを理解しているとともに，
科学的に探究するために必要な
観察，実験などに関する基本操
作や記録などの基本的な技能を
身につけている。
・生物と環境について，身近な
自然環境などを調べる観察，実
験などを行い，自然環境保全の
あり方について，科学的に考察
して判断しているなど，科学的
に探究している。
・生物と環境に関する事物・現
象に進んでかかわり，見通しを
もったりふり返ったりするな
ど，科学的に探究しようとして
いる。

単元５　地球と私たちの
未来のために
第１章　自然のなかの生
物

第１節　生態系
・生態系では，生物どうしの間にどのような
関係が見られるか考える。
第２節　生態系における生物の関係
・生態系において，それぞれの生物はどのよ
うなはたらきをしているのか考える。
・実験１　微生物のはたらき
第３節　炭素の循環と地球温暖化
・生物のからだをつくる炭素は，食物連鎖に
ともなって，生態系をどのように移動してい
るのか考える。

３
学
期



・日常生活や社会と関連づけな
がら，自然環境の調査と環境保
全について理解するとともに，
それらの観察，実験などに関す
る技能を身につける。（知識・
技能）
・身近な自然環境を調べる観
察，実験などを行い，自然環境
の保全のあり方について，科学
的に考察して判断する。（思
考・判断・表現）
・生物と環境に関する事物・現
象に進んでかかわり，科学的に
探究しようとする態度と，生命
を尊重し，自然環境の保全に寄
与する態度を養うとともに，自
然を総合的に見ることができる
ようにする。（主体的に学習に
取り組む態度）

・日常生活や社会と関連づけな
がら，自然環境の調査と環境保
全についての基本的な概念や原
理・法則などを理解していると
ともに，科学的に探究するため
に必要な観察，実験などに関す
る基本操作や記録などの基本的
な技能を身につけている。
・生物と環境について，身近な
自然環境などを調べる観察，実
験などを行い，自然環境保全の
あり方について，科学的に考察
して判断しているなど，科学的
に探究している。
・生物と環境に関する事物・現
象に進んでかかわり，見通しを
もったりふり返ったりするな
ど，科学的に探究しようとして
いる。

第２章　自然環境の調査
と保全

第１節　身近な自然環境の調査
・生物と自然環境はどのようにかかわってい
るのか，身近な自然環境を調査して考える。
・調査１　身近な自然環境の調査
第２節　人間による活動と自然環境
・自然環境に人間の活動がどのような影響を
あたえているのか考える。
第３節　自然環境の開発と保全
・自然環境を保全するためにどのような活動
が行われているのか調べる。

・人間は水力，火力，原子力，太陽
光などからエネルギーを得ているこ
とを知るとともに，エネルギー資源
の有効な利用が大切であることを認
識する。また，物質に関する観察，
実験などを通して，日常生活や社会
では，さまざまな物質が幅広く利用
されていることを理解するととも
に，物質の有効な利用が大切である
ことを認識する。さらに，科学技術
の発展の過程を知るとともに，科学
技術が人間の生活を豊かで便利にし
ていることを認識する。あわせて，
それらの観察，実験などに関する技
能を身につける。（知識・技能）
・日常生活や社会で使われているエ
ネルギーや物質について，見通しを
もって観察，実験などを行い，その
結果を分析して解釈するとともに，
自然環境の保全と科学技術のあり方
について，科学的に考察して判断す
る。（思考・判断・表現）
・エネルギーと物質に関する事物・
現象，自然環境の保全と科学技術の
利用に関する事物・現象に進んでか
かわり，科学的に探究しようとする
態度を養うとともに，自然を総合的
に見ることができるようにする。
（主体的に学習に取り組む態度）

・日常生活や社会と関連づけな
がら，エネルギーとエネルギー
資源，さまざまな物質とその利
用，科学技術の発展，自然環境
の保全と科学技術の利用につい
ての基本的な概念や原理・法則
などを理解しているとともに，
科学的に探究するために必要な
観察，実験などに関する基本操
作や記録などの基本的な技能を
身につけている。
・日常生活や社会で使われてい
るエネルギーや物質について，
見通しをもって観察，実験など
を行い，その結果を分析して解
釈したり，自然環境の保全と科
学技術の利用について，観察，
実験などを行い，自然環境の保
全と科学技術の利用のあり方に
ついて，科学的に考察して判断
したりするなど，科学的に探究
している。
・エネルギーと物質に関する事
物・現象，自然環境の保全と科
学技術の利用に進んでかかわ
り，見通しをもったりふり返っ
たりするなど，科学的に探究し
ようとしている。

第３章　科学技術と人間 第１節　さまざまな物質とその利用
・昔と今で，変わってきた素材や製品にはど
のような物があり，また，なぜ変わってきた
のか考える。
・実験２　素材となる物質の性質
第２節　エネルギー資源の利用
・今後，エネルギー資源をどう利用していけ
ばよいか考える。
第３節　科学技術の発展
・科学技術を利用することは，私たちの未来
をどのように変えることになるか考える。
・実習１　科学技術の利用のあり方
自然災害と地域のかかわりを学ぶ
・自分たちの住む地域では，どのような災害
が起こるおそれがあるか調べる。
第１節　地球環境と私たちの社会
・30年後の社会のために，私たちは社会にど
のようにかかわればよいか考える。
・実習２　30年後の社会のために現在の社会
とどうかかわるか

留意点
引継ぎ等



　中学部　１～３年（Ⅰ課程）　音楽科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

中学生の音楽〈教育芸術社〉
中学生の器楽〈教育芸術社〉
中学音楽　　〈教育出版社〉
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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)
・曲想と音楽の構造との関わり
について理解するとともに，曲
や演奏に対する評価とその根拠
について自分なりに考え，音楽
のよさや美しさを味わって聴
く。
・音素材の特徴及び音の重なり
方や反復，変化，対照などの構
成上の特徴について理解すると
ともに，それらを生かした創作
表現を創意工夫して音楽をつく
る。

（知）曲想と音楽の構造との関
わりについて理解している
(思）音色，旋律，テクスチュ
ア，形式を知覚し，それらの働
きが生み出す特質や雰囲気を感
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自
分なりに考え，音楽のよさや美
しさを味わって聴いている。

・ジョーズのテーマ
イメージをもたらす音楽
の秘密を探ろう。

・音色，リズム，速度，旋律，強弱を知覚
し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気を
感受する。
・曲想と音色，リズム，速度，旋律，強弱と
の関わりについて理解する。
・音色，リズム，速度，旋律，強弱を知覚
し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気を
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自分なり
に考え，音楽のよさや美しさを味わって聴
く。

(知・思）
音のつながり方の特徴について
理解するとともに，それらを生
かした創作表現を創意工夫して
音楽をつくる。

(知)音のつながり方の特徴につ
いて，表したいイメージと関わ
らせて理解している。
(技) 創意工夫を生かした表現
で旋律や音楽をつくるために必
要な，課題や条件に沿った音の
選択や組合せなどの技能を身に
付け，創作で表している。
(思) リズム，旋律を知覚し，
それらの働きが生み出す特質や
雰囲気を感受しながら，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思いや意
図をもっている。

・リズムゲーム，リズム
アンサンブル，リズム
チャレンジ
音のつながり方の特徴を
生かして，創作表現を工
夫しよう

・音符の名称がわかる
・2小節または、４小節のリズムを創作する
・リズムアンサンブルなど異なったリズムパ
ターンを組み合わせてアンサンブルすること
ができる。

(知・思)
曲想と音楽の構造との関わりに
ついて理解するとともに，曲や
演奏に対する評価とその根拠に
ついて自分なりに考え，音楽の
よさや美しさを味わって聴く。

(知）曲想と音楽の構造との関
わりについて理解している。
(思)音色，旋律，テクスチュ
ア，強弱を知覚し，それらの働
きが生み出す特質や雰囲気を感
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自
分なりに考え，音楽のよさや美
しさを味わって聴いている。

・魔王
曲想と音楽の構造との関
わりを理解して，その魅
力を味わおう

・曲想と音楽の構造や詩の内容との関わりに
関心をもつ。
・演奏を聴き，音色，旋律，テクスチュア，
強弱を知覚し，それらの働きが生み出す特質
や雰囲気を感受する。
・曲想と音楽の構造との関わりについて理解
する。
・音色，旋律，テクスチュア，強弱を知覚・
感受しながら，曲や演奏に対する評価とその
根拠について自分なりに考え，音楽のよさや
美しさを味わって聴く。
・旋律の雰囲気や歌い方の違いに関心をも
ち，曲に込められた作曲者の思いを味わって
聴く。

(知・技・思）
・曲想と音楽の構造や歌詞の内
容及び曲の背景との関わりにつ
いて理解するとともに，それら
を生かした曲にふさわしい歌唱
表現を創意工夫して歌う。

（知） 曲想と音楽の構造や歌
詞の内容及び曲の背景との関わ
りについて理解している。
（技） 創意工夫を生かした表
現で歌うために必要な発声，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）音色，リズム，旋律，強
弱，形式を知覚し，それらの働
きが生み出す特質や雰囲気を感
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，曲にふさわしい歌唱表現
としてどのように表すかについ
て思いや意図をもっている。

夏の思い出
荒城の月
サンタルチア

曲想と音楽の構造との関
わりを理解して歌唱表現
を工夫し，生活や社会の
中の音楽の意味や役割に
ついて考えよう

・声部の役割や全体の響きに関心をもつ。
・曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わり
について理解する。
・声部の役割や全体の響きに関心をもち，音
楽表現を創意工夫する。
・創意工夫を生かし，全体の響きや各声部の
声などを聴きながら他者と合わせて歌う技能
を身に付ける。

令和４年度

単位数
／配当時数 児童生徒

17 中学１～３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）曲想と音楽の構造や背景などとの関わり及び音楽の多様性について理解するとともに，創意工夫を生かし
た音楽表現をするために必要な技能を身に付けるようにする。

(思判表力)音楽表現を創意工夫することや，音楽のよさや美しさを味わって聴くことができるようにする。
　
(学･人)音楽活動の楽しさを体験することを通して，音楽を愛好する心情を育むとともに，音楽に対する感性を豊か
にし，音楽に親しんでいく態度を養い，豊かな情操を培う。

6
1
学
期

7
２
学
期



３
学
期

4

(知・思・技）
曲想と音楽の構造や歌詞の内容
との関わりについて理解すると
ともに，それらを生かした歌唱
表現を創意工夫して歌う。

（知）曲想と音楽の構造や歌詞
の内容との関わりについて理解
している。
（技） 創意工夫を生かし，全
体の響きや各声部の音などを聴
きながら他者と合わせて演奏す
る技能を身に付け，歌唱で表し
ている。
（思） 音色，旋律，テクス
チュア，強弱を知覚し，それら
の働きが生み出す特質や雰囲気
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
ついて思いや意図をもってい
る。

・教科書から選定
曲想やパートの役割を感
じ取って，歌唱表現を工
夫しよう
卒業式、終業式に向けて

・声部の役割や全体の響きに関心をもつ。
・曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わり
について理解する。
・声部の役割や全体の響きに関心をもち，音
楽表現を創意工夫する。
・創意工夫を生かし，全体の響きや各声部の
声などを聴きながら他者と合わせて歌う技能
を身に付ける。

留意点
引継ぎ等



担当者 教科書／副教材

美術１　　（光村図書）
美術２・３（光村図書）

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)
・身近なものを見つ
め、感じ取った特徴
をどのようにあらわ
したいか考えて、材
料や用具を工夫して
描く。(1)ア(ア)／
(2)ア(ア)
・身近なものを描い
た作品を鑑賞し、さ
まざまな表現の工夫
を感じ取る。(1)ア
(ア)

(知・技）
・形や色、質感などが感情にもたらす効果や、造
形的な特徴をもとに、身近なものを全体のイメー
ジで捉えることを理解している。
(思･判･表)
・自分のあらわしたいものに合った材料や用具を
選択し、意図に応じて工夫してあらわし、心豊か
に表現する構想を練っている。
(主学)
・友達の作品の造形的なよさや美しさを感じ取
り、身近なものに対する作者の心情や表現の意図
と工夫などについて考えるなどして、見方や感じ
方を広げ、さまざまな表現の工夫を感じ取る鑑賞
の学習活動に取り組もうとしている。

●オリエンテー
ション
『うつくしい！／
美術の広がり』
●絵や彫刻など
［描く活動］
『見つめ、感じ取
り、描く』

○教科書巻頭と巻末の「うつくしい！」を
読み、教科書に掲載されている作品を見た
り、1年での学習を振り返ったりして、社
会への広がりの中で、美術でどんなことが
できるのか考える。
○教科の目標と関連させながら、1年間の
計画や内容を理解する。
○身近なものをよく見たり、触ったりして
特徴をとらえ、主題を生み出し、工夫し表
現する。
○作品を鑑賞し、作者の意図や工夫につい
て話し合う。

(知及技）
(思判表力)
(学･人)
・墨の表現のさまざ
まな効果を知り、そ
の表現を生かして作
品を描く。(1)ア
(ア)／(2)ア(ア)
・作品を鑑賞して、
墨の表現の豊かさや
余白により生まれる
美しさなどを感じ取
る。(1)ア(ア)／イ
(イ)

(知・技）
・墨の性質や質感などが感情にもたらす効果や、
余白の効果、造形的な特徴をもとに、墨の世界を
全体のイメージで捉えることを理解し、自分の表
現方法を追求して創造的にあらわしている。
(思･判･表)
・墨の表現のさまざまな効果をもとに主題を生み
出し、単純化や省略、強調などを考え、創造的な
構成を工夫し、心豊かに表現する構想を練ってい
る。
(主学)
・創造活動の喜びを味わい、主体的に墨の効果を
生かして作品を描く表現の学習活動に取り組もう
としている。

●絵や彫刻など
［描く活動］
『墨で描く楽し
さ』
『掛け軸で未来図
を描こう』

○墨による多様な表現に関心をもち、墨な
らではの効果をもとに主題を生み出す。
○主題をもとに、墨の特性を生かして構想
を練る。
○墨の表現や余白の生かし方などを工夫し
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)
・風神雷神をあらわ
した作品を比較して
鑑賞し、それぞれの
よさや違いについて
話し合う。また、屏
風の特性や鑑賞のし
かたを理解して、作
品の見方や感じ方を
広げる。(1)ア(ア)
／イ(イ)

(知・技）
・形や色、材料、光などが感情にもたらす効果
や、作品の造形的な特徴、屏風などの表現形式な
どをもとに、日本の美術文化を全体のイメージや
作風で捉えることについて理解している。
(主学)
・創造活動の喜びを味わい、楽しく日本の美術文
化を鑑賞する学習活動に取り組もうとしている。

●絵や彫刻など
［鑑賞］
『風神雷神―受け
継がれる日本の
美』

○「風神・雷神像」や、さまざまな絵師が
描いた「風神雷神図屏風」を鑑賞し、違い
やそれぞれのよさを感じ取る。
○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、作品の見方を広げ
る。

(知及技）
(思判表力)
・伝える相手と内容
を考えて発想を広
げ、形や色を工夫し
て文字をデザインす
る。(1)イ(イ)／(2)
ア(ア)(イ)
・デザインされた文
字を鑑賞して、作者
の表現の意図や工夫
を感じ取る。(1)ア
(イ)／イ(ア)

(知・技）
・文字の形や色、構成などが見る人に与える効果
について理解している。
・素材などの材料や用具を工夫して生かし、制作
の順序を考え、見通しをもってあらわしている。
(思･判･表)
・伝える相手や伝えたい内容などをもとに主題を
生み出し、わかりやすさと美しさなどとの調和を
考え、表現の構想を練っている。
(主学)
・創造活動の喜びを味わい、楽しく形や色を工夫
して文字をデザインする表現の学習活動に取り組
もうとしている。

●デザインや工芸
など［描く活動］
『文字っておもし
ろい』

○身近にあるデザインされた文字を鑑賞
し、形や色彩から受ける印象やその違いに
ついて考える。
○伝えたい内容を基に、文字の形や色彩の
効果を考えてデザインす る。
○作品を鑑賞し、作者の意図や工夫につい
て話し合う。

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ようにす
る。
(思判表力)　創造的なよさや美しさ、表現の意図と工夫、美術の働きなどについて考え、主題を生み出し豊かに発想し構想を練ったり、
美術や美術文化に対する見方や感じ方を深めることができるようにする。
(学･人)　美術の創造活動の喜びを味わい、美術を愛好する心情を育み、感性を豊かにし、心豊かな生活を創造していく態度を養い、豊
かな情操を培うことができるようにする。

1
学
期

6

２
学
期

7

　　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

令和４年度　中学部　１～３年（　Ⅰ課程　）　美術科　年間指導計画
単位数

／配当時数 児童生徒

17 １学年・２学年・３学年



(知及技）
(思判表力)
(学･人)
・自然物や日用品か
ら発想を広げ、形や
色を工夫して文様を
つくる。(1)イ(ア)
／(2)ア(ア)(イ)
・日本や諸外国の文
様を鑑賞し、表現の
工夫や文様に込めら
れた願い、生活との
関わりなどを感じ取
る。(1)ア(イ)／イ
(ア)(イ)

(知・技）
・形や色、材料、光などが感情にもたらす効果
や、造形的な特徴をもとに、光が生活に与える印
象や効果を全体のイメージで捉えることを理解し
ている。
・材料や用具、表現方法の特性などから制作の順
序などを総合的に考えながら、見通しをもって創
造的にあらわしている。
(主学)
・創造活動の喜びを味わい、主体的に光の効果を
考え、材料の特徴を生かして、使う人や設置する
場所に合うあかりをつくる表現の学習活動に取り
組もうとしている。

●デザインや工芸
など［つくる活
動］
『光を美しく透か
すランプシェー
ド』

○さまざまなあかりのデザインに関心をも
ち、使う人や設置する場所などの条件をも
とに主題を生み出す。
○主題をもとに、材料による光の透け方や
漏れ方などを考えながら構想を練る。
○材料の特性を生かし、形や色なども工夫
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)
・絵巻物と漫画を鑑
賞し、時代を超えた
表現の共通点や違い
を考える。(1)ア
(ア)イ(イ)

(知・技)
・形や色、材料などが感情にもたらす効果や、作
品の造形的な特徴をもとに、絵巻物と漫画の共通
点や違いを全体のイメージや作風で捉えることを
理解している。
(思・判・表)
・絵巻物と漫画の造形的なよさや美しさを感じ取
り、時代を超えた表現の共通点や違いを考えるな
どして、美意識を高め、美術文化への見方や感じ
方を深めている。
(主学)
・美術の創造活動の喜びを味わい、主体的に絵巻
物と漫画から、時代を超えた表現の共通点や違い
を考える鑑賞の学習活動に取り組もうとしてい
る。

●絵や彫刻など
［鑑賞］
『絵巻物と漫画の
表現』

○絵巻物と漫画を鑑賞し、よさや美しさを
感じ取る。
○絵巻物と漫画の、時代を超えた表現の共
通点や違いを感じ取り、美術文化への見方
や感じ方を深める。
○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、作品の見方を広げ
る。

(知及技）
(思判表力)
(学･人)
・自然物や日用品か
ら発想を広げ、形や
色を工夫して文様を
作る。(1)イ(ア)／
(2)ア(ア)(イ)
・日本や諸外国の文
様を鑑賞し、表現の
工夫や文様に込めら
れた願い、生活との
関わりなどを感じ
る。(1)ア(イ)／イ
(ア)(イ)

(知・技）(思･判･表)
・文様の形や色、構成などが見る人に与える効果
について理解し、日本や諸外国の文様の造形的な
よさや美しさを感じ取ろうとしている。
・自分の主題に応じて、制作の順序を考え、見通
しをもち、材料や用具の生かし方などを工夫し
て、連続する文様をあらわしている。
(主学)
・創造活動の喜びを味わい、楽しく日本や諸外国
の文様に込められた願いや生活との関わりなどを
考える鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。

●デザインや工芸
など［つくる活
動］
『生活をいろどる
文様』

○諸外国の模様と日本の模様を比べ、
「和」の特徴について考える。
○自然の中から見つけた形を手がかりに
「和」をあらわす連続したパターンを構想
し、布面への構成を考える。
○ゴム版にパターンの一つを彫り、スタン
プをつくる。
○スタンプを使い、布に染色していく。
○完成した布を実際に使ってみる。

(知及技）
(思判表力)
(学･人)
・作品を鑑賞し、日
本の美術が西洋の美
術に与えた影響につ
いて考える。また、
日本や西洋の美術作
品について、それぞ
れのよさや美しさを
感じ取り、美術文化
への理解を深める。
(1)ア(ア)／イ(イ)

(思･判･表)
・形や色、材料、光などが感情にもたらす効果
や、作品の造形的な特徴をもとに、日本の美術が
西洋の美術に与えた影響や、日本や西洋の美術文
化を全体のイメージで捉えることを理解してい
る。
・日本や西洋の美術作品について、それぞれのよ
さや美しさを感じ取り、日本の美術が西洋の美術
に与えた影響について考えるなどして、美意識を
高め、美術文化への見方や感じ方を深めている。
(主学)
・創造活動の喜びを味わい、主体的に日本の美術
が西洋の美術に与えた影響について考え、日本や
西洋の美術作品について、よさや美しさを感じ取
る鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。

●絵や彫刻など
［鑑賞］
『北斎からゴッホ
へ』

○日本や西洋の美術作品について、それぞ
れのよさや美しさを感じ取る。
○日本の美術が西洋の美術に与えた影響に
ついて考え、美術文化への見方や感じ方を
深める。
○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、作品の見方を広げ
る。

3
学
期

4

留意点
引継ぎ等

○生徒の体調に応じ授業内容を柔軟に取り組む。
○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。



中学部１年（Ⅰ課程）　技術科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

東京書籍

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・人）
・身の回りの材料と加工の技術

・身の回りの製品に生かされている材
料の特性と材料に適した加工方法につ
いて理解している。（知・技）
・主体的に材料と加工の技術について
考えようとしている。（主学）

・身の回りの製品を見て、なぜその材料が使われてい
るか知る。
・身の回りの製品に使われている材料と加工の技術に
ついて調べる。

（知及技）
・木材・金属・プラスチックの特性

・木材、金属、プラスチックなどの特
性と特性を生かした利用方法について
理解している。
（知・技）

・木材、金属、プラスチックの特性について調べる。
・木材、金属、プラスチックがどのような製品に利用
されているかをまとめる。

（知及技）
・丈夫な製品を作るために

・身の回り製品を丈夫にする方法を調
べる活動を通して、構造、部材を丈夫
にする方法について理解している。
（知・技）

・部材の組み合わせや接合の方法などを工夫して製品
を丈夫にする方法を考える。

（知及技）(思判表力)
・製品を構成し、設計する

・製作に必要な図の描き方を理解して
いる。（知・技）
・材料の選択や成形の方法などを構想
し、設計を具体化する力を身に付けて
いる。（思・判・表）

・課題を解決するために、使用目的や使用条件に合わ
せて、製作品の構想を具体化する。
（機能、材料、構造、加工法の検討）
・製作品に必要の構想を製作に必要な図に表す。
（等角図、第三角法による正投影図）

（学・人）
・これからの材料と加工の技術

・よりよい生活の実現や持続可能な社
会の構築に向けて考えている。
（主学）

・持続可能な社会の構築のために、これからの材料と
加工の技術について考える。

（学・人）
・情報の技術とは何だろう

・主体的に情報の技術について考えよ
うとしている。（主学）

・コンピュータを構成するハードウェアとソフトウェ
アについてまとめる。

（知及技）
・情報のデジタル化

・情報のデジタル化の仕組みデジタル
化の方法データ量の関係について理解
している。（知・技）

・コンピュータは、全ての情報を数値化して処理して
いることを知る。
・画像をデジタル化する方法やデータ量との関係につ
いてまとめる。

（知及技）
・情報通信ネットワークの仕組み

・情報通信ネットワークの構築につい
て理解している。（知・技） ・情報通信ネットワークを使って、情報をやりとりす

る仕組みについて知る。

（学・人）
・安全に利用するための情報モラル

・情報が社会に与える影響を理解し
て、望ましい情報社会のために取るべ
き態度を身に付けようとしている。
（主学）
・情報の特性を理解して情報を安全に
利用することができる技能を身に付け
ている。（知・技）

・望ましい情報社会のための態度について考える。
・情報の特性について考え、情報が社会に与える影響
について調べる。

（学・人）
・安全に利用するためのセキュリ
ティー

・情報の安全を確保するために必要な
判断や対応をする力を身に付けようと
している。（主学）

・情報セキュリティーを実現するための３つの要素知
る。（機密性、完全性・可用性）

（学・人）
・双方向性のあるコンテンツのプログ
ラミングとは何だろう

・主体的に情報の技術について考え、
理解しようとしている。
（主学）

・双方向性のあるコンテンツにはどのようなものがあ
るか調べ、基本的な仕組みについて考える。

（思判表力）
・問題を発見し、課題を設定しよう

・「技術の見方・考え方」を働かせ
て、問題を発見し、自分なりの課題を
設定する力を身に付けている。
（思・判・表）

・双方向性のあるコンテンツのプログラミングによっ
て解決できる問題を見つける。

（思判表力）
・コンテンツを構想しよう

・使用するメディアを複合する方法と
その効果的な利用方法を構想する力を
身に付けている。（思・判・表）

・問題を解決するためのコンテンツに必要な情報を収
集し、解決策を具体化する。（構想の具体化、情報処
理の手順の整理、必要な機能の整理）

令和4年度

単位数
／配当時数 児童生徒

17 中学部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）
・生活や社会で利用されている材料、加工、生物育成、エネルギー変換及び情報の技術についての基礎的な理解を図るとともに、それら
に係る技能を身に付け、技術と生活や社会、環境との関わりについて理解を深める。
（思判表力）
・生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定し、解決策を構想し、製作図等に表現し、試作等を通じて具体化し、実
践を評価・改善するなど、課題を解決する力を養う。
（学・人）
・よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて、適切かつ誠実に技術を工夫し創造しようとする実践的な態度を養う。

1
学
期

２
学
期

Ｄ（１）アイ
Ｄ（２）アイ

情報の技術の
原理・法則と仕組み

Ｄ（１）アイ
Ｄ（２）アイ

情報の技術の
原理・法則と仕組み

Ｄ（２）アイ

双方向性のあるコンテンツの
プログラミングによる問題解

決

6

Ａ（１）アイ

材料と加工の技術の原理・法
則と仕組み

Ａ（２）アイ

材料と加工の技術による
問題解決

7



（知及技）（思判表力）（学・人）
・コンテンツのプログラムを制作しよ
う

・安全で適切なプログラムの制作と動
作の確認、デバッグができる技能を身
に付けている。（知・技）
・情報の処理の手順を具体化する力を
身に付けている。（思・判・表）
・他者と協働して、粘り強く取り組も
うとしている。（主学）

・安全で適切なプログラムの制作と動作の確認、デ
バッグを行う。
・使用する人のことを考えてプログラムを制作する。

（思判表力）（学・人）
・問題解決の評価、改善・修正

・コンテンツのプログラムの制作の過
程や問題解決の結果を評価し、改善及
び修正する力を身に付けている。
（思・判・表）
・自らの問題解決を振り返り、よりよ
いものとなるように改善・修正しよう
としている。（主学）

・双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる
問題解決を振り返り、解決結果及び解決過程を評価
し、改善・修正する方法について考える。

留意点
引継ぎ等

３
学
期

Ｄ（２）アイ

双方向性のあるコンテンツの
プログラミングによる問題解

決

4



中学部２年（Ⅰ課程）　技術科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

東京書籍

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･人)
・生物育成の技術とは何だろう

・生物を育てる技術の目的について理
解している。（知・技）
・主体的に生物育成の技術について考
えようとしている。（主学）

・生物育成の技術の目的を知る。（食料の生産、材
料・燃料の生産、健康医療など）
・生物育成の技術についてまとめる。（育成環境を調
節する技術、生物の成長を管理する技術、生物の特徴
を改良する技術）

(知及技)
・作物の育成環境を調節する技術

・作物の育成環境を調節する技術につ
いて理解している。（知・技）

・作物の育成環境を調節する技術について調べる。
（光、温度、水分、土の管理）

(知及技)
・作物の育成環境を調節する技術

・作物の育成環境を調節する技術につ
いて理解している。（知・技） ・作物の成長を管理する技術について調べる。

・作物の成長を管理する技術とその目的についてまと
める。

(知及技)
・動物を育てる技術

・動物を健康の育てるための技術につ
いて理解している。（知・技）

・人と動物との関わりについて知る。
・家畜としての動物の利用方法を調べる。
・動物を健康に育てるための技術を調べる。

(知及技)
・水産生物を育てる技術

・水産生物を安定的に供給するための
養殖の技術について理解している。
（知・技）

・水産生物を安定的に供給するための養殖の技術につ
いて知る。
・水産生物を健康に育てるための技術を調べる。

(思判表力)
・生物育成の技術の工夫を読み取ろう

・生物育成の技術に込められた工夫を
読み取り、「技術の見方・考え方」に
気づくことができる。
(思･判･表)

・生物育成の技術に込められた問題解決の工夫につい
て考える。
・食料の生産における問題解決の工夫などから、「技
術の見方・考え方」について気付いたことをまとめ
る。

(知及技)(学･人)
・エネルギー変換の技術とは何だろう

・生活や社会の中で利用されているエ
ネルギー変換について理解している。
（知・技）
・主体的にエネルギー変換の技術につ
いて考えようとしている。（主学）

・生活や社会の中で利用されているエネルギー変換の
技術について調べる。
・エネルギー変換効率について知る。

(知及技)(思判表力)
・発電の仕組みと特徴

・発電の仕組みと特徴について理解し
ている。（知・技）
・様々な発電方法に込められた技術の
工夫について考える。(思･判･表)

・発電の仕組みと特徴についてまとめる。
・様々な発電方法のプラス面、マイナス面について調
べ、適切な発電構成割合について自分なりに考える。

(知及技)(思判表力)
・電気を供給数する仕組み

・電源の種類や特徴や、送電・配電の
仕組みを理解している。（知・技）
・送電・配電の技術の工夫について考
えている。(思･判･表) ・電源の種類と特徴についてまとめる。

・送電、配電について調べる。

(知及技)
・電気回路について考えよう

・電気回路の仕組みについて理解して
いる。（知・技）
・簡単な電気回路を回路図で表すこと
ができる技術を身に付けている。
（知・技）

・電気エネルギーを利用する仕組みを調べる。
・電気回路について、電気用図記号も用いた回路図で
表す。

(知及技)(思判表力)
・電気機器を安全に使用するための技
術

・電気機器の安全な使い方について理
解している。（知・技）
・電気による事故を防ぐ方法について
考えている。(思･判･表)

・電気を安全に使うための技術の工夫について調べ、
まとめる。（漏電・感電）
・電気機器の安全な使い方について考える。

(知及技)
・運動エネルギーへの変換と利用

・機械が運動を伝える仕組みについて
理解している。（知・技）
・運動の種類とエネルギー変換につい
て理解している。（知・技）

・機械が運動を伝える仕組みについて調べる。
・機械の運動の種類とエネルギー変換についてまとめ
る。
（直線運動、回転運動、揺動運動）

(知及技)
・回転運動を伝える仕組み

・回転運動を伝える仕組みの特徴と用
途を理解している。（知・技）

・回転運動を伝える仕組みの特徴と用途を調べる。
・回転速度と回転力の関係を調べる。

Ｃ（１）アイ

エネルギー変換の技術の
原理・法則と仕組み

令和4年度

単位数
／配当時数 児童生徒

17 中学部２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）
・生活や社会で利用されている材料、加工、生物育成、エネルギー変換及び情報の技術についての基礎的な理解を図るとともに、それら
に係る技能を身に付け、技術と生活や社会、環境との関わりについて理解を深める。
（思判表力）
・生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定し、解決策を構想し、製作図等に表現し、試作等を通じて具体化し、実
践を評価・改善するなど、課題を解決する力を養う。
（学・人）
・よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて、適切かつ誠実に技術を工夫し創造しようとする実践的な態度を養う。

1
学
期

２
学
期

Ｂ（１）アイ

生物生育の技術の原理
法則と仕組み

6

7



(知及技)
・機械が動く仕組み

・リンク機構やカム機構について理解
している。（知・技）
・熱や水、空気などの流体を用いたエ
ネルギー変換の特性について理解して
いる。（知・技）

・機器の共通部品について知る。
・機器を安全に利用するために保守点検が必要である
ことを知る。
・身近な機器の保守点検をする。

(知及技)
・機器の共通部品と保守点検の大切さ

・機器の共通部品と保守点検の大切さ
を理解している。（知・技）

・エネルギー変換の技術に込められた問題解決の工夫
について考える。
・身近な製品の問題解決の工夫などから、「技術の見
方・考え方」について気付いたことをまとめる。

4

留意点
引継ぎ等

３
学
期



中学部3年（Ⅰ課程）　技術科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

東京書籍

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・人）
・計測・制御システムとは何だろう

・計測・制御システムの基本的な構成
を理解している。（知・技）
・計測・制御システムにけるプログラ
ムの役割を理解している。
（知・技）
・主体的に情報の技術について考えよ
うとしている。（主学）

・身の回りにある計測・制御システムを調べる。

・計測・制御システムにおけるプログラムの役割を調
べる。

・計測・制御システムの基本的な構成と情報の流れを
調べる。

(思判表力)
・問題を発見し、課題を設定しよう

・「技術の見方・考え方」を働かせ
て、問題を発見し、自分なりの課題を
設定する力を身に付けている。(思･
判･表)

・計測・制御のプログラミングによって解決できる問
題を見つける。

・発見した問題を解決するための課題を設定する。

(思判表力)(学･人)
・計測・制御システムを構想しよう

・入出力されるデータの流れを基に、
計測・制御システムを構想する力を身
に付けている。(思･判･表)

・自分なりの新しい考え方や捉え方に
よって、知的財産権を創造するととも
に他者のアイディアを尊重し、それら
を保護・活用しようとしている。 (主
学)

・問題を解決するための計測・制御システムに必要な
情報を収集し、解決作を具体化する。（センサと仕事
を行う部分の選択、計測・制御システムの構成の整
理、情報処理の手順の管理）

（知及技）(思判表力)（学・人）
・問題解決の評価、改善、修正

・安全で適切なプログラムの制作と動
作の確認、デバックができる技術を身
に付けている。（知・技）

・情報処理の手順を具体化する力を身
に付けている。(思･判･表)

・他者と協働して、粘り強く取り組も
うとしている。（主学）

・安全で適切なプログラムの制作と動作の確認、デ
バックを行う。

・エネルギー変換の技術による問題解決の学習を生か
して、自動化・システム化が実現するプログラムを制
作する。

(思判表力)（学・人）
・問題解決の評価、改善、修正

・計測・制御システムの制作の過程や
問題解決の結果を評価し、改善及び修
正する方法について考える。(思･判･
表)

・自らの問題解決を振り返り、よりよ
いものに改善・修正しようとしてい
る。

・計測・制御のプログラミングによる問題解決を振り
返り、解決結果及び解決過程を評価し、改善・修正す
る方法について考える。

（知及技）(思判表力)
・情報の技術の最適化

・情報の技術の概念について理解して
いる（知・技）

・情報の技術の最適化について考え
る。
(思判表力)

・自分の問題解決における最適化の場面を振り返り、
社会の問題解決における最適化と比較する。（社会か
らの要求、安全性、環境への負荷、経済性）

・情報の技術のプラス面、マイナス面について考え、
これからどのように技術の最適化を図っていくとよい
かまとめる。

（知及技）(思判表力)
・情報の技術の最適化

・情報の技術の概念について理解して
いる（知・技）

・情報の技術の最適化について考え
る。
(思判表力)

・自分の問題解決における最適化の場面を振り返り、
社会の問題解決における最適化と比較する。（社会か
らの要求、安全性、環境への負荷、経済性）

・情報の技術のプラス面、マイナス面について考え、
これからどのように技術の最適化を図っていくとよい
かまとめる。

(思判表力)（学・人）
・これからの情報の技術

・よりよい生活の実現や持続可能な社
会の構築に向けて、情報の技術を評価
し、適切な選択、管理・運用、改良、
応用について考えている。(思･判･表)

・よりよい生活の実現や持続可能な社
会の構築に向けて、情報の技術を工夫
し創造しようとしている（主学）

・持続可能な社会の構築のために、これからの情報の
技術について考える。

4
Ｄ（４）

社会の発展と情報の技術

Ｄ（３）アイ

計測・制御のプログラミング
による問題解決について

留意点
引継ぎ等

３
学
期

令和4年度

単位数
／配当時数 児童生徒

17 中学部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）
・生活や社会で利用されている材料、加工、生物育成、エネルギー変換及び情報の技術についての基礎的な理解を図るとともに、それら
に係る技能を身に付け、技術と生活や社会、環境との関わりについて理解を深める。
（思判表力）
・生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定し、解決策を構想し、製作図等に表現し、試作等を通じて具体化し、実
践を評価・改善するなど、課題を解決する力を養う。
（学・人）
・よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて、適切かつ誠実に技術を工夫し創造しようとする実践的な態度を養う。

1
学
期

２
学
期

6

7



中学部　１～３年（Ⅰ課程）　　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

東京書籍

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

6

(知及技）自分の成長を振り返
り、中学校の学習の見通しを持つ
ことができる。

(知・技）
・自分の成長と家族や家庭生活と
の関わりについて理解している。
(知・技）
・家族・家庭の基本的な機能につ
いて理解している。
(知・技）
・家族や地域の人々と協力・協働
して家庭生活を営む必要があるこ
とに気付いている。

ガイダンス
①自立と共生を目指そう
②問題を解決する道筋と
見方・考え方
③中学校家庭分野の学習内
容を見てみよう
④自分の生活をチェックし
よう
⑤自分と家族との生活を見
つめよう
⑥家族・家庭の基本的な機
能

・自分の成長を振り返り，自分の成長や生活は，
家族やそれに関わる人々に支えられてきたことに
気付く。
・生活に始まり生活に返す家庭分野の問題解決的
な学習の流れと，「生活の営みに係る見方・考え
方」を知る。
・小学校家庭科の学習内容を振り返るとともに，
中学校での学習内容に興味を持ち，３学年間の学
習に見通しを持つ。
・今の自分ができることの点検を通して課題を見
つけ，３年後の自分をイメージする。
・自分と家族の１日の生活を振り返るとともに，
家庭，学校，地域との関わりについて考える。
・家族・家庭の基本的な機能と，学習内容とのつ
ながりに気付く。

２
学
期

7

(知及技)住まいの基本的な役割
と、家族の生活と住空間の関わり
について理解できる。
(知及技)日本の住まいの特徴や住
まいの気候風土の関わりについて
理解できる。
(知及技)健康で快適な室内環境に
ついて理解できる。
(思判表力)健康で快適な室内環境
について考え、整え方を工夫でき
る。
(学･人)家庭内事故の予防や対策
を考え、家族が安全に暮らせるよ
うに工夫することができる。
(学･人)自分の住む地域の災害の
危険性について理解できる。

（主学）住文化の継承について，
課題の解決に主体的に取り組もう
としている。
（知・技）室内の空気環境など，
家族の健康・快適・安全を考えた
住空間の整え方について理解して
いる。
（知・技）室内の空気環境など，
家族の健康・快適・安全を考えた
住空間の整え方について考え，工
夫している。
（思・判・表）室内の空気環境な
ど，家族の健康・快適・安全を考
えた住空間の整え方について，課
題の解決に主体的に取り組んだ
り，振り返って改善したりして，
生活を工夫し創造し，実践しよう
としている。

3編　私たちの住生活
１章住まいの役割と安全な
住まい方
①もしも住まいがなかった
ら
②住まいと気候風土の関わ
り
③健康で快適な室内環境
④家族の住まいを安全・安
心に
⑤災害への対策
⑥持続可能な住生活を
目指して

・住まいの基本的な機能について知る。
・住居の基本的な機能について理解している。
・日本各地の住まいと住まい方について考える。
・健康で快適な室内環境の条件を知り，改善方法
を知る。

３
学
期

4

(知及技)生活の中で食事が果たす
役割について理解できる。
(知及技)健康に良い食生活につい
て理解できる。
(知及技)栄養素の種類と働きにつ
いて理解できる。
(知及技)中学生に必要な栄養の特
徴について理解できる。

（知・技）生活の中で食事が果た
す役割について理解している。
（知・技）健康に良い食習慣につ
いて理解している。
（思･判･表)自分の食習慣につい
て問題を見いだして課題を設定し
ている。
 (主学)自分の食習慣について，
課題の解決に主体的に取り組もう
としている。
（知・技）中学生に必要な栄養の
特徴について理解している。

1編　私たちの食生活
１章　食事の役割と中学生
の栄養の特徴
①どうして食事をするのだ
ろ
う
②私たちの食生活
③栄養素ってなんだろう
④中学生に必要な栄養

・食事の役割について考える。
・食事のとり方と健康が深く関わっていることを
理解し，健康に良い食習慣について考える。
・栄養素の種類と働きについて知る。
・中学生に必要な栄養素の特徴を考える。

留意点
引継ぎ等

令和 4 年度

単位数
／配当時数 児童生徒

17 中学部１～３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）
家族・家庭の機能について理解を深め，家族・家庭，衣食住，消費や環境などについて，生活の自立に必要な基礎的
な理解を図るとともに，それらに係る技能を身に付けるようにする。

(思判表力)
家族・家庭や地域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
察したことを論理的に表現するなど，これからの生活を展望して課題を解決する力を養う。

(学･人)
自分と家族，家庭生活と地域との関わりを考え，家族や地域の人々と協働し，よりよい生活の実現に向けて，生活を
工夫し創造しようとする実践的な態度を養う。



中学部　１　年（Ⅰ課程）　外国語科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

Here We Go! 1
（光村図書）

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）
・アルファベットや数や基本的
な単語を聞き取り、小学校で学
習した表現を使った会話から内
容を理解できるようにする。
・アルファベットを書いたり、
小学校で学習した表現を使って
自分のことを書いたりできるよ
うにする。
(思判表力)
・同じ色が好きな友達を探すな
どの目的のために、適切な表現
を使って友達とやりとりをする
力を養う。
・英語の音と文字の関係につい
て考える力を養う。
(学･人)
・積極的に会話をしようとする
態度を養う。
・積極的に英語らしい発音をし
ようとする態度を養う。

(知・技）
・アルファベットや数や基本的
な単語を聞き取ったり、小学校
で学習した表現を使った会話か
ら内容を理解したりしている。
・アルファベットを書いたり、
小学校で学習した表現を使って
自分のことを書いたりしてい
る。
(思･判･表)
・同じ色が好きな友達を探すな
どの目的のために、適切な表現
を使って友達とやりとりをして
いる。
・英語の音と文字の関係につい
て考えている。
(主学)
・積極的に話題を選んで会話を
しようとしている。
・積極的に英語らしい発音をし
ようとしている。

Let's Be Friends! ・好きな色を聞き取ったり、友達と好きな色
をたずね合ったり、自分の好きな色を書いた
りする。
・数を表す言葉を読んだり、聞いたり、ゲー
ムやクイズをしながら数を言ったりする。
・アルファベットの大文字を聞いて書き取っ
たり、小文字を聞いて書き取ったりする。
・音とつづりの関係を考えて、基本的な単語
を聞き取ったり言ったりする。

(知及技）
・I'm ～. I (don't)like ～.
I can/can't ～.の構文につい
て正確に理解できるようにす
る。
・自分の出身地、年齢、好きな
ものや好きでないもの、できる
ことやできないことを正確に伝
え合う技能を身につけるように
する。
(思判表力)
・自分のことを友達に知っても
らうために、自己紹介カードに
名前や好きなもの、できるこ
と、その他の情報を適切に書く
ことができる力を養う。
(学･人)
・自分のことを友達に知っても
らうために、自己紹介カードに
自分についての情報を積極的に
書こうとする態度を養う。

(知・技）
・I'm ～. I (don't)like ～.
I can/can't ～.の構文につい
て正確に理解している。
・自分の出身地、年齢、好きな
ものや好きでないもの、できる
ことやできないことを正確に伝
え合う技能を身につけている。
(思･判･表)
・自分のことを友達に知っても
らうために、自己紹介カードに
名前や好きなもの、できるこ
と、その他の情報を適切に書い
ている。
(主学)
・自分のことを友達に知っても
らうために、自己紹介カードに
自分についての情報を積極的に
書こうとしている。

Unit 1
Here We Go!

・本文の内容を捉え、文脈の中で新出文法事
項の意味、かたち、使い方を理解する。
・I'm ～. I (don't)like ～. I can/can't
～.の構文を使った文を聞いたり、これらの構
文を用いて話したり書いたりする。
・自己紹介カードに自分の情報を書く。

(知及技）
・海外宛ての送り状の宛名や住
所の書き方を正確に理解できる
ようにする。
・海外宛ての送り状に、宛名や
住所、自分の名前などを正確に
書く技能を身につけるようにす
る。

(知・技）
・海外宛ての送り状の宛名や住
所の書き方を正確に理解してい
る。
・海外宛ての送り状に、宛名や
住所、自分の名前などを正確に
書く技能を身につけている。

Daily Life 1
国際郵便

・教科書のモデルを参考にして、海外宛ての
送り状に宛名や住所を書く。

令和　４　年度

単位数
／配当時数 児童生徒

136 中学部 1学年生

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、言語の基本的な働きなどを理解し、４技能を活用してコミュニケーションを行う
ための基礎的な技能を身につける。
(思判表力)
コミュニケーションを行う目的や場面などに応じて、日常的な話題などについて、外国語で簡単な考えを理解した
り、表現したりすることができる力を養う。
(学･人)
外国語学習を通して、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
学
期

48



(知及技）
・Are you ～? Do you ～? Can
you ～?の構文について正確に
理解できるようにする。
・好きなことやできることなど
を正確に伝え合う技能を身につ
けるようにする。
(思判表力)
・登場人物に合う部活動を知る
ために、会話からその人物の好
みや得意なことなどを聞き取
り、正確に理解できる力を養
う。
(学･人)
・登場人物に合う部活動を知る
ために、会話からその人物の好
みや得意なことなどを聞き取ろ
うとする態度を養う。

(知・技）
・Are you ～? Do you ～? Can
you ～?の構文について正確に
理解している。
・好きなことやできることなど
を正確に伝え合う技能を身につ
けている。
(思･判･表)
・登場人物に合う部活動を知る
ために、会話からその人物の好
みや得意なことなどを聞き取
り、正確に理解している。
(主学)
・登場人物に合う部活動を知る
ために、会話からその人物の好
みや得意なことなどを聞き取ろ
うとしている。

Unit 2
Club Activities

・本文の内容を捉え、文脈の中で新出文法事
項の意味、かたち、使い方を理解する。
・Are you ～? Do you ～? Can you ～?の構
文を使った会話を聞いたり、これらの構文を
用いて話したり書いたりする。
・会話から好みや得意なことを聞き取る。

(知及技）
・What do you ～?の構文、動
詞のing形、want to ～の表現
について正確に理解できるよう
にする。
・週末にすること、好きなこ
と、したいことを正確にたずね
合う技能を身につけるようにす
る。
(思判表力)
・友達の夏休みの過ごし方を知
るために、夏休みにしたいこと
について適切な質問をしてアン
ケートをとる力を養う。
(学･人)
・友達の夏休みの過ごし方を知
るために、積極的に質問を続け
ながらアンケートをとろうとす
る態度を養う。

(知・技）
・What do you ～?の構文、動
詞のing形、want to ～の表現
について正確に理解している。
・週末にすること、好きなこ
と、したいことを正確にたずね
合う技能を身につけている。
(思･判･表)
・友達の夏休みの過ごし方を知
るために、夏休みにしたいこと
について適切な質問をしてアン
ケートをとっている。
(主学)
・友達の夏休みの過ごし方を知
るために、積極的に質問を続け
ながらアンケートをとろうとし
ている。

Unit 3
Enjoy the Summer

・本文の内容を捉え、文脈の中で新出文法事
項の意味、かたち、使い方を理解する。
・What do you ～?の構文、動詞のing形、
want to ～の表現を使った会話を聞いたり、
これらの構文や表現を用いて話したり書いた
りする。
・夏休みにしたいことについてアンケートを
取る。

(知及技）
・How many ～?やHow do you
～?の構文について正確に理解
できるようにする。
(思判表力)
・自分たちとの共通点や相違点
に気づくために、インタビュー
から世界の中学生の生活の様子
を聞き取り、適切に理解する力
を養う。

(知・技）
・How many ～?やHow do you
～?の構文について正確に理解
している。
(思･判･表)
・自分たちとの共通点や相違点
に気づくために、インタビュー
から世界の中学生の生活の様子
を聞き取り、適切に理解してい
る。

World Tour 1
世界の中学生

・インタビューを聞いて、世界の挨拶や中学
生の様子を知る。

(知及技）
・am, areや一般動詞やcanを
使って、自分と相手のことを伝
える言い方を正確に理解できる
ようにする。

(知・技）
・am, areや一般動詞やcanを
使って、自分と相手のことを伝
える言い方を正確に理解してい
る。

Active Grammar 1
am, are/一般動詞/can

・Unit 1～3のストーリーを読み返し、am,
areや一般動詞, can, can'tを○で囲み、使い
方に慣れる。

(知及技）
・自分の出身地、誕生日、趣
味、好きなことやしたいことな
どを、簡単な語句や文を用いて
正確に話す技能を身につけるよ
うにする。
(思判表力)
・友達に自分のことを知っても
らうために、伝えたいことを整
理して適切に自己紹介をする力
を養う。

(知・技）
・自分の出身地、誕生日、趣
味、好きなことやしたいことな
どを、簡単な語句や文を用いて
正確に話す技能を身につけてい
る。
(思･判･表)
・友達に自分のことを知っても
らうために、伝えたいことを整
理して適切に自己紹介をしてい
る。

You Can Do It! 1
自己紹介で共通点・相違
点を見つけよう

・グループで自己紹介をし合い、お互いの共
通点・相違点を見つける。

(知及技）
・３人称単数を主語とするbe動
詞の文やWho's ～?の構文につ
いて正確に理解できるようにす
る。
(思判表力)
・友達がよく知っている人物に
ついて基本的な情報を適切に紹
介して、Who's this?クイズを
作成できる力を養う。
(学･人)
・その人物が誰か友達が分かる
ように、紹介のしかたを工夫し
ようとする態度を養う。

(知・技）
・３人称単数を主語とするbe動
詞の文やWho's ～?の構文につ
いて正確に理解している。
(思･判･表)
・友達がよく知っている人物に
ついて基本的な情報を適切に紹
介して、Who's this?クイズを
出題している。
(主学)
・その人物が誰か友達が分かる
ように、紹介のしかたを工夫し
ようとしている。

Unit 4
Our New Friend

・本文の内容を捉え、文脈の中で新出文法事
項の意味、かたち、使い方を理解する。
・３人称単数を主語とするbe動詞の文やWho
is ～?の構文を使った会話を聞いたり、これ
らの構文や表現を用いて話したり書いたりす
る。
・紹介したい人物の情報をまとめ、グループ
でWho's this?クイズをする。

53２
学
期



(知及技）
・whereやwhenで始まる疑問文
や命令形について正確に理解で
きるようにする。
・場所や時間を正確にたずね
合ったり標識の意味を説明した
りする技能を身につけるように
する。
(思判表力)
・学校公開の日程や注意事項を
知るために、案内状から必要な
情報を読み取る力を養う。
(学･人)
・学校公開の案内状から必要な
情報を読み取ろうとする態度を
養う。

(知・技）
・whereやwhenで始まる疑問文
や命令形について正確に理解し
ている。
・場所や時間を正確にたずね
合ったり標識の意味を説明した
りする技能を身につけている。
(思･判･表)
・学校公開の日程や注意事項を
知るために、案内状から必要な
情報を読み取り、適切に理解し
ている。
(主学)
学校公開の案内状から必要な情
報を読み取ろうとしている。

Unit 5
This Is Our School

・本文の内容を捉え、文脈の中で新出文法事
項の意味、かたち、使い方を理解する。
・WhereやWhenで始まる疑問文や命令形を使っ
た会話を聞いたり、これらの構文や表現を用
いて話したり書いたりする。
・学校公開の案内状を読んで内容を理解す
る。

(知及技）
・whoseで始まる疑問文や「～
のもの」という言い方について
正確に理解できるようにする。

(知・技）
・whoseで始まる疑問文や「～
のもの」という言い方について
正確に理解している。

Daily Life 2
落とし物

・落とし物の持ち主を探すやりとりを演じ
る。

(知及技）
・人称代名詞や指示代名詞の使
い方を正確に理解できるように
する。

(知・技）
・人称代名詞や指示代名詞の使
い方を正確に理解している。

Active Grammar 2
代名詞

・Unit 4～5のストーリーを読み返し、人称代
名詞や指示代名詞を○で囲み、その使い方に
慣れる。

(知及技）
・３人称単数を主語とする一般
動詞を使った肯定文、疑問文、
否定文について正確に理解でき
るようにする。
・友達について正確に説明した
り尋ね合ったりする技能を身に
つけるようにする。
(思判表力)
・クラスの友達に紹介するため
に、適切な組み立てと表現で自
分の身近な素敵な人を紹介する
文を書く力を養う。
(学･人)
・クラスの友達にその人の良さ
が伝わるように紹介文を書こう
とする態度を養う。

(知・技）
・３人称単数を主語とする一般
動詞を使った肯定文、疑問文、
否定文について正確に理解して
いる。
・友達について正確に説明した
り尋ね合ったりする技能を身に
つけている。
(思･判･表)
・クラスの友達に紹介するため
に、適切な組み立てと表現で自
分の身近な素敵な人を紹介する
文を書いている。
(主学)
・クラスの友達にその人の良さ
が伝わるように紹介文を書こう
としている。

Unit 6
Cheer Up, Tina

・本文の内容を捉え、文脈の中で新出文法事
項の意味、かたち、使い方を理解する。
・３人称単数を主語とする一般動詞を使った
肯定文、疑問文、否定文を使った会話を聞い
たり、これらの文を用いて話したり書いたり
する。
・クラスの友達に向けて、身近な素敵な人を
紹介する文を書く。

(知及技）
・主語が３人称単数のときのbe
動詞と一般動詞の使い方を正確
に理解できるようにする。

(知・技）
・主語が３人称単数のときのbe
動詞と一般動詞の使い方を正確
に理解している。

Active Grammar 3
is/３人称単数現在形

・Unit 4～6のストーリーを読み返し、isと-
(e)sのついた一般動詞を○で囲み、文の主語
を確認する。

(知及技）
・Can I ～?, Which ～ or
～?, How much ～?という言い
方について正確に理解できるよ
うにする。

(知・技）
・Can I ～?, Which ～ or
～?, How much ～?という言い
方について正確に理解してい
る。

Daily Life 3
カフェ

・Can I ～?, Which ～ or ～?, How much
～?という言い方を使って、飲食店で注文する
やりとりを演じる。

(知及技）
・What time is it?を使った会
話を聞いて、正確に時刻を聞き
取る技能を身につけるようにす
る。
(思判表力)
・世界の各都市の時刻を確かめ
るために、会話から各国の時刻
を聞き取る力を養う。

(知・技）
・What time is it?を使った会
話を聞いて、正確に時刻を聞き
取る技能を身につけている。
(思･判･表)
・世界の各都市の時刻を確かめ
るために、会話から各国の時刻
を聞き取り適切に理解してい
る。

World Tour 2
世界の時刻

・電話での会話から世界各都市の時刻を聞き
取り、時差を確かめる。

(知及技）
・疑問詞を使った疑問文とその
答え方を正確に理解できるよう
にする。

(知・技）
・疑問詞を使った疑問文とその
答え方を正確に理解している。

Active Grammar 4
疑問詞

・Unit 4～5のストーリーを読み返し疑問詞を
○で囲み、その答え方を確認する。

(学･人)
・What am I?の答えを知るため
に、説明文から"I"についての
情報を読み取ろうとする態度を
養う。

(主学)
・What am I?の答えを知るため
に、説明文から"I"についての
情報を読み取ろうとしている。

Let's Read 1
What Am I?

・説明文から"I"についての情報を読み取り、
What am I?の答えを理解する。

(知及技）
・人物の家族関係、性格、でき
ることなどを、簡単な語句や文
を用いて正確に話す技能を身に
つけるようにする。
(思判表力)
・CMに採用されるために、グ
ループで考えた「ドリームファ
ミリー」を適切な表現を使って
紹介する力を養う。

(知・技）
・人物の家族関係、性格、でき
ることなどを、簡単な語句や文
を用いて正確に話す技能を身に
つけている。
(思･判･表)
・CMに採用されるために、グ
ループで考えた「ドリームファ
ミリー」を適切な表現を使って
紹介している。

You Can Do It! 2
「ドリームファミリー」
を紹介しよう

・グループごとに「ドリームファミリー」を
紹介し、CMに採用する「ドリームファミ
リー」をクラスで決定する。



(知及技）
・一般動詞の過去形を使った肯
定文、疑問文、否定文やbe動詞
の過去形について正確に理解で
きるようにする。
・したことやその感想を正確に
伝えある技能を身につけるよう
にする。
(思判表力)
・ALTに冬休みの出来事を伝え
るために、冬休みにしたことや
感想を書くことができる力を養
う。
(学･人)
・冬休みの出来事の楽しさが伝
わるように、出来事や感想を書
こうとする態度を養う。

(知・技）
・一般動詞の過去形を使った肯
定文、疑問文、否定文やbe動詞
の過去形について正確に理解し
ている。
・したことやその感想を正確に
伝えある技能を身につけてい
る。
(思･判･表)
・ALTに冬休みの出来事を伝え
るために、冬休みにしたことや
感想を書いている。
(主学)
・冬休みの出来事の楽しさが伝
わるように、出来事や感想を書
こうとしている。

Unit 7
New Year Holidays in
Japan

・本文の内容を捉え、文脈の中で新出文法事
項の意味、かたち、使い方を理解する。
・一般動詞の過去形を使った肯定文、疑問
文、否定文やbe動詞の過去形を使った会話を
聞いたり、これらの文を用いて話したり書い
たりする。
・ALTに宛てて、冬休みの出来事を伝えるはが
きを書く。

(知及技）
・一般動詞人称とbe動詞の過去
形の使い方、意味、かたちを正
確に理解できるようにする。

(知・技）
・一般動詞人称とbe動詞の過去
形の使い方、意味、かたちを正
確に理解している。

Active Grammar 5
動詞の過去形

・Unit 7のストーリーを読み返し動詞の過去
形を○で囲み、その動詞の原形を確認する。

(知及技）
・見出しや写真を参考にして、
ウェブサイトから必要な情報を
読み取る技能を身につけるよう
にする。

(知・技）
・見出しや写真を参考にして、
ウェブサイトから必要な情報を
読み取る技能を身につけてい
る。

Daily Life 4
ウェブサイト

・様々な情報の中から必要な情報を探すには
どのように読むと良いか話し合う。

(知及技）
・現在進行形の肯定文、疑問文
とlook+形容詞について正確に
理解できるようにする。
・人がしていることや品物の印
象を正確に伝え合う技能を身に
つけるようにする。
(思判表力)
・どの写真を説明しているかを
知るために、写真の説明からそ
の場の状況を聞き取る力を養
う。
(学･人)
・どの写真を説明しているかを
知るために、写真の説明からそ
の場の状況を聞き取ろうとする
態度を養う。

(知・技）
・現在進行形の肯定文、疑問文
とlook+形容詞について正確に
理解している。
・人がしていることや品物の印
象を正確に伝え合う技能を身に
つけている。
(思･判･表)
・どの写真を説明しているかを
知るために、写真の説明からそ
の場の状況を聞き取り、適切に
理解している。
(主学)
・どの写真を説明しているかを
知るために、写真の説明からそ
の場の状況を聞き取ろうとして
いる。

Unit 8
Getting Ready for the
Party

・本文の内容を捉え、文脈の中で新出文法事
項の意味、かたち、使い方を理解する。
・現在進行形の肯定文、疑問文とlook+形容詞
を使った会話を聞いたり、これらの文を用い
て話したり書いたりする。
・パーティーの写真の説明からその場の状況
を聞き取り、ふさわしい人物の絵を選ぶ。

(知及技）
・現在進行形の使い方、意味、
かたち、現在形との違いについ
て正確に理解できるようにす
る。

(知・技）
・現在進行形の使い方、意味、
かたち、現在形との違いについ
て正確に理解している。

Active Grammar 6
現在進行形

・Unit 8のストーリーを読み返し現在進行形
の文を○で囲み、その文が表す状況を確認す
る。

(知及技）
・ラジオ中継を聞いて、どこか
ら何をリポートしているか聞き
取る技能を身につけるようにす
る。

(知・技）
・ラジオ中継を聞いて、どこか
ら何をリポートしているか聞き
取る技能を身につけている。

Daily Life 5
ラジオの中継

・ラジオ中継を聞いて、中継している場所、
気温、中継の対象、リポーターが食べたもの
を聞き取る。

(学･人)
・物語を楽しむために、時を表
す語や誰が何をしたかに注目し
て読み、あらすじをつかもうと
する態度を養う。

(主学)
・物語を楽しむために、時を表
す語や誰が何をしたかに注目し
て読み、あらすじをつかもうと
している。

Let's Read 2
The Lion and the Mouse

・キーワードから物語の内容を予想し、物語
を読んであらすじをつかんだ後、詳細を読み
取る。

(知及技）
・自分たちの学校行事につい
て、自分たちがしたことやする
ことなどを簡単な語句や文を用
いて話す技能を身につけるよう
にする。
(思判表力)
・自分たちの学校と同じところ
や違うところを見つけるため
に、学校行事のウェブサイトか
ら情報を読み取る力を養う。

(知・技）
・自分たちの学校行事につい
て、自分たちがしたことやする
ことなどを簡単な語句や文を用
いて話す技能を身につけてい
る。
(思･判･表)
・自分たちの学校と同じところ
や違うところを見つけるため
に、学校行事のウェブサイトか
ら情報を読み取っている。

You Can Do It! 3
学校行事の紹介ページを
作ろう

・学校行事のウェブサイトから自分たちの学
校と同じところや違うところを知り、自分た
ちのウェブサイトについて考える。

(学･人)
・Tinaが日本語について感じて
いることを知るために、日本語
と英語の違いなどについて書か
れたレポートの概要や要点を捉
えようとする態度を養う。

(主学)
・Tinaが日本語について感じて
いることを知るために、日本語
と英語の違いなどについて書か
れたレポートの概要や要点を捉
えようとしている。

Let's Read More
My Japanese Lessons

・レポートを読んで概要をつかんだ後、Tina
が日本語について感じているのはどんなこと
かを読み取り、日本語と英語の違いについて
考える。
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中学部　２年（Ⅰ課程）　外国語科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

Here We Go　２

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）
日記から，出来事や感想などを
読み取ることができる。

(思判表力)
日記に，出来事や感想などを書
くことができる。

(学･人)
日記を主体的に読み取ろうと
し、自分の体験を書こうとする
ことができる。

(知・技）
動詞の過去形，過去進行形，接続詞
when の構文について正確に理解
し、４技能活用できる。

(思･判･表)
登場人物の出来事を知るために，そ
の人物の日記から出来事や感想を読
み取り，適切に理解している。自分
の体験日記を分かりやすく書いてい
る。

(主学)
登場人物のある日の出来事を知るた
めに，主体的に読み取ろうとしてい
る。自分の体験を整理して日記を書
こうとしている。

UNIT 1
Hajin’s Diary

題材
日常生活

使用場面
(ア) 学校での学習や活動

働き
(ウ) 説明する
(オ) 質問する，依頼する

言語材料
①動詞の過去形
②過去進行形
③接続詞when

①ストーリーの話題を予測し，おおまかな内容をつかむ。
②本文の内容を捉え，文脈の中で既習文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
③動詞の過去形を使った会話を聞いたり，動詞の過去形を
使って話したり書いたりする。
④本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
⑤過去進行形を使った会話を聞いたり，過去進行形を使っ
て話したり書いたりする。
⑥本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
⑦接続詞 when を使った会話を聞いたり，接続詞 when を
使って話したり書いたりする。
⑧登場人物の日記から，出来事や感想を読み取る。
⑨自分の1 日の出来事や感想を日記に書く。

(知及技）
過去の出来事や状況などを伝え
る言い方を理解する事ができ
る。

(知・技）
識 一般動詞やbe 動詞の過去形，過
去進行形の使用場面，意味，文の形
を正確に理解している。

Active Grammar 1
動詞の過去形／過去進行形

言語材料
①一般動詞の過去形
②be動詞の過去形
③過去進行形

①一般動詞や be 動詞の過去形，過去進行形の使用場面，
意味，文の形を整理し，過去の出来事や状況などを伝える
言い方に慣れる。

(知及技）
インタビューから、好きなこと
などを聞き取ることができる。

(思判表力)
好きなことやしたいことなどに
ついてたずね合うことができ
る。

(学･人)
インタビューの情報を聞き取ろ
うとすることができる。

(知・技）
動名詞，不定詞の名詞的用法，I
think (that) ～. について正確に
理解し、４技能活用できる。

(思･判･表)
クラスの友達と互いに分かり合うた
めに，好きなことやしたいことなど
について，必要な情報を聞き取って
適切に理解し、その場で適切にたず
ね合っている。

(学･人)
インタビューからその生徒の好きな
ことやしたいことなどの情報を聞き
取ろうとしている。

Unit 2
Basketball Tournament

題材
球技大会

使用場面
(ア) 学校での学習や活動

働き
(イ) 褒める (ウ) 説明する
(エ) 意見を言う (オ) 依頼す
る

言語材料
①動名詞
②不定詞の名詞的用法
③I think that ～.

① ストーリーの話題を予測し，おおまかな内容をつかむ。
②本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
③動名詞を使ったインタビューを聞いたり，動名詞を使っ
て話したり書いたりする。
④本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
⑤不定詞の名詞的用法を使った会話を聞いたり，不定詞の
名詞的用法を使って話したり書いたりする。
⑥本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
⑦I think (that) ～. を使ったスピーチを聞いたり，I
think (that)～. を使って話したり書いたりする。
⑧インタビューから，好きなことやしたいことなどを聞き
取る。
⑨クラスの友達と好きなことやしたいことなどを伝え合
う。

(知及技）
「～すること」という言い方を
理解することができる。

(知・技）
動名詞や不定詞の名詞的用法の使用
場面，意味，文の形を正確に理解し
ている。

Active Grammar 2
動名詞／不定詞 ＜名詞的用法
＞

言語材料
①動名詞
②不定詞の名詞的用法

①動名詞や不定詞の名詞的用法の使用場面，意味，文の形
を整理し，「～すること」という意味を伝える言い方に慣
れる。

(知及技）
電話で、何かを頼んだり
応じたりする。

(知・技）
Can you ～? という言い方や電話特
有の表現について正確に理解し、や
りとりができる。

Daily Life 1
電話

使用場面
(イ) 電話での対応

働き
(ア) 話し掛ける (エ) 承諾す
る (オ) 依頼する

言語材料
①May I speak to ～,
please?
②Can you ～?
③This is ～ speaking.

①電話で何かを頼んだり応じたりするやり取りを演じた
り，自分たちで考えたやり取りをしたりする。

令和　４　年度

単位数
／配当時数 児童生徒

137 中学部　２年生

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，言語の働きなどを理解するとともに，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，外国語で簡単な情報や考えなどを理解
したり，これらを活用して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
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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

(知及技）
メールから、予定や希望などを
読み取ことができる。
 
(思判表力)
予定や希望などを伝えるメール
を書くことができる。

(学･人)
メールの情報を読み取ろうとし
たり、適切な形式や表現を考
え、工夫をして書こうとするこ
とができる。

(知・技）
be going to，助動詞will，接続詞
if の構文について正確に理解し、
４技能活用できる。

(思･判･表)
予定や希望を伝えるために，適切な
形式や表現を用い，気持ちが伝わる
一言を付け加えるなどの工夫をして
メールを書いている。

(学･人)
メールの情報を読み取ろうとした
り、適切な形式や表現を考え、工夫
をして書こうとしている。

Unit 3
Plans for the Summer

題材
夏休みの予定

使用場面
(ア) 家庭での生活 (イ) 電子
メールのやり取り

働き
(ア) 聞き直す (イ) 歓迎する
(ウ) 報告する (エ) 申し出る
(オ) 質問する，招待する

言語材料
①be going to ～（肯定文、
疑問文）
②助動詞 will（肯定文、否
定文）
③接続詞 if

①ストーリーの話題を予測し，おおまかな内容をつかむ。
②本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
③be going to を使った会話を聞いたり，be going to を
使って話したり書いたりする。
④本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
⑤助動詞will を使った天気予報を聞いたり，助動詞will
を使って話したり書いたりする。
⑥本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
⑦接続詞 if を使った会話を聞いたり，接続詞 if を使っ
て話したり書いたりする。
⑧登場人物が書いたメールの返事から，予定や希望などを
読み取る。
⑨登場人物になったつもりで，予定や希望などを伝える
メールを書く。

(知及技）
未来のことを伝える言い方を理
解することができる。

(知・技）
be going to やwill の使用場面，
意味，文の形を正確に理解してい
る。

Active Grammar 3
be going to／will

言語材料
be going to
助動詞will

①be going to やwill の使用場面，意味，文の形を整理
し，未来のことを伝える言い方に慣れる。

(知及技）
アナウンスから，必要な情報を
聞き取ることができる。

(知・技）
空港や機内のアナウンスから，時刻
や場所などの情報を聞き取ることが
できる

Daily Life 2
アナウンス

使用場面
(イ) 旅行
働き
(ウ) 説明する

①空港や機内のアナウンスから，必要な情報を聞き取る。

(知及技）
物語から，出来事の経過を読み
取ることができる。

(思判表力)
時を表す語句や人物の行動に注
意して読み，出来事の経過を捉
えることができる。

(学･人)
時を表す語句や人物の行動に注
意して読み，出来事の経過を捉
えようとすることができる。

(知・技）
動詞の過去形や助動詞will，接続詞
when，接続詞if などの用法につい
て正確に理解している。

(思･判･表)
物語のあらすじを理解するために，
時を表す語句や人物の行動に注意し
て読み，出来事の経過を捉えてい
る。

(主学)
時を表す語句や人物の行動に注意し
て読み，出来事の経過を捉えようと
している。

Let’s Read 1
Sukh’s White Horse

題材
モンゴルの民話

働き
 (ウ) 説明する，描写する

言語材料
once, upon, boy,take care
of～, grow upなど

①物語を通して聞いたり読んだりしてあらすじをつかんだ
後，Sukh と白馬が競馬で優勝するまでの出来事の詳細を読
み取る。
②Ruler が白馬を取り上げてしまう場面から，物語の最後
までの出来事の詳細を読み取る。
③出来事の経過を整理しながら物語のあらすじを確かめ，
登場人物の心情を考える。

(知及技）
会話から，日本とは異なるいろ
いろな単位を聞き取ることがで
きる。

(思判表力)
必要な情報を聞き取り，適切に
理解することができる。

(学･人)
気温・長さ・液量・値段につい
ての情報を聞き取ろうとするこ
とができる。

(知・技）
数の言い方を正確に理解している。
会話から，気温・長さ・液量・値段
を正確に聞き取ることができる。

(思･判･表)
自分の予想が当たっているかどうか
確かめるために，必要な情報を聞き
取り，適切に理解している。

(主学)
気温・長さ・液量・値段についての
情報を聞き取ろうとしている。

World Tour 1
いろいろな単位

働き
 (ウ) 説明する (オ) 質問す
る

言語材料
 temperature, degree,
lengthなど

①会話から，いろいろな単位についての情報を聞き取る。

(知及技）
交換留学生の自己紹介文から，
2 人の興味・関心があることを
読み取ることができる。

(思判表力)
相手の興味・関心に応じた観光
プランを考えて，発表すること
ができる。

(学･人)
必要な情報を読み取ろうとする
ことができる。伝える内容の整
理のしかたを考えて発表しよう
とすることができる。

(知・技）
 交換留学生の自己紹介文から，趣
味や好きなこと，したいことなどの
内容を読み取ることができる。予定
や未来のこと，自分たちの考えなど
を話すことができる。

(思･判･表)
交換留学生の興味・関心を知るため
に，それぞれの自己紹介文から必要
な情報を読み取り，適切に理解して
いる。おすすめの観光プランを発表
している。

(主学)
自己紹介文から，必要な情報を読み
取ろうとしている。伝える内容の整
理のしかたを考えて発表しようとし
ている。

You Can Do It! 1
わが町観光プランをおすすめ
しよう

言語材料
country, share ～ with …な
ど

①交換留学生の自己紹介文を読んで，それぞれの興味・関
心があることを理解し，2 人がいっしょに楽しめる観光プ
ランを考える。
②グループごとに観光プランを発表し，どのプランがいち
ばんよいかを決める。

1
学
期
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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

(知及技）
飲食店で，注文したり何かを依
頼したりすることができる。

(知・技）
Shall I ～? やWould you like ～?
やWill you ～? という言い方につ
いて正確に理解し、これらを活用
し、やりとりすることができる。

Daily Life 3
レストラン

使用場面
(イ) 食事

働き
(エ) 申し出る (オ) すすめ
る，依頼する

語句
bread, thirsty
I’ll be right back.など

①飲食店で注文したり何かを依頼したりするやり取りを演
じたり，自分たちで考えたやり取りをする。

(知及技）
ガイドブックから，施設やでき
ることなどを読み取ることがで
きる。

(思判表力)
施設やできることなどを言っ
て，場所を紹介することができ
る。

(学･人)
ガイドブックから，情報を読み
取り、整理し、発表しようとす
る。

(知・技）
There is ～. や <S+V+O+O>，不定
詞の形容詞的用法について正確に理
解している。 これらを活用し、や
りとりする。

(思･判･表)
ガイドブックから施設やできること
などの必要な情報を読み取り，適切
に理解している。情報を整理し，ま
とまりのある観光プランを発表して
いる。

(主学)
施設やできることなどの情報を読み
取ろうとしている。興味・関心に合
うように，情報の整理のしかたを考
えて，まとまりのある観光プランを
発表しようとしている。

Unit 4
Tour in New York City

題材
海外旅行

使用場面
(イ) 旅行

働き
(ア) 相づちを打つ (イ) 歓迎
する (ウ) 説明する (エ) 意
見を言う (オ) 質問する

言語材料
①There is ～
②<S+V+O+O>
③不定詞の形容詞的用法

①ストーリーの話題を予測し，おおまかな内容をつかむ。
②本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
③There is ～. を使った会話を聞いたり，There is ～.を
使って話したり書いたりする。
④本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
⑤<S+V+O+O>を使った会話を聞いたり，<S+V+O+O>を使って
話したり書いたりする。
⑥本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
⑦不定詞の形容詞的用法を使った会話を聞いたり，話した
り書いたりする。
⑧ガイドブックから，どんな施設があってどんなことがで
きるかを読み取る。
⑨先生に質問をして興味・関心を探り，おすすめの観光プ
ランを考えて紹介する。

(知及技）
行き方をたずねたり教えたりす
る，道案内のやり取りができ
る。

(知・技）
Could you ～? やhow で始まる疑問
文の構文について正確に理解し、こ
れらを活用し、やりとりする。

Daily Life 4
道案内

使用場面
(イ) 道案内

働き (ア) 話し掛ける (オ)
依頼する

言語材料
along,get off,Excuse me.

①道案内のやり取りを演じたり，自分たちで考えたやり取
りをしたりする。

(知及技）
動詞の目的語について理解する
ことができる。

(知・技）
<S+V+O>と<S+V+O+O>の文の形を正確
に理解している。

Active Grammar 4
目的語

言語材料
①<S+V+O>の文の形
②<S+V+O+O>の文の形

①動詞の目的語について理解し，使い方に慣れる。

(知及技）
説明から，どんなものかを聞き
取ることができる。

(思判表力)
防災バッグに入れるものを決め
る，話し合いをすることができ
る。

(学･人)
必要な情報を聞き取ろうとし、
自分の考えやその理由を伝えよ
うとすることができる。

(知・技）
have to ～や助動詞must, shouldを
使った言い方について正確に理解
し、４技能活用できる。

(思･判･表)
防災バッグに入れるべきものについ
て知るために，品物の説明から必要
な情報を聞き取り，適切に理解して
いる。防災バッグに入れるものの自
分の考えや理由を友達の考えを聞い
て思ったことなどを伝えながらグ
ループで話し合っている。

(主学)
品物の説明から必要な情報を聞き取
ろうとしている。自分の考えやその
理由，友達の考えを聞いて思ったこ
となどを伝えようとしている。

Unit 5
Earthquake Drill

題材
防災訓練

使用場面
(ア) 学校での学習や活動，家
庭での生活

働き (ア) 相づちを打つ (ウ)
説明する (エ）意見を言う
(オ) 命令する

言語材料
①have to ～（肯定文・否定
文）
②助動詞 must should（肯定
文、否定文）

①ストーリーの話題を予測し，おおまかな内容をつかむ。
②本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
③have to ～，don’t have to ～ を使った会話を聞いた
り，have to ～，don’t have to ～ を使って話したり書
いたりする。
④本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
⑤助動詞must，must not を使ったラジオ放送を聞いたり，
must,must not を使って話したり書いたりする。
⑥本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
⑦助動詞 should, should not を使った会話を聞いたり，
should,should not を使って話したり書いたりする。
⑧防災バッグに入れるものの説明を聞いて内容を理解し，
バッグに入れるべきものについて考える。
⑨防災バッグに何を入れるかをグループで話し合い，その
結果を発表し合う。

(知及技）
複数の掲示物から、自分が必要
とする情報を読み取ることがで
きる。

(知・技）
不定詞の形容詞的用法，have to
～，助動詞should を使った言い方
について正確に理解し、情報を読み
取ることができる。

Daily Life 5
イベントのお知らせ

使用場面
(ア) 地域の行事

働き
(ウ) 説明する

言語材料
attend, spend ～ on -ing

①自分のスケジュールを理解し，複数の掲示板から自分が
必要とする情報を読み取ってスケジュールに合うイベント
を探す。

(知及技）
体調をたずねたり，助言をした
りするやり取りができる。

(知・技）
You look ～. や症状を言うときの
表現，助動詞should を使った言い
方について正確に理解して、やりと
りができる。

Daily Life 6
体調不良

使用場面
(ア) 学校の学習や活動

働き
(ア) 話し掛ける (エ) 意見を
言う

言語材料
①You look ～.
②I think you should ～.

①体調をたずねたり助言をしたりするやり取りを演じた
り，自分たちで考えたやり取りをしたりする。

２
学
期

53



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）
既習の助動詞を整理して理解す
ることができる。

(知・技）
既習の助動詞の使用場面，意味，文
の形を正確に理解している。

Active Grammar 5
助動詞

言語材料
can, will, certainly
Shall we ～ ?

①既習の助動詞それぞれの使用場面，意味，文の形を整理
し，使い方に慣れる。

(知及技）
レポートから，職場で体験した
ことや感想などを読み取ること
ができる。

(思判表力)
職場で体験したことや感想など
を伝える，レポートを書くこと
ができる。

(学･人)
レポートから，感想などを読み
取り、感想を伝え、書こうとす
る。

(知・技）
不定詞の副詞的用法や接続詞
because の構文について正確に理解
し、４技能活用できる。

(思･判･表)
登場人物の職場体験の様子を知るた
めに，レポートからその人物が体験
したことや感想などのおおまかな内
容を読み取り，適切に理解してい
る。自分の体験の感想を書いてい
る。

(主学)
レポートからおおまかな内容を読み
取ろうとし、自分の体験を書こうと
している。

Unit 6
Work Experience

題材
職場体験

使用場面
(ア) 学校での学習や活動

働き
(ア) 相づちを打つ (ウ) 報告
する (エ）意見を言う (オ)
質問する

言語材料
①不定詞の副詞的用法
②接続詞 because

①ストーリーの話題を予測し，おおまかな内容をつかむ。
②本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
③目的を表す不定詞の副詞的用法を使った会話を聞いた
り，不定詞の副詞的用法を使って話したり書いたりする。
④本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
⑤接続詞because を使った会話を聞いたり，because を
使って話したり書いたりする。
⑥本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
⑦会話を聞いて最後に入るせりふを選んだり，原因を表す
不定詞の副詞的用法を使って話したり書いたりする。
⑧職場体験のレポートを読んでおおまかな内容を理解し，
自分の職場体験について伝えたい情報をメモする。
⑨職場体験のレポートを書き，互いのレポートを読み合
う。

(知及技）
不定詞の形容詞的用法と副詞的
用法を理解することができる。

(知・技）
不定詞の形容詞的用法と副詞的用法
の使用場面，意味，文の形を正確に
理解している。

Active Grammar 6
不定詞
＜形容詞的用法・副詞的用法
＞

言語材料
① 不定詞の形容詞的用法
②目的を表す不定詞の副詞的
用法

①不定詞の形容詞的用法と副詞的用法の使用場面，意味，
文の形を整理，使い方に慣れる。

(知及技）
既習の接続詞を整理して理解す
ることができる。

(知・技）
既習の接続詞の使用場面，意味，文
の形を正確に理解している。

Active Grammar 7
接続詞

言語材料
接続詞when,if,becauseなど

①既習の接続詞それぞれの使用場面，意味，文の形を整理
し，使い方に慣れる。

(知及技）
インタビュー記事から，人物の
経歴や思いを読み取ることがで
きる。

(思判表力)
羽生選手の経歴や思いを知るた
めに，インタビュー記事の概要
を捉えることができる。

(学･人)
インタビュー記事の概要を捉え
ようとし、読んだ内容をもとに
考えようとすることができる。

(知・技）
接続詞 when, because, that や不
定詞などの用法について正確に理解
し、音読ができる。

(思･判･表)
羽生選手の経歴や思いを知るため
に，インタビュー記事の概要を捉え
ている。

(主学)
インタビュー記事の概要を捉えよう
としている。読んだ内容をもとに考
えている。

Let’s Read 2
Meet Hanyu Yuzuru

題材
インタビュー

働き
(ウ) 説明する (オ) 質問する

言語材料
receive, continue,on the
other handなど

①インタビュー記事を通して読んで概要をつかんだ後，彼
を力づけた出来事を読み取る。
②羽生選手が英語について感じていることや苦しいときを
どう乗り越えたかを読み取る。
③記事の概要を確かめ，読んだ感想や自分自身が羽生選手
に質問したいことなどを発表する。

(知及技）
世界で活躍する人たちにの説明
から，文章の流れを捉えること
ができる。

(思判表力)
写真の順序に合う文章にするた
めに，説明文からおおまかな内
容を読み取り，文章の流れを捉
えることができる。

(学･人)
説明文からおおまかな内容を読
み取ろうとすることができる。

(知・技）
接続詞when, that や不定詞の用法
について正確に理解している。説明
文から，人物の行動や考え，いつの
出来事か，因果関係などを読み取る
ことができる。
 
(思･判･表)
写真の順序に合う文章にするため
に，説明文からおおまかな内容を読
み取り，文章の流れを捉えている。

(主学)
説明文からおおまかな内容を読み取
ろうとしている。

World Tour 2
世界を舞台に働く人

働き
(ウ) 説明する

言語材料
①接続詞 that, when
②不定詞

①写真の順序に合うように説明文の順序を考え，音声を聞
いてその順序を確認する。

３
学
期

36 (知及技）
職業についてのコメントを読
み，どの職業の人のものかを推
測することができる。

(思判表力)
職業診断のチャートを作り，職
業診断のやり取りをすることが
できる。

(学･人)
それぞれの職業についての情報
を読み取ろうとすることができ
る。 相手の質問に答えたり，
相手の答えに応じた質問をしよ
うとしたりすることができる。

(知・技）
職業についてのコメントから，その
職業の楽しいところや大変なところ
などの内容を読み取ることができ
る。好みや考えなどについて，相手
の質問に答えたり，相手に質問した
りすることができる。

(思･判･表)
それぞれの職業に就く人のコメント
としてふさわしいものを選ぶため
に，その職業についての必要な情報
を読み取り，適切に理解している。
適切に相手の質問に答えたり，相手
の答えに応じて質問したりしてい
る。

(主学)
それぞれの職業についての情報を読
み取ろうとしている。 相手の質問
に答えたり，相手の答えに応じた質
問をしようとしたりしている。

You Can Do It! 2
職業診断のチャートを作ろう

言語材料
express, creative,
careful,lots of ～ keep up
with ～など

①職業についてのコメントを読み，写真の職業にふさわし
いコメントを話し合って選ぶ。
②診断チャートを完成させ，チャートを使って職業診断の
やり取りをする。

２
学
期
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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）
観光紹介の記事から，名所や特
色などを読み取ることができ
る。

(思判表力)
町の名所や名物などを伝える，
紹介文を書くことができる。

(学･人)
観光紹介の記事から必要な情報
を読み取ろうとすることができ
る。伝わる文章を書こうとする
ことができる。

(知・技）
形容詞の比較級，最上級，as ～ as
の構文について正確に理解してい
る。４技能で活用できる。

(思･判･表)
オーストラリアの名所とその特色を
知るために，観光紹介の記事から必
要な情報を読み取り，適切に理解
し、まとまりのある文章を書いてい
る。

(主学)
観光紹介の記事から必要な情報を読
み取ろうとしている。伝わる文章を
書こうとしている。

Unit 7
Amazing Australia

題材
異文化クイズ

使用場面
(ア) 学校での学習や活動

働き
(ア) 相づちを打つ (ウ) 報告
する (エ）意見を言う (オ)
質問する

言語材料
①形容詞の比較級・最上級
②more ～、the most ～
③同等比較 as ～ as …

①ストーリーの話題を予測し，おおまかな内容をつかむ。
②本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
③形容詞の比較級や最上級を使った話を聞いたり，形容詞
の比較級や最上級を使って話したり書いたりする。
④本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
⑤more, most を使う比較級や最上級を使った会話を聞いた
り，それらを使って話したり書いたりする。
⑥本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。⑦as ～ as ... を使った会話を聞
いたり，as ～ as ...を使って話したり書いたりする。
⑧グレート・バリア・リーフを紹介した記事を読んで，そ
の特色などを読み取る。
⑨自分の町の名所や名物などを伝える紹介文を書く。

(知及技）
①音声案内から，おおまかな情
報を聞き取ることができる。
②観光案内情報から，必要な情
報を読み取ることができる。

(知・技）
形容詞の最上級，同等比較（as ～
as ...），接続詞if，There is ～.
の構文などについて正確に理解して
いる。説明されている観光地にある
情報を読み取ることができる。

Daily Life 7
観光案内

働き
 (ウ) 説明する

言語材料
hot spring, village,
prefecture, treasure,
historicalなど

①音声案内から観光地の情報を聞き取ったり，各県の観光
案内から必要な情報を読み取って観光客の要望に合う県を
選んだりする。

(知及技）
比較表現を理解することができ
る。

(知・技）
形容詞や副詞の比較級，最上級，同
等比較（as ～ as ...）の使用場
面，意味，文の形を正確に理解して
いる。

Active Grammar 8
比較表現

言語材料
比較級 最上級 同等比較（as
～ as ...）

①比較表現の使用場面，意味，文の形を整理し，使い方に
慣れる。

(知及技）
学級新聞から作品紹介の大まか
な内容を読み取ることができ
る。

(思判表力)
作者や大まかな内容などを言っ
て、好きな作品を紹介すること
ができる。

(学･人)
学級新聞の記事から作品紹介の
おおまかな内容を読み取ろうと
することができる。記事の構成
を考え発表しようとすることが
できる。

(知・技）
受け身，<S+V+O+C>，<want＋人＋不
定詞>の構文について正確に理解
し、４技能活用できる。

(思･判･表)
Eriが大好きなミュージカルについ
て知るために，学級新聞の記事から
作品紹介のおおまかな内容を読み取
り，適切に理解している。内容をま
とめ、発表することができる。

(主学)
学級新聞の記事から作品紹介のおお
まかな内容を読み取ろうとしてい
る。記事の構成を考え発表しようと
している。

Unit 8
Staging a Musical

題材
ミュージカル公演

使用場面
(ア) 学校での学習や活動

働き
(ア) 相づちを打つ (イ) 苦情
を言う (ウ) 説明する (エ)
意見を言う (オ) 依頼する

言語材料
①受け身
②SVOC
③want + 人 + 不定詞

①ストーリーの話題を予測し，おおまかな内容をつかむ。
②本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
③受け身の文を使ったクイズを聞いたり，受け身の文を
使って話したり書いたりする。
④本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
⑤<S+V+O+C>を使った話を聞いたり，<S+V+O+C>を使って話
したり書いたりする。
⑥本文の内容を捉え，文脈の中で新出文法事項の意味・
形・使い方を理解する。
⑦<want＋人＋不定詞>を使った会話を聞いたり，<want＋人
＋不定詞>を使って話したり書いたりする。
⑧学級新聞の記事から，作品紹介のおおまかな内容を読み
取る。
⑨友達にすすめたいお気に入りの作品を紹介し合う。

(知及技）
受け身の文について理解するこ
とができる。

(知・技）
受け身の文の使用場面，意味，文の
形を正確に理解している。

Active Grammar 9
受け身の文

言語材料
①受け身

①受け身の文の使用場面，意味，文の形を整理し，使い方
に慣れる。

(知及技）
音声ガイドから絵画のおおまか
な情報を聞き取る。

(知・技）
音声ガイドから，作者や描かれてい
るものについての説明を聞き取るこ
とができる。

Daily Life 8
音声ガイド

働き
(ウ) 描写する

言語材料
①状況描写に関する表現

①音声ガイドから，絵画のおおまかな情報を聞き取る。

(知及技）
説明文から，絵文字の概要を読
み取ることができる。

(思判表力)
文章構成を理解し，段落の要点
を読み取りながら，説明文の概
要を捉えることができる。

(学･人)
説明文の概要を捉えようとする
ことができる。読んだ内容をも
とに考えることができる。

(知・技）
受け身の文や接続詞because や助動
詞should などの用法について正確
に理解している。

(思･判･表)
身近なコミュニケーションツールで
ある絵文字について考えを深めるた
めに，文章構成を理解し，段落の要
点を読み取りながら，説明文の概要
を捉えている。

(主学)
文章構成や段落の要点を考えながら
読み，説明文の概要を捉えようとし
ている。読んだ内容をもとに考えて
いる。

Let’s Read 3
Emojis ― From Japan to the
World

題材
説明文

働き
(ウ) 説明する

言語材料
①受け身
②接続詞 because
③助動詞 should

①説明文を通して読み，おおよその内容と構成をつかむ。
②日本の絵文字が世界に広まった経緯とその理由を読み取
る。
③日本と外国とで絵文字の使い方がどのように違うかと，
筆者の意見を読み取る。
④説明文の概要を確認し，絵文字についての経験や考えを
話し合う。

36３
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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

(知及技）
各国の世界遺産紹介から必要な情
報を聞き取る。

(思判表力)
自分が予想した場所が合っている
かどうかを確かめるために，必要
な情報を聞き取り，適切に理解す
ることができる。

(学･人)
世界遺産について必要な情報を聞
き取ろうとすることができる。

(知・技）
受け身の文や比較表現について正確に
理解している。 場所や特色，数字など
を聞き取ることができる。

(思･判･表)
自分が予想した場所が合っているかど
うかを確かめるために，必要な情報を
聞き取り，適切に理解している。

(主学)
世界遺産について必要な情報を聞き取
ろうとしている。

World Tour 3
世界遺産めぐり

言語材料
①受け身
②比較表現

①世界遺産の紹介から，それがある場所や特色などを聞き取る。

(知及技）
インタビューから，外国人旅行者
の意見を聞き取ることができる。

(思判表力)
クイズ形式で，日本のおもしろい
ものを紹介することができる。

(学･人)
インタビューから，旅行者がおも
しろいと思ったものを聞き取ろう
とすることができる。クイズを出
すことができる。

(知・技）
インタビューから，旅行者が話題にし
ているものの特徴や用途などの内容を
聞き取ることができる。特徴や，どん
なときに使われるかなどを話すことが
できる。

(思･判･表)
旅行者がおもしろいと思ったものは何
かを知るために，インタビューから必
要な情報を聞き取り，適切に理解して
いる。クイズを出すことができる。

(主学)
インタビューから，旅行者がおもしろ
いと思ったものを聞き取ろうとしてい
る。クイズを出している。

You Can Do It! 3
日本のおもしろいものを紹介しよ
う

使用材料
①ものの特徴や用途に関する表現

言語材料
Austria,Indonesia

①インタビューから，旅行者が「日本でおもしろいと思ったも
の」を聞き取り，自分たちが紹介するものを決める。
②ペア対ペアで，日本でおもしろいものを紹介し，何を紹介して
いるかを当て合うクイズをする。

(知及技）
紹介文から，自由の女神像の歴史
や見どころを読み取ることが
できる。

(思判表力)
紹介文のおおまかな内容や語句を
手がかりにして，必要な情報を読
み取ることができる。

(学･人)
紹介文のおおまかな内容や語句を
手がかりにして，必要な情報を読
み取ろうとすることができる。

(知・技）
there is の構文，不定詞，接続詞if
などの用法について正確に理解してい
る。紹介文から，自由の女神像の歴史
や見どころを読み取ることができる。

(思･判･表)
自由の女神像の歴史や見どころなどに
ついて知るために，紹介文のおおまか
な内容や語句を手がかりにして，必要
な情報を読み取っている。

(主学)
紹介文のおおまかな内容や語句を手が
かりにして，必要な情報を読み取ろう
としている。

Let’s Read More 1
The Statue of Liberty

働き
(ウ) 説明する

言語材料
①there is の構文
②不定詞
③接続詞if などの用法

①自由の女神像の紹介文から，その歴史や見どころを読み取る。

(知及技）
紹介文から，アボリジナル・アー
トの歴史や特徴を読み取るこ
とができる。

(思判表力)
紹介文の概要を捉えることができ
る。

(学･人)
紹介文の概要を捉えようとするこ
とができる。 紹介文を読んで新し
く知ったことや感じたことを，読
んだ内容をもとに考えることがで
きる。

(知・技）
比較表現や受け身の文などの用法につ
いて正確に理解している。

(思･判･表)
アボリジナル・アートの歴史や特徴に
ついて知るために，紹介文の概要を捉
えている。

(主学)
紹介文の概要を捉えようとしている。
紹介文を読んで新しく知ったことや感
じたことを，読んだ内容をもとに考え
ている。

Let’s Read More 2
Aboriginal Art

題材
紹介文

働き
(ウ) 説明する，描写する

言語材料
①比較表現
②受け身

①紹介文を通して読んでおおよその内容をつかんだ後，アボリジ
ナル・アートが生まれた背景を読み取る。
②アボリジナル・アートの特徴を読み取り，紹介文を読んで新し
く知ったことや感じたことなどを話し合う。
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中学部３年（Ⅰ課程）　外国語科　年間指導計画
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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

(知及技）日常生活ので英語を使
う力を伸ばす。
(思判表力)読んだ記事に付いて意
見を発表出来る。
(学･人)日本の学校と他国の違い
を読み取れる。

(知・技）受け身の文の意味や文
型・使い方がわかる。
(思･判･表)日本の学校との違いを
読み取り、理解し発表できる。
(主学)聞き取った事の大意を理解
し、自分の意見を伝え、他の意見
を聞き取る努力ができる。

Unit １　School　Life
Around　the　World

①受動態
②Let／help＋人・物・＋動詞の原形
③tell＋人that＋文　　写真から、本文内容を予
測し、簡単な能動・受動態の文の提示をしながら
自分の経験を作文してみる。音読する。

（知及技）受け身等の文法事項を
理解し使い,意見や結論を聞き取
れる。

（知・技）受け身の文型と意味を
大まかに理解できる。
（思・判・表）学んだ文型を使っ
た他の表現の大意を理解し、同じ
文型表現を使って発表出来る。

Daily Life１ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ①受動態②I think that～③ｗould you like～
ディスカッション形式で自校の内容にあった（関
東地方の修学旅行）という内容で話し合いをす
る。会話の内容は事前に課題として与えておく。
ルールも決めて臨む。

（知及技）完了形の用法が理解で
き、使い分けが出来る。
（思判表力）本文の内容を聞き取
り、理解しお勧めの場所がわか
る。

（知・技）現在形と現在完了の違
いを理解でき、作文できる。
（思・判・表）自分の旅行等の経
験を簡単な単語で表現できる。
（主・学）他の意見や発表を落ち
着いてよく聞ける。

Unit2　Our School Trip ①現在完了（完了）②現在完了（経験）前項目と
同じく、経験した修学旅行や家族旅行などで、２
度目のディスカッションをしてみる。

（知・技）電話での特有な表現の
やり取りを聞き取る事が出来る。
（思判表力）用意された例文の留
守番電話の内容を指示された人に
伝える事が出来る。

（知・技）ペアワークで電話での
会話を体験し、学習した文型を
使った表現が出来る。（主・学）
短文での会話を楽しむ事が出来
る。

Daily Life２留守番電話 ①電話特有の表現 ②現在完了形③let＋人＋原形
動詞
・本文の内容の練習を土台に、留守番電話の例題
を用意して、正しく求められた相手に伝言できる
か、ペアワークを行う。

（知及技）完了形の（継続）完了
進行形、Iｔ is～（for 人）to
＋動詞の構文について性格に理
解・聞き取り・作文・音読・伝達
出来る。
（思判表力）本文の手記より内容
を適切に理解し自分の意見を整理
し、発表出来る。
（学・人）本文の西村さんの心情
を読み取る努力が出来、他の生徒
の発表の良さを認められる。

（知・技）完了形の使い分けの意
味が理解でき、使い分けが出来
る。
（思・判・表）西村さんの活動
や・考え方を大まかに読み取り簡
単な英文で意見が言える。
（主学）本文の西村さんの心情を
積極的に読み取る態度で学習して
いるか、他の意見に協調しながら
意見が言えているか。

Unit 3 Lessons From
Hiroshima

①現在完了形（継続）②現在完了進行形 ③It is
…for 人to～　・本文のモデルリーディングで大
まかな内容を聞きとれたら、広島で起こったこと
を映像で学ぶ。（内容の選択に留意する）手記を
読んで意見を言い合う。

（知及技）現在完了形の用法〈完
了・経験・継続〉の使用場面・意
味・文型の理解が出来ているか。

（知・技）Unit2,3の本文から用
法の違いを見分けられる。肯定
文・否定文・疑問文に書き換えら
れる。

Active Grammar１ ①現在完了形②現在完了進行形・本文の中の現在
完了の文型や意味、その文を否定・疑問文に書き
換える練習を行う。動詞の完了形に付いての説明
を加える。

（知及技）when、afterや受け
身、不定詞の副詞的用法、読後の
内容理解。
（思判表）違う時代の中学生の考
えや生活を日記から読み取れる。
（主学）現在の自分や生活との比
較や日記から読み取れる思いや文
化・時代について意見が言える。

（知・技）範読で大まかな内容理
解が出来る。
（主・学）日記の内容から筆者
や、戦時下の生活についての想像
を発表出来る。

Let's Read １  From the
Diary of Kawamoto
Itsuyosi

①接続詞 when that②受動態③不定詞の副詞的用
法　・本文の主人公河本君の、心情がわかる部分
を本文から取り出し、自分ならどんな気持ちにな
るかを想像して発表しあう。

（知及技）現在完了形や分数の言
い方がわかる。本文の絶滅危惧種
などの数値が聞いて理解できる。
（思・判・表）絶滅危惧の動物の
為に自分たちが出来る事や絶滅に
なっている理由などに思いを馳
せ、発表が出来る。

（知・技）現在完了形や数の言い
方がわかる。（思・判・表）絶滅
危惧の原因や数の実際を読み取る
ことが出来る。（主・学）生き物
が絶滅しない方法や自分たちが出
来る事を身近なものとして考えた
り、発表が出来る。

World Tour １
Living With Animals

①現在完了形　②数の言い方

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、語彙、表現、文法、言語の基本を理解し実際の場面に於いて活用しようとする態度を身
につける。
　
(思判表力)・目的や場面に応じて自分の事や社会問題などを簡単な英語で表現したり、順序立てて伝え合ったり、理
解しようとする態度を養う。
　
(学･人)・背景となる文化についての理解を深め、相手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
学
期

48

令和　4　年度

単位数
／配当時数 児童生徒

136 中学部　３学年　



（知及技）町の歴史の説明を範読
で大まかな内容理解ができる。
（思判表）過去と未来の町の様子
に関する、現在・過去の表現を聞
き分ける。

（知・技）完了形の使い分けの意
味が理解でき、使い分けが出来
る。

You Can Do It！１ Unit 2～３現在完了形の用法（完了・経験・継
続）、現在完了進行形を理解し、使い方に慣れる
よう例文や作文で学習する。また、現在形と現在
完了形や現在進行形と現在完了進行形との時制の
違いに気づかせる。

(知及技）which,who、thatの関係
代名詞が主語となる構文について
理解し、人や物について説明する
ことができる。
(思判表力)投稿文からそれぞれの
意見の要点を読み取り、自分なり
の感想や意見を書くことができ
る。
(学･人)投稿文から他の意見を読
み取り、相手の意見を尊重しなが
ら自己の意見や感想が言える。

(知・技）関係代名詞の使い分け
が出来たり、関係代名詞を使って
人や物あてクイズを出したり答え
たり出来る。
(思･判･表)投稿文の内容が理解で
き、その内容について自分の意見
を整理し理由や例文を参考にしな
がら、発表出来る。
(主学)単語や文の書き方を調べた
り、質問しながら自分なりの意見
文が書ける。他の意見を集中して
聞ける。

AI Technology and
Language

話題を予測しながら大まかな内容理解の為に写真
や身の回りのAI機器について考えながらストー
リーの流れを予測する。自分の欲しいロボットを
関係代名詞を使って発表し合う。自分の意見を発
表し合いながら感想を伝える。

(知及技）関係代名詞や受け身、
Let／help＋人＋動詞原形、It is
～（for  人）＋to＋動詞の原形
の理解している。
（思判表力）説明文という形で
様々な場面で人の役に立つロボッ
トやそれを作る人、使う人の心情
を読み取りながら自分の意見を発
表出来る。

（知・技）関係代名詞や受け身、
使役動詞、Iｔの構文が理解で
き、動詞の原形を使い分けながら
文が作れる。
(思・判・表）段落ごとの要点を
捉え説明文の要旨が読み取れる。
有益なロボットの具体的説明や自
分の考えを伝えようとする。
（主・学）ロボットを必要とする
人達や、その役立つロボットにつ
いての心情を考えながら発表出来
る。

Robots Make Dreams Come
True

身近なロボットや、自分の欲しいロボットなどを
調べて発表し合う。本文にあるOrihimeの働きな
どを考えながら説明を読み解き、意見を整理し話
し合う。

（知技）ポスターから必要な情報
を読み取る。

関係代名詞thatの文の理解。ポス
ターの内容から正しく情報を読み
取る事が出来る。

Daily Life ３　ポスター ペアワークで（１）・（２）意外にポスターから
得られる情報を共有したり、学校行事（体育祭）
やイベントのポスター作成をして、情報を共有し
合う。

（知技）関係代名詞which、that
が目的となる後置修飾について理
解する。（思・判・表）プレゼン
テーションの話しの流れを読み取
る。（主・学）プレゼンテーショ
ンの記事を読み、話の流れを考
え、他に伝えられる。

（知・技）後置修飾の構文を使っ
て品物や活動内容を理解し、伝え
合える。（思・判・表）プレゼン
テーションの記事を読み、話の流
れを読み取れ、伝え合う事ができ
る。（主・学）話し合いながら理
解を深める努力をしたり、教え合
いながら学習を進められる。

Unit５　Plastic Waste 目的になる関係代名詞の構文に注意しながら文を
組み立て、ペアワークで発表しあったり、教え会
いながら学習を進める。

（知・技）ニュースを聞いて要点
を読み取り、会議の参加者の意見
を説明する。

（知・技）関係代名詞・現在完了
形・現在完了進行形・Iｔの構文
を理解しているか、会議の内容理
解・参加者の意見を理解している
か。

Daily Life ４ ニュース ニュースを聞きながら要点をメモしたり、要点を
理解するための工夫をしながら、グループワーク
で調べ学習などを進める。

（知・技）動詞ing形・過去分詞
による後置修飾、間接疑問文につ
いて理解する。（思・判・表）絵
についての説明を正しく理解す
る。絵の場面に合う様に動物に
なってクイズを出し、回答し合
う。（主・学）絵にふさわしい台
詞を考えて発表出来る。

（知・技）絵の説明から適当な台
詞を考える事が出来る。
（思・判・表）自分がどの動物に
なっているか、台詞や表現を工夫
しながら相手に伝えることが出来
る。（主・学）絵の場面にふさわ
しい台詞等を、考えたり、伝わる
様に工夫している。

Unit６ The　Chorus
Contest

ALTについての情報や知りたいこと、母国の人や
文化についての説明を聞いて適切に理解できる
か、クイズ形式で行う。また、絵についての意見
を、整理して発表し合う。

（知識）後置修飾の使用場面・意
味・文型を理解する。

（知・技）後置修飾の様々な表現
を正しく理解しているか。

Active Grammar 2 Unit 4，5，6のストーリーから、後置修飾の文を
取り出し、意味の確かめをしたり、自分の事を伝
えるための文を作る。

（知・技）２人の生徒の提案を読
み、自己の賛否の意見が言える。
（思・判・表）本文の生徒の意見
を正確によみとれ、自己の賛否の
立場とその理由を伝える事が出来
る。（主・学）賛否の立場を明確
に伝える事ができる。

（知・技）書き手の意見や理由を
読み取れる。（思・判・表）提案
に対する賛否の意見を読み取り、
自己の立場を提示してその理由を
適切に表現できる。（主・学）相
手に納得してもらえるように自己
の意見とその理由を伝える工夫を
している。

You Can Do It！2　学校に
必要なものを考えて意見を
伝えよう

本文の内容に対する賛否のグループに分かれて理
由や意見を言い合う。相手の意見をよく聞いて、
最終的に賛成のチーム、反対のチームに移動する
ことでどの意見が多数派か決める。

(知及技）疑問詞＋動詞の原形や
If…の仮定法の構文について理解
し、聞き取れ、音読、質問でき
る。
(思判表)話し手が最も伝えたいこ
とをスピーチから聞き取り、「今
の自分」を整理して適切な表現で
話せる。
(学･人)よく聞いて、話し手の伝
えたいことを捉えようとしてい
る。伝わりやすいように工夫す
る。

(知・技）疑問詞＋動詞の原形、
Ifを使った仮定法の構文を理解す
る。
(思･判･表)テーマと話す内容を整
理して相手の意見や自分の伝えた
いことを適切な表現で話す。
(主学)他のスピーチ発表をよく聞
いて自己の発表も伝わりやすい表
現や声量、発音、イントネーショ
ンアイコンタクトなどの工夫をし
ている。

Unit7　Tina's Speech 本文の絵などを参考にして、本文理解の工夫をす
る。テーマを決め、スピーチを発表し合う。感想
を伝え合い、活動を振り返り、自己評価を付け
る。

（知・技）Ifの仮定法、間接疑問
文を読み、世界を100人の住民の
いる村に例えたら、という仮定法
からのい意味を読み解く。（思・
判・表）友達と話し合う為に本文
中の気になる部分を抜粋したり、
自分の考えや感想をまとめる。
（主・学）世界の現状や未来につ
いて、話し合える。

（知・技）未来や夢に描くこと
を、本文の仮定法や間接疑問文を
使って、表現できる。（思・判・
表）意見交換の為に、自分の意見
をまとめられる。本文の内容の例
えた表現を理解出来る。（主・
学）本文の教材や作者について調
べ学習して発表出来る。

World Tour ２　How Do
We　Live？

ペアワークでお互いがチェックした部分につい
て、話し合ったり、グループで世界の現状につい
て思うことや、将来どのようにしたいかを話し合
う。

２
学
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（知・技）関係代名詞、動詞の
ing形の後置修飾、間接疑問文、
疑問詞＋to＋動詞の原形、If…の
仮定法を理解する。（思・判・
表）繰り返しでる言葉に注意しな
がらスピーチ原稿から要点を読み
取る。スピーチに共感できる・出
来ない部分も自分の考えをまとめ
て発表や質問出来る。

（知・技）関係代名詞・動詞の
ing形の後置修飾や間接疑問文、
疑問詞＋to＋原形動詞、Ifの仮定
法などの文型と

Let's read Changing　the
World

ｾｳﾞｧﾝさんの主張について、共感できることと、
出来ないことを本文の内容からグループ学習で意
見を言い合う。また、自分が同じタイトルで意見
文を書くなら、どんな内容にするかを考えて発表
し合う。

（知・技）手紙から書き手の意志
を読み取る。I　wish…の仮定法
の構文について理解する。また、
自分が「～だったら良いのに」と
思うことを理由を添えて伝えられ
る。（思・判・表）手紙文の特別
な書き方を学ぶ。また、書き手の
意志を読み取ったり、大切な人に
宛てて手紙を書いてみる。（主・
学）書き手の意志ををくみ取る努
力や、自分の意志を伝える工夫を
しながら手紙を書く。

（知・技）I wishの仮定法の意味
を読み取る事が出来る。また、同
じく自分の事を表現できる。
（思・判・表）手紙文の書き方の
様式で大切な人へ手紙を書く事が
出来る。（主・学）手紙文の形式
で大切な人への手紙を適切な表現
を使って丁寧に書く工夫が出来
る。

Unit 8　Goodbye、Tina 実際に手紙の形式にそって、大切な人への手紙を
書いてみる。誤字や脱字の無い様に、辞書等を使
いながら書き、グループで読みあいながら、感想
を言い合ったりする。

（知・技）詩の内容を読んだり、
書いたり出来る。（思・判・表）
書き手の気持ちや、表現の工夫・
詩の内容を読み取ることが出来
る。（主・学）書き手の気持ちを
読み取り、表現の工夫を探せる。

（知・技）好きな単語を織り込ん
だ詩を、工夫しながら書く事が出
来る。（思・判・表）3年間の中
学校生活の思い出や感想を適切な
表現で詩という形で表現できる。
（主・学）好きな単語などから
テーマを絞って、内容が正しく読
み手に伝わる様に詩を完成させら
れる。

You Can Do It! 3　３年間
を締めくくる言葉を考えよ
う

グループやペアで、好きな単語を紙に書き、どん
な思い出や、イベントを組み合わせるかを話し
合ったりしながら、日本語から英訳していく形で
３年間の思い出となる詩を完成させる。

（知・技）受け身・比較・後置修
飾や間接疑問文などを正確に理解
する。1964年のオリンピックのエ
ピソードのないようを理解する。
（思・判・表）1964年のオリン
ピックの様子やｶﾙﾅﾅﾝﾀﾞ選手の思
い出を本文から読み取る。（主・
学）文章のまとまりを意識して当
時の様子を写真などで想像しなが
ら要点を捉える。

（知・技）文法事項の意味に注意
しながら本文の大意が理解できる
（思・判・表）オリンピックやｶﾙ
ﾅﾅﾝﾀﾞ選手の思い出を文章のまと
まりから概要や要点を読み取れ
る。（主・学）1964年のオリン
ピックや2021年の東京オリンピッ
クの違いを、視聴したテレビの感
想等を交えて意見を言い合える。

Let's read more１　The
runner Wearing Number67

グループやペア活動で、本文から、1964年の東京
オリンピックの10，000メートル走の様子をよ
み、Q＆Aで内容を確認したり、ｶﾙﾅﾅﾝﾀﾞ選手が
レースを完走した様子や思い、特に彼が娘に伝え
たかった事をまとめる。また、ｶﾙﾅﾅﾝﾀﾞ選手や、
オリンピック精神について感想を話し合う。

（知・技）伝記形式の文の理解。
受け身、現在完了、現在完了進行
形、Ifの仮定法の定着。（思・
判・表）第二次世界大戦の杉原千
畝の行動の理由や経過を整理し、
感想を言い合う。（主・学）杉原
千畝の思いや、彼の行動の意味や
結果について感想を言う。

（知・技）物語の舞台、時代・社
会背景を理解し、物語の経緯を読
み取れる。（思・判・表）日本領
事館にユダヤ人が集まった理由、
杉原千畝の苦悩と決断、その後の
彼の行動に対する意見や感想が言
える。（主・学）杉原の“I must
help these people.”の意味を読
み取る事が出来る。

Let's Read More2　Visas
for  6,000 Lives

グループで出来事の経過を整理し、詳細をまとめ
ながら、杉原千畝の行動や思いについて感想を言
い合ったり、発表して各自に意見を言い合う。

（知・技）不定詞の副詞的用法・
形容詞的用法,let＋人＋動詞の原
形、疑問詞＋to＋動詞の原形につ
いて理解している。（思・判・
表）物語のあらすじを掴み、トム
の発見した人間の行動の法則につ
いて読み取る。（主・学）物語の
面白みを読み取り、人間の行動へ
のトムの考えと自分の考えを比較
する。

（知・技）既習の文法を思い出し
ながら文を読み取る。（思・判・
表）壁塗りによって変化するベン
の気持ちの変化や物語の面白み
や、人間の行動についてのトムの
意見と自己の意見の違いを発表出
来る。（主・学）トムの考えた人
間の行動への意見について自分の
経験を元に具体例をあげながら、
意見を言い合う。

Let's Read More３ The
Adventure  of Tom Sawyer

グループ学習で時代の違う生活様式や、子供の遊
び方などについて話し合う。

留意点
引継ぎ等



中学部　1～3年（Ⅰ課程）　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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

・病弱等に基づく学習上又は生活上の困難を克服し、強く生きようとする意欲を高め明るい生活態度を養うともに、
健全な人生観の育成を図る。
・法やきまりの意義を理解させ、主体的に社会の形成に参画しようとする態度を養う。
・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、国際社会に生きる日本人としての自覚を養う。
・経験の充実を図り、豊かな道徳的心情を育て、広い視野に立って道徳的判断や行動ができる力を養う。

1
学
期
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令和4年度

単位数
／配当時数 児童生徒

17 中学部1～3年
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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
言ったか振り返る。
・「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。

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。

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

留意点
引継ぎ等

4



中学部１～３年（Ⅰ課程）　特別活動　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）
将来の社会的自立と現在の学習
とのつながりを理解できるよう
にする。自己の生活をより良く
するために個性を活かす方法を
身につけるようにする。
(思判表力)
これまでの自分の行動を振り返
り、現在及び将来に関わる課題
を発見し、より良い自分になる
ために必要なことを整理し、そ
の実現に向けた意思決定をする
力を養う。
(学･人)
日常生活や自己の在り方を自主
的に改善すると共に、将来を思
い描き、自分らしい行動を主体
的に選択する態度を養う。

(知・技）
将来の社会的自立と現在の学習
とのつながりを理解し、自己の
生活をより良くするために個性
を活かす方法を身につけてい
る。

(思･判･表)
これまでの自分の行動を振り返
り、現在及び将来に関わる課題
を発見し、より良い自分になる
ために必要なことを整理し、そ
の実現に向けた意思決定をして
いる。

(主学)
日常生活や自己の在り方を自主
的に改善すると共に、将来を思
い描き、自分らしい行動を主体
的に選択しようとしている。

・１学期の目標を立てる

・自分の進路を考えよう

・1学期の振り返りと夏
休みに向けて

・１学期の生活目標、学習目標を考えて書
く。

・進路選択にはどのような道があるのか調べ
たり、考えたりする。

・１学期を振り返って、長い夏休みをどのよ
うに過ごすか話し合う。

(知及技）
組織づくりや集団の中で他者と
協力して役割を果たすことの意
義を理解する。
(思判表力)
学校生活をよりよくするための
課題や活動について考え、役割
や課題解決の方法を決定し実践
に取り組むことができる。
(学･人)
周りの生徒と協力し、学校生活
の充実と向上を図ることができ
る。

(知・技）
組織づくりや集団の中で他者と
協力して役割を果たすことの意
義を理解している。
(思･判･表)
学校生活をよりよくするための
課題や活動について考え、役割
や課題解決の方法を決定し実践
に取り組んでいる。
(主学)
周りの生徒と協力し、学校生活
の充実と向上を図ろうとしてい
る。

・新入生歓迎会

・生徒総会

・学級レクについて

・周りの児童生徒との親睦を図る。

・児童生徒会の活動や予算について知る。

・周りと意見を出し合い協力しながらレク活
動の計画を立てて実施する。

(知及技）
将来の社会的自立と現在の学習
とのつながりを理解できるよう
にする。自己の生活をより良く
するために個性を活かす方法を
身につけるようにする。
(思判表力)
これまでの自分の行動を振り返
り、現在及び将来に関わる課題
を発見し、より良い自分になる
ために必要なことを整理し、そ
の実現に向けた意思決定をする
力を養う。
(学･人)
日常生活や自己の在り方を自主
的に改善すると共に、将来を思
い描き、自分らしい行動を主体
的に選択する態度を養う。

(知・技）
将来の社会的自立と現在の学習
とのつながりを理解し、自己の
生活をより良くするために個性
を活かす方法を身につけてい
る。

(思･判･表)
これまでの自分の行動を振り返
り、現在及び将来に関わる課題
を発見し、より良い自分になる
ために必要なことを整理し、そ
の実現に向けた意思決定をして
いる。

(主学)
日常生活や自己の在り方を自主
的に改善すると共に、将来を思
い描き、自分らしい行動を主体
的に選択しようとしている。

・２学期の目標を立てる

・2学期の振り返りと冬
休みに向けて

・２学期の生活目標、学習目標を書く。

・2学期を振り返り、冬休みの過ごし方につい
て考える。

7２
学
期

令和4年度

単位数
／配当時数 児童生徒

17 中学部　１～３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）
　多様な他者と協働し、活動を行う上で必要な事を理解し、行動の仕方を身につける。
(思判表力)
　集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解決や合意形成を図ったり意思決定したりすることができる。
(学･人)
　生徒の病状や体調などを考慮し、集団や社会における生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、人間として
の生き方についての考えを深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。

1
学
期

6



(知及技）
個人と集団との関係性および集
団活動の意義や学校行事の意義
を理解できるようにする。社会
生活における決まりやマナーに
則った行動の仕方を身につける
ようにする。
(思判表力)
自分と異なる考えや立場にある
他者を尊重して認め合い、支え
合ったり補い合ったりして協働
する力を養う。
(学･人)
他者の価値観や個性を受け入
れ、新たな環境のもとで互いの
可能性を発揮できる関係を築こ
うとする態度を養う。

(知・技）
個人と集団との関係性および集
団活動や学校行事の意義を理解
し、社会生活における決まりや
マナーに則った行動の仕方を身
につけている。

(思･判･表)
自分と異なる考えや立場にある
他者を尊重して認め合い、支え
合ったり補い合ったりして協働
している。
(主学)
他者の価値観や個性を受け入
れ、新たな環境のもとで互いの
可能性を発揮できる関係を築こ
うとしている。

・読書月間の取り組み

・運動会に向けて

・校外学習

・クリスマスパーティー

・読書標語作り、読書郵便など読書月間の取
り組みをする。

・運動会に向けての準備、事前の活動などに
取り組む。

・社会生活の決まりやマナーを守りながら校
外学習に参加する。

・周りと意見を出し合い協力しながら活動の
計画を立てて２学期の反省会とクリスマス
パーティーをする。

(知及技）
将来の社会的自立と現在の学習
とのつながりを理解できるよう
にする。自己の生活をより良く
するために個性を活かす方法を
身につけるようにする。
(思判表力)
これまでの自分の行動を振り返
り、現在及び将来に関わる課題
を発見し、より良い自分になる
ために必要なことを整理し、そ
の実現に向けた意思決定をする
力を養う。
(学･人)
日常生活や自己の在り方を自主
的に改善すると共に、将来を思
い描き、自分らしい行動を主体
的に選択する態度を養う。

(知・技）
将来の社会的自立と現在の学習
とのつながりを理解し、自己の
生活をより良くするために個性
を活かす方法を身につけてい
る。

(思･判･表)
これまでの自分の行動を振り返
り、現在及び将来に関わる課題
を発見し、より良い自分になる
ために必要なことを整理し、そ
の実現に向けた意思決定をして
いる。

(主学)
日常生活や自己の在り方を自主
的に改善すると共に、将来を思
い描き、自分らしい行動を主体
的に選択しようとしている。

・３学期の目標を立てる

・健康的な生活について

・１年間を振り返って

・３学期の生活目標、学習習慣を書く。

・交通安全、喫煙、飲酒、薬物乱用について
学ぶ。

・１年を振り返ってのメッセージを書く。

(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、また儀
式を行うにあたって他者と協力
して役割を果たすことの意義を
理解する。
(思判表力)
学校生活の節目の場において、
これまでの学校生活を振り返っ
たり新しい生活への自覚を高め
ながら場に合った行動をとるこ
とができる力を養う。
(学･人)
周りの生徒と協力し、儀式をよ
り良いものにしようとする態度
を養う。

(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、また儀
式を行うにあたって他者と協力
して役割を果たすことの意義を
理解している。

(思･判･表)
学校生活の節目の場において、
これまでの学校生活を振り返っ
たり新しい生活への自覚を高め
ながら場に合った行動をしてい
る。

(主学)
周りの生徒と協力し、儀式をよ
り良いものにしようとしてい
る。

卒業式にむけて ・卒業式の装飾の制作。
・メッセージの作成。
・これまでの振り返りや新しい生活について
考える。

4

留意点
引継ぎ等

３
学
期


