
学習指導内容(シラバス)   

科 目  現代の国語 単位数 2 科目の目標 

実社会に必要な国語の知識や技術を身に付け、論理的に考える力や深く共

感したり豊かに想像したりする力を伸ばし、他者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。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
自分を伝え、相

手を知ろう 

自分の言葉と向き合うこと、またインタビューを通し

相手に関心を持ち、耳を傾けることを意識させる。 

言葉には，自己と他者の相互理解を深める働きがあ

ることを理解することができている。相手に伝わりや

すい表現方法を理解することができている。 

5月 
便利な道具「比

較」 

「水の東西」を素材に、比較することによってそれぞ

れの共通点や相違点、長所や短所を見出し、納得

のいく結論を導く思考を身に付けさせる。 

二項対立で比べることにより、比較のメリット・デメリッ

トを整理することができる。 

6月 
読み比べてみよ

う 

文章のさまざまな種類を知り、読み比べるときのポ

イントを押さえさせる。複数の文章を読み、各文章

の立場、視点からの意見を比較し整理することによ

り多角的に検討させる。 

複数の文章を読み、それぞれの内容や書き方の特徴

を把握できる。複数の文章を比較して、気づいたこと

や考えたことをまとめることができる。 

7月 
新たな視点で周

りを見よう 

実社会において理解したり表現したりするために必

要な語句を蓄積させる。語句や語彙の構造、特色、

用法及び記述の仕方などを理解し、文章における

適した使い方を学ばせる。 

必要な語句の量を増やすことができる。また文章にお

ける適した使い方を理解することができる。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補わせ

る。 

半期の学習内容を理解することができる。 

10月 
「ファクト」と「フェ

イク」 

与えられた前提情報を検証し、多くの情報を集め、

自分の意見に偏りがないか、事実か虚報かを見極

めるための思考法を学ばせる。 

クリティカルシンキングが実践できる。不明瞭な言葉

を探し出すことができる。再考することにより思考の

偏りに気づくことができる。 

11月 
みんなで「問い」

を作ろう 

問いの焦点を定め、問い作りのルールを確認後、

実際に問いを作らせる。問いを書き直し優先順位を

つけさせ、問いの生かし方を考えさせる。 

各プロセスを適切に行うことができる。作った問いに

対して、閉じた問い、開いた問いのどちらに該当する

か考えることができる。 

12月 
論理的ってどう

いうこと？ 

論理的に主張するために、前提から結論を導き出

す推論の仕方を考察させる。多角的な視野をもち、

前提が正しいと判断できるか考察させる。 

前提をいくつか考えられる。前提が正しいか、多角的

に考えることができる。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補わせ

る。 

半期の学習内容を理解することができる。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  現代文B 単位数 4 科目の目標 

優れた文章や作品を読解し鑑賞する能力を高めるとともに、ものの見方、感

じ方、考え方を深め、進んで表現し読書することによって人生を豊かにする態

度を育てる。また、話す・聞く・書く・読むの言語活動を通し、読み深め論理的

に表現する能力を育てる。   

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 文章を楽しむ 

一人称で語られる小説と三人称で語られる小説で

の効果を理解させる。また小説を読むとき「どのよう

に語られているか」を意識させることで小説を読む

楽しみが格段に広がることを理解させる。 

小説の楽しみ方を理解することができる。 

5月 永訣の朝【詩歌】 

作者の経歴や文学傾向を学ばせる。難読句や方言

など理解しにくい言葉を調べ、情景や心情を味わい

ながら音読させる。作者独特の表現部分を抜き出さ

せ、どのように言い換えられるか考えさせる。表現

の背景にあるものを考えさせる。 

情景・心情を味わいながら音読することができる。 

表現の背景にあるものを考えることができる。 

6月 
短歌と俳句【短

歌】 

短歌の特色を形式・構造・内容・表現方法などの点

から考察し理解させる。 

各短歌の情景や心情を読み取り、表現方法とその効

果を理解することができる。 

7月 鼻【小説】 

小説中にある表現を読み味わい、人間に対する考

え方を深め、自身に引き寄せて考えさせる。登場人

物の心理や人間関係を読み取らせる。 

表現を読み味わい、人間に対する考え方を深めるこ

とができる。自身に引き寄せて考えることができる。

登場人物の心理や人間関係を読み取ることができ

る。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補わせ

る。 

半期の学習内容を理解することができる。 

10月 
食と想像力【随

想】 

社会における問題に対して、自分の考えを明らか

にし、問題の解決策を考えさせる。 

社会における問題に対して自分の考えを明らかにす

ることができる。問題の解決策を考えることができる。 

11月 
バグダッドの靴

磨き【小説】 

指示語の内容を的確にとらえさせる。筋道立った思

考の流れの跡を文章の展開から正確に読み取り、

深く味わう力を養わせる。 

指示語の内容を的確にとらえることができる。文章の

展開を正確に読み取り、深く味わうことができる。 

12月 
折々のうた【短

歌と俳句】 

新しい言葉や非日常的な言葉の有効な使い方を理

解させ、実践させる。短歌、俳句を鑑賞し、そのよさ

を理解させる。 

新しい言葉や非日常的な言葉の有効な使い方を理

解することができる。短歌、俳句を鑑賞し、そのよさを

理解することができる。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補わせ

る。 

半期の学習内容を理解することができる。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  言語文化 単位数 2 科目の目標 
生涯にわたる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

が国の言語文化に対する理解を深める。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 宇治拾遺物語 

登場人物とあらすじ、登場人物の人間関係につい

て、児と僧の軽妙なやりとりから古典のリズムをとら

えさせる。また豊かな説話の世界に浸り、物語の面

白さをとらえさせる。 

古典の世界に親しむために、作品や文章の歴史的・

文化的背景などを理解することができる。文章の種

類を踏まえて、内容や構成、展開などについて叙述

を基に的確にとらえることができる。 

5月 徒然草 

徒然草が成立した背景や兼好法師の生涯をとらえ

させる。歴史的仮名遣いに注意を促し、正しく音読

させる。現代では使うことのできない言葉の意味を

確認させる。 

古典の世界に親しむために、作品や文章の歴史的・

文化的背景などを理解することができる。文章の種

類を踏まえて、内容や構成、展開などについて叙述

を基に的確にとらえることができる。 

6月 枕草子 

古典のリズムや表現の特徴に注意して読み、おお

まかな内容をとらえさせる。清少納言の季節感をと

らえさせ、自分なりの季節感をもたせる。 

古典の世界に親しむために、内容や構成、展開など

について叙述を基に的確にとらえることができる。ま

た季節の風物を理解し、自分なりの季節感をもつこと

ができる。 

7月 

万葉集、古今和

歌集、新古今和

歌集 

歴史的仮名遣い、句切れ、作者に関する知識、言

葉の意味、歴史的背景を知り、和歌の魅力に触れ

させる。 

和歌の効果的な表現や語句の使い方を理解すること

ができる。歴史的背景と関連付けながら和歌を読む

ことができる。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補わせ

る。 

半期の学習内容を理解することができる。 

10月 羅生門 

登場人物の心理を表現に即して読ませる。小説の

設定と出来事の推移、それに伴う主人公を中心に

登場人物の心理の変化を、表現に即して的確に読

みとらせる。主題について考察し、自らの在り方、

生き方の考えを深めさせる。 

構成、出来事の推移、登場人物の心理を的確に読み

とることができる。文中のすぐれた表現について理解

することができる。文体の特徴を理解することができ

る。 

11月 伊勢物語 

作品内の和歌から、枕詞、掛詞、折り句などの修辞

表現を学ばせる。作品の背景を学び、和歌に込め

られた思いを興味深く読み取らせる。 

古典単語や、文法事項について理解することができ

る。和歌の修辞技法について理解することができる。 

12月 論語 

漢文における基礎知識（訓読の仕方、故事成語、

書き下し文、送り仮名）を学ばせる。漢詩の形式、

白文、漢詩の情景を理解させる。 

文語のきまりや訓読の仕方を知り、音読を通して漢

文特有のリズムを味わうことができる。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補わせ

る。 

半期の学習内容を理解することができる。 

 



学習指導内容(シラバス) 

科 目 国語総合 単位数 4 科目の目標 

国語を適切に表現し的確に理解する能力を育成し、伝え合う力を高めるとと

もに、思考力や想像力を伸ばし、心情を豊かにし、言語感覚を磨き、言語文

化に対する関心を深め、国語を尊重してその向上を図る態度を育てる。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
現代文・ルリボ

シカミキリの青 

随想の面白さ楽しさを理解し、随想を読む基本的な

手順を学ばせる。筆者の境遇など背景を理解し、そ

こから心情の変化を読み取らせる。 

展開から筆者の心情変化を理解することができる。 

5月 
古文・宇治拾遺

物語 

歴史的仮名遣いに注意して音読させる。古語の意

味を理解させる。主語の省略なども踏まえながら現

代語訳を考えさせる。登場人物の心情を読み取ら

せる。 

歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに正しく直すことが

できる。歴史的仮名遣いを理解し、正しく音読・板書

することができる。古語を調べながら現代語訳するこ

とができる。 

6月 古文・枕草子 

作者の考えやものの見方・感じ方に触れ理解させ

る。作者の背景について理解させる。 

現代語訳を正しく行うことができる。作者の考えを理

解することができる。 

7月 
現代文・無彩の

色 

具体例や根拠、対比表現に着目して、筆者の主張

と結び付けて読解させる。指示語や接続語に着目

して、筆者の論の展開を理解させる。 

文章の構造を意識して論理的に理解することができ

る。文化が人間の思考や感受性に強い影響を与える

ことを読み取ることができる。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補わせ

る。 

半期の学習内容を理解することができる。 

10月 
現代文・二十億

光年の孤独 

詩を読み、特徴・主題を読み取らせる。詩のみなら

ず詩人について理解させる。 

修辞技巧やその効果について理解することができ

る。主題を読み取り理解を深めることができる。 

11月 現代文・羅生門 

物語の展開を理解させる。全体構成を捉え、内容を

把握させる。登場人物の心情の変化を捉え、理解

させる。 

物語の校正・展開が理解することができる。登場人物

の心情の変化を理解することができる。 

 

12月 漢文・訓読基礎 

漢文の構成を理解させ、漢字・漢語の正しい意味・

用法を理解させる。訓読の仕方を理解させ、訓点、

書き下し文について理解させる。 

漢文の構成、訓読方法を理解することができる。書き

下し文について理解することができる。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補わせ

る。 

半期の学習内容を理解することができる。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  国語入門 単位数 ２ 科目の目標 

高等学校での国語科の学習への興味と理解を深めるため、現代文・古文

・漢文の三領域の基礎を中心にこれ以前に習った範囲の学び直しも含め

、基礎学力を養う。また、文法、表現や文化・歴史にも触れ、幅広い視

点で学ぶ姿勢と理解力を高める。国語が人間としての知的な活動や文化

的な活動の中枢をなし、一人一人の自己形成、社会生活の向上、文化の

創造と継承などを担っていることを理解する。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 

漢字の読み・意

味/意思を伝え

る 

漢字や語句・ことばの意味などの知識を増やし、ま

たコミュニケーションにおいて必要な語彙や表現

を理解させる。 

表現に適した言葉を選択することができる。 

5月 文法 

文の成分（主語・述語）、文の構造（単語・文節・

文・文章）を理解させる。 

基本的な文法を学び、正しい表現をすることが

できる。 

6月 古文 

歴史的仮名遣い・品詞の種類・用言の活用を正確 

に理解させる。古語辞典を開く習慣を身に付けさ

せる。 

作品を読解するために必要な古文の基礎知識を

学び、日本文化を鑑賞することができる。 

7月 漢文 

漢文の訓読のきまり、返り点について理解させる。

漢文独特のリズムに注意しながら音読させる。 

漢文の訓読ができる。漢文独自のリズムに気を

付けながら音読することができる。 

8・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補わせ

る。 

半期の学習内容を理解することができる。 

10月 指示語/接続語 

指示語が表す内容のとらえ方、接続詞の働きを理

解させる。 

相手に分かりやすく表現するために適した言 

葉を使うことができる。 

11月 漢文 

漢詩や論語に親しむことにより、短歌特有の決ま

り事やその表現方法を学ばせる。 

作品を読解するために必要な古文の基礎知識を

学び、中国文化を鑑賞することができる。 

12月 比喩表現 

比喩、倒置法、対句の効果を学び印象を深める表現 

を学ばせる。 

読み取った先にあるものを理解し、具体的に表

現することができる。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補わせ

る。 

半期の学習内容を理解することができる。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  国語表現 単位数 3 科目の目標 

言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、的確に理解し効果的

に表現する資質・能力を育成することを目指す。知識や技能を身に付け、論

理的に考える力を伸ばし、実社会における他者との多様な関わりの中で伝え

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をできるように

する。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 文章表現の基礎 

言葉には自己と他者の相互理解を深める働きがあ

ることを理解させる。自分の思いや考えを明確にさ

せ、事象を的確に描写したり説明したりするなど、

表現の仕方を工夫することを学ばせる。 

言葉には、自己と他者の相互理解を深める働きがあ

ることを理解することができる。表現の仕方を工夫す

ることができる。 

5月 小論文基礎 

何を求めているか、何を知りたがっているかを的確

に把握・想定させ、その上で自分の思いや考えを分

かりやすく伝えさせる。自分の主張の根拠となる事

柄を示したり、考えをまとめるに至った過程をたどっ

たりしながら説明させる。結論を簡潔にまとめる工

夫を学ばせる。 

求めていることを的確に把握・想定し、その上で自分

の思いや考えを分かりやすく伝えることができる。分

かりやすい工夫をすることができる。 

 

6月 
人とつながる言

葉/声の表現 

相手に配慮した適切な表現や言葉遣いを使い分け

ることを理解させる。また手書きや電子メールなど

の表現媒体や、報告や案内など目的の違いに応じ

て適切な表現や言葉遣いを使い分ける必要性を理

解させる。 

相手に配慮した適切な表現や言葉遣いを使い分ける

ことができる。表現媒体や目的に合わせた表現を理

解し、適切に使うことができる。 

7月 面接 

適切かつ効果的に表現する能力を育成し、伝え合

う力を高めるとともに、思考力や想像力を伸ばし、

言語感覚を磨かせる。 

適切かつ効果的に表現する能力を育成することがで

きる。言語感覚を磨くことができる。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補わせ

る。 

半期の学習内容を理解することができる。 

10月 
プレゼンテーショ

ンの方法 

自分の思いや考えを多彩に表現するために必要 

な語句の量を増し、話や文章の中で使うことを通 

して、語感を磨き語彙を豊かにさせる。また使う経

験を重ねることを通して語感を磨き語彙を豊かにす

る楽しさを学ばせる。 

自分の思いや考えを多彩に表現するために必要な語

句の量を増やすことができる。語感を磨き語彙を豊か

にすることができる。 

11月 小論文実践 

自分の考えを明確にし、根拠となる情報を基に的確

に説明させる。読み手の同意が得られるよう、適切

な根拠を効果的に用いるとともに、反論などを想定

して論理の展開を考えるなど工夫させる。 

自分の考えを明確にし、適切な根拠を効果的に用い

ることができる。反論などを想定して論理の展開を考

えるなど、構成や展開することができる。 

12月 話し合いの方法 

自分のことを伝えさせる。話合いの目的に応じて結

論を得たり、多様な考えを引き出したりするための

議論や討論を行い、その記録を基に話合いの仕方

や結論の出し方について理解させる。 

自分のことを伝えることができる。話合いの目的に応

じて結論を得たり、多様な考えを引き出したりするた

めの議論や討論を行い、その記録を基に話合いの仕

方や結論の出し方を理解することができる。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補わせ

る。 

半期の学習内容を理解することができる。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  世界史A 単位数 ２ 科目の目標 

世界の歴史を我が国の歴史と関連づけながら理解させ、人類が直面する課

題を政治・経済・社会・文化・生活など様々な観点から考察させることによって

、歴史的思考力を育てる。また、国際社会に主体的に生きる日本人としての

自覚と資質を育成する。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
ギリシアと都市

国家 

・ギリシア人による都市国家ポリスの成立とさまざ

まな改革によって民主政が実現していく過程をみて

いくとともに、マケドニアの王、アレキサンドロスの

東方遠征がもたらした影響について考える。 

・ギリシア人による都市国家ポリスの成立と民主政、 

東方遠征がもたらした影響について理解と考察がで 

きている。 

5月 

中華世界の形成

/中国の分裂と

多様化 

・中国の統一国家ができるまでの流れと、周の封建

制度、始皇帝の郡県制度、漢の郡国制といった国

家を統一するための仕組みを理解し、繁栄を迎え

た流れをつかむ。また、2世紀末から中国の分裂と

多様化が進んだことを学習する。 

・中華世界の形成の流れと国家統一のための仕組み 

がどのような内容であるかが理解できている。 

・中国が統一国家から分裂し、どのような動きがおき 

たか理解ができている。 

6月 
西ヨーロッパ世

界の成立 

・中世の西ヨーロッパ世界ではフランク王国が政治

の中心となり、現在のドイツ、フランス、イタリアの基

礎がつくられたことを学ぶ。 

・中世の西ヨーロッパ世界の成立の過程を理解でき

ている。また、現在のドイツ、フランス、イタリアの基礎

として成り立っていることが理解できている。 

7月 

ヨーロッパの主

権国家/産業革

命と社会問題 

・16世紀頃の西ヨーロッパでの国の形成のされ方、

範囲、構造、主権者のあり方について理解する。 

・イギリスで産業革命がおきた要因について考察す

る。また、産業革命の結果、資本主義が確立して資

本家が成長するとともに、貿易活動の拡大によって

世界の一体化が進んだことを理解する。 

・ヨーロッパの主権国家の成り立ちについて、流れが

つかめている。 

・イギリスの産業革命の要因について考察ができて

いる。また、産業革命の結果、貿易活動が拡大したこ

とが理解できている。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 
19世紀ヨーロッ

パと国民国家 

・19 世紀の自由主義とナショナリズムの精神がヨ

ーロッパに与えた影響について考察する。また、ヨ

ーロッパでどのようにして国民国家がつくられ、それ

が国家による統治をどのように変えたかを学ぶ。 

・自由主義とナショナリズムの精神について理解し、

与えた影響を考察できている。 

・国民国家の成立の流れについて理解できている。 

11月 

第一次世界大戦

/第二次世界大

戦 

・20世紀初頭のヨーロッパの国際関係を理解し、第

一次世界大戦の背景について考察する。 

・大戦の経過について理解し、総力戦としての性格

について考察する。 

・ヴェルサイユ体制の特質と、戦後のソ連とアメリカ

について理解する。 

・ワシントン体制の特質と、戦後の中国、朝鮮、イン

ド、東南アジア、西アジアやアフリカの民族運動に

ついて考察する。 

・ヨーロッパにおける大戦の展開と太平洋戦争の始

まりについて理解する。 

・大戦が終結に向かう経過について理解し、戦後世

界に及ぼした影響について考察する。 

・第一次世界大戦から第二次世界大戦までの世界史

の大きな流れをつかめている。 

・総力戦の特質について、当時の人々の生活にどの

ような影響を与えたのか考察できている。 

・ヴェルサイユ体制やワシントン体制の成果と問題点

について、その後の第二次世界大戦にいたる動きを

ふまえて理解できている。 

・第一次世界大戦と第二次世界大戦を中心とした 20

世紀前半の国際政治の流れや平和の意義について

把握し、基本的知識が身についている。 

 

12月 冷戦とその終結 

・冷戦体制の成立と第二次世界大戦後のアジアの

民族独立の動きについて理解する。 

・国際連合成立の意義を考察し、アメリカを中心とし

た西側諸国の同盟網について理解する。 

・第二次世界大戦後の米ソを中心とする両陣営の

対立の過程を把握する。 

・社会主義体制の崩壊、地域統合の動きや地域主

義の台頭など現代世界の動向を把握する。 

・第二次世界大戦後の米ソ両陣営の対立、アジア・ア

フリカの民族運動と植民地支配からの独立について

理解し、基本的知識が身についている。 

・冷戦終結後の地域紛争の原因や現代世界の動向

などについて理解できている。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  地理B 単位数 4 科目の目標 

・現代世界の地理的事象を系統地理的に考察する。 

・現代世界の諸地域を歴史的背景を踏まえて地誌的に考察し，現代世界の

地理的認識を養う。 

・地理的な見方や考え方を培い，国際社会に主体的に生きる日本国民として

の自覚と資質を養う。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
世界の地形/世

界の気候 

・生活環境の基盤となる地形の重要性や地球表面の
起伏の状態とその形成要因を理解させる。 
・安定大陸の特徴と人間生活との関係について平野
と山地の側面から理解させる。 
・地域ごとの気候の多様性と気候の形成要因を理解
させる。 

・世界の地形・気候・植生・土壌などの多様性や地
域性を理解する。 
・世界の自然環境の特徴と人間生活とのかかわり
について理解する。 

5月 

日本の自然災害

/世界の環境問

題 

・日本で起こる自然災害とそれらが発生する要因を理
解させる。 
・世界で起きている環境問題の詳細と要因、各国の
取り組みついて理解させる。 

・日本で起こる自然災害について理解し、人間生活
とのかかわりや適切な対応について考察する。 
・各地で起こる環境問題の生起する要因について
共通する傾向や生活様式に着目し、世界的視野か
ら考察する。 

6月 

産業の発展と農

業地域/農林水

産業 

・産業の歴史的変容とその社会的背景について理解
させる。 
・農林水産業における時代ごとの変化と地域ごとの
特徴について理解させる。 
・情報社会の進展に伴う産業や生活への影響につい
て理解させる。 

・分布、空間的広がり、地域的差異、類似性などに
着目し、世界の資源、産業などの多様性や地域性
を理解する。 
・各時代における産業の変遷を理解する。 
・情報社会における産業の発展と人間生活とのか
かわりについて考察する。 

7月 

資源エネルギー

問題/工業の立

地と工業地域の

変容 

・資源エネルギー需要の変化や地域ごとの多様性を
理解させる。 
・工業立地の条件がどのように類型化されるのか理
解を深めるとともに、立地の変化要因とそれによって
生じる問題点について考察させる。 
・先進国と発展途上国それぞれにおける産業の特徴
について理解させる。 

・エネルギ－問題が地域により現れ方が異なってい
ることと、解決には国際協力が必要なことを理解す
る。 
・工業立地の条件を理解し、世界各地における工
業の分布や傾向、時代ごとの変化を考察する。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 
人口問題/居住

都市問題 

・世界の人口分布と人口推移の現状について地球的
視野から概観させる。 
・先進国、発展途上国がそれぞれ抱える人口問題や
都市問題の要因とそれによって生じる社会問題、解
決へ向けての課題について理解させる。 

・人口問題、都市問題が地域により現れ方が異なっ
ていることを理解する。 
・それぞれの問題の要因を歴史的背景を踏まえて
理解し、解決に向けた取り組みについて考察する。 

11月 
生活文化/民族

問題 

・文化についての定義を踏まえ、それぞれの文化が
地域の歴史やその土地の自然環境によって多様性
がもたらされることを理解させる。 
・生活文化の地域性による相違について各地域にお
ける伝統的な生業形態との関わりから理解させる。 
・民族間における問題を歴史的背景を踏まえたうえで
理解させる。 

・各地域における多様な文化やその地域ならでは
の人間生活を理解する。 
・それぞれの民族の抱える問題を理解し、歴史的背
景を踏まえて解決に向けた取り組みを考察する。 
 

12月 
現代世界の諸地
域 

・アジア諸地域（東アジア・東南アジア・南アジア・西ア
ジア・中央アジア）の文化・宗教・経済等について、各
地域の歴史的背景や特色、産業等を踏まえ理解を深
める。 
・アフリカの文化・経済について、現在の諸問題を踏
まえ理解する。 
・ヨーロッパ諸地域（ロシアを含む）の文化・経済につ
いて、各地域の違いち地域統合の現状について理解
する。 
・南北アメリカについて、アングロアメリカを中心に、
地域ごとの産業や経済状況、各地域の歴史的特色な
どを理解する。 
・オセアニア諸地域の文化・経済について理解する。 

・アジア諸地域については、中国・韓国を中心とす
る東アジア諸地域、ASEANの政治・経済を軸にした
、東南アジア諸地域、インドを中心とする南アジア
諸地域、西アジア・中央アジア諸地域の歴史的背
景や文化、宗教、産業経済状況について考察し、
理解できている。 
・アフリカ地域や南アメリカ地域に及ぼした欧米諸
国による歴史的な影響を理解し、現在の各国の特
色や経済状況を考察できている。 
・冷戦以降、現在に至るヨーロッパ各国とロシア・ア
ングロアメリカの繋がりを、歴史的背景や経済関係
を主軸に理解できている。 
・オセアニア諸地域の多文化社会について、各地域
の歴史的背景を踏まえ理解できている。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 



 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  地理総合 単位数 2 科目の目標 

・現代世界の地理的事象を系統地理的に考察する。 

・現代世界の諸地域を歴史的背景を踏まえて地誌的に考察し，現代世界の

地理的認識を養う。 

・地理的な見方や考え方を培い，国際社会に主体的に生きる日本国民として

の自覚と資質を養う。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
世界の地形/世

界の気候 

・生活環境の基盤となる地形の重要性や地球表面の

起伏の状態とその形成要因を理解させる。 

・安定大陸の特徴と人間生活との関係について平野

と山地の側面から理解させる。 

・地域ごとの気候の多様性と気候の形成要因を理解

させる。 

・世界の地形・気候・植生・土壌などの多様性や地

域性を理解する。 

・世界の自然環境の特徴と人間生活とのかかわり

について理解する。 

5月 

日本の自然災害

/世界の環境問

題 

・日本で起こる自然災害とそれらが発生する要因を理

解させる。 

・世界で起きている環境問題の詳細と要因、各国の

取り組みついて理解させる。 

・日本で起こる自然災害について理解し、人間生活

とのかかわりや適切な対応について考察する。 

・各地で起こる環境問題の生起する要因について

共通する傾向や生活様式に着目し、世界的視野か

ら考察する。 

6月 

産業の発展と農

業地域/農林水

産業 

・産業の歴史的変容とその社会的背景について理解

させる。 

・農林水産業における時代ごとの変化と地域ごとの

特徴について理解させる。 

・情報社会の進展に伴う産業や生活への影響につい

て理解させる。 

・分布、空間的広がり、地域的差異、類似性などに

着目し、世界の資源、産業などの多様性や地域性

を理解する。 

・各時代における産業の変遷を理解する。 

・情報社会における産業の発展と人間生活とのか

かわりについて考察する。 

7月 

資源エネルギー

問題/工業の立

地と工業地域の

変容 

・資源エネルギー需要の変化や地域ごとの多様性を

理解させる。 

・工業立地の条件がどのように類型化されるのか理

解を深めるとともに、立地の変化要因とそれによって

生じる問題点について考察させる。 

・先進国と発展途上国それぞれにおける産業の特徴

について理解させる。 

・エネルギ－問題が地域により現れ方が異なってい

ることと、解決には国際協力が必要なことを理解す

る。 

・工業立地の条件を理解し、世界各地における工

業の分布や傾向、時代ごとの変化を考察する。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 
人口問題/居住

都市問題 

・世界の人口分布と人口推移の現状について地球的

視野から概観させる。 

・先進国、発展途上国がそれぞれ抱える人口問題や

都市問題の要因とそれによって生じる社会問題、解

決へ向けての課題について理解させる。 

・人口問題、都市問題が地域により現れ方が異なっ

ていることを理解する。 

・それぞれの問題の要因を歴史的背景を踏まえて

理解し、解決に向けた取り組みについて考察する。 

11月 
生活文化/民族

問題 

・文化についての定義を踏まえ、それぞれの文化が

地域の歴史やその土地の自然環境によって多様性

がもたらされることを理解させる。 

・生活文化の地域性による相違について各地域にお

ける伝統的な生業形態との関わりから理解させる。 

・民族間における問題を歴史的背景を踏まえたうえで

理解させる。 

・各地域における多様な文化やその地域ならでは

の人間生活を理解する。 

・それぞれの民族の抱える問題を理解し、歴史的背

景を踏まえて解決に向けた取り組みを考察する。 

 

12月 
現代世界の諸地
域 

・アジア諸地域（東アジア・東南アジア・南アジア・西ア
ジア・中央アジア）の文化・宗教・経済等について、各
地域の歴史的背景や特色、産業等を踏まえ理解を深
める。 
・アフリカの文化・経済について、現在の諸問題を踏
まえ理解する。 
・ヨーロッパ諸地域（ロシアを含む）の文化・経済につ
いて、各地域の違いち地域統合の現状について理解
する。 
・南北アメリカについて、アングロアメリカを中心に、
地域ごとの産業や経済状況、各地域の歴史的特色な
どを理解する。 
・オセアニア諸地域の文化・経済について理解する。 

・アジア諸地域については、中国・韓国を中心とす
る東アジア諸地域、ASEANの政治・経済を軸にした
、東南アジア諸地域、インドを中心とする南アジア
諸地域、西アジア・中央アジア諸地域の歴史的背
景や文化、宗教、産業経済状況について考察し、
理解できている。 
・アフリカ地域や南アメリカ地域に及ぼした欧米諸
国による歴史的な影響を理解し、現在の各国の特
色や経済状況を考察できている。 
・冷戦以降、現在に至るヨーロッパ各国とロシア・ア
ングロアメリカの繋がりを、歴史的背景や経済関係
を主軸に理解できている。 
・オセアニア諸地域の多文化社会について、各地域
の歴史的背景を踏まえ理解できている。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  日本史B 単位数 4 科目の目標 

1、我が国の歴史の展開を諸資料にもとづき、地理的条件や世界の歴史と関

連付けて総合的に考察する。 

2、各時代の特色とその変遷の総合的考察を通じて、我が国の文化と伝統の

特色についての認識を深める。 

3、歴史的思考力を培い、国際社会に主体的に生きる日本国民としての自覚

と資質を養う。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 

古代国家の形成

と貴族文化の誕

生（飛鳥の朝廷

と律令国家、摂

関政治） 

・東アジア世界との関係の変化、公領の変質や荘園の拡大、

武士の台頭などに着目して、律令制の形成と中央集権体制の

しくみ、摂関政治や院政の展開を理解させる。 

・遣唐使停止や地方の動向に着目し、大陸文化を消化し日本

の風土や生活に適応した新しい貴族文化が進展していったこ

とを考察させる。 

・古代国家の推移と国風文化の展開およ

び中世社会の萌芽についての基本的な

事柄を東アジア世界との関係の変化と関

連づけて理解しその知識を身につける。 

5月 

武家社会の形成

（鎌倉幕府の誕

生/室町幕府の

創設） 

・鎌倉幕府の成立過程とこの時代の武士の生活について

理解させる。 

・元寇について、世界情勢とその後の影響について理解さ

せる。 

・鎌倉幕府の滅亡後、南北朝の動乱のなかで室町幕府が

成立した過程について理解させる。 

・武家政権の成立について、その過程と

幕府のしくみを理解し、その知識を身につ

ける。 

・元寇の背景とその影響について、考え

る。 

 

6月 

近世社会の形成

（鉄砲の伝来/豊

臣秀吉の全国統

一） 

・織豊政権の統一政策を幕藩体制へのつながりという観点から

取り上げるとともに、大航海時代という世界史的背景にも着目

して理解させる。 

・鉄砲やキリスト教が伝来したこと、秀吉が実施した検地・

刀狩・朝鮮出兵について理解させる。 

・桃山文化が新興の大名や都市の豪商の精神を反映している

ことなど、時代的背景と関連させて、その特色について理解さ

せる。 

・織豊政権の特質についての基本的な事

柄をヨーロッパ世界との接触と関連づけて

理解し、その知識を身につける。 

 

 

7月 

近世社会の形成

（江戸幕府、幕

藩体制の成立） 

・幕府と藩、大名統制、朝廷・寺社統制、農村･農民支配の特

色、経済的基盤、封建的身分制度など幕藩体制の特色を政治

的･社会的な背景や役割と関連させて理解させる。 

・鎖国政策については貿易統制、禁教という側面とともに、オラ

ンダ・中国・朝鮮・アイヌとの交易にも留意し、鎖国が社会や文

化に及ぼした影響と歴史的意義を理解させる。 

・幕藩体制の成立についての基本的な事

柄を鎖国などの対外関係と関連づけて理

解し、その知識を身につける。 

8月・9月 
復習/ 

単位認定試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解する。 

10月 

近代国家の形成

（明治維新/立憲

国家を目指して

） 

・開国によって国際社会に組み込まれる中で、尊王攘夷運動

や倒幕運動を経て明治維新に至る過程について、経済や社会

と関連させつつとらえさせその意義を考察させる。 

・税制・教育・軍事など諸制度の改革や富国強兵・殖産興業政

策について、欧米列強との関わりに着目して政治、外交、経済

など様々な面から考察させる。 

・欧米文化が導入され、伝統文化を否定する動きを伴いつつ、

文明開化が明治の文化形成に寄与したことに着目させる。 

・開国から中央集権体制の推進など近代

化の過程に関する基本的な事柄を欧米の

文化や国際環境の変化と関連づけて総

合的に理解し、その知識を身につける。 

11月 

近代国家の形成

（第一次・第二次

世界大戦） 

・第一次世界大戦とその前後の国際社会の動向に留意して、

我が国の対外政策や大戦が国内の経済･社会に及ぼした影響

について考察させる。 

・大衆社会成立の中での政党政治の発展を政治や社会運動

の動向に留意して考察させる。 

・労働者の増加や高等教育の拡大による大衆社会の成立に着

目し、形成された大衆文化の特色について考察させる。 

・国際経済、全体主義の台頭、中国の民族運動など世界情勢

と、軍部の政治的進出や経済恐慌など国内政治と経済の動揺

に着目して、中国との戦争とその長期化及び国際関係の変

化、太平洋戦争への突入に至る過程を考察させる。 

・戦時体制下の国内経済と国民生活の変化、学問・思想や教

育に対する統制など、全体主義的国家体制の進展と国民生活

について考察させる。 

・第一次世界大戦と大正期の政治・文化

などの動向に関する基本的な事柄を世界

情勢と関連づけて総合的に理解し、その

知識を身につける。 

 

・対外政策の推移と戦時体制の強化など

第二次世界大戦と日本の関わりに関する

基本的な事柄を国際社会の動向、近隣諸

国との関係と関連づけて総合的に理解し

その知識を身につける。 

12月 

現代の世界と日

本（占領と国内

改革） 

・対日占領政策及び戦後の民主化を進める諸改革の内容と新

しい憲法が制定される経過を考察させる。 

・占領政策は、中華人民共和国の成立や朝鮮戦争の勃発に見

・占領政策と戦後改革や新憲法の成立な

どについての基本的な事柄を第二次世界

大戦後の冷戦体制下の国際関係と関連



られる東アジアの情勢の変化により、アメリカの対世界政策の

転換と結び付けながら推移することに着目させる。 

づけて理解し、その知識を身につける。 

 

1月・2月 
復習/ 

単位認定試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解する。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  歴史総合 単位数 ２ 科目の目標 

18世紀以来の歴史を、まずは「私たち」の身近なところから問いを作って学ば

せる。また日本史、世界史を分けずに全体として学ぶこと、近代化、（国際秩

序の変化や）大衆化、グローバル化という三つの大きなテーマを設定して学

ぶこと、そして現代的諸課題から考察を加えることで、幅広い視点から捉えら

れる力を育成する。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 18世紀のアジア 

・18 世紀のアジア諸国はどのような国際関係を築

いていったのか、東アジア、アジア全体、アジアとヨ

ーロッパとのつながりへと視野を広げていき、18 世

紀のアジアの国際関係を多面的・多角的に考察し、

表現する学習を通じて、18 世紀のアジアの経済と

社会、および「近代化」について学ばせる。 

・18 世紀のアジア諸国の国際関係について、各国の

つながりが理解できている。 

・18 世紀のアジアの経済と社会、および「近代化」に

ついて、考察から理解につなげられている。 

5月 
近代社会と国民

国家 

・自由主義とナショナリズムの精神がヨーロッパに

与えた影響について考察する。また、ヨーロッパで

どのようにして国民国家がつくられ、それが国家に

よる統治をどのように変えたかを学ぶ。 

・自由主義とナショナリズムの精神について理解し、

与えた影響を考察できている。 

・国民国家の成立の流れについて理解できている。 

6月 
近代国家への道

のり 

・19世紀なかばのアジア諸地域で起きた変化を理

解する。 

・明治維新が日本国内にもたらした影響について考

察する。 

・立憲制と立憲制国家がどのようなものかを理解す

る。 

・アジア諸地域で起きた変化と日本の変化を紐づけ、

その影響について考察できている。 

・立憲制と立憲制国家について、理解できている。 

7月 
第一次世界大戦

と戦後の世界 

・20世紀初頭のヨーロッパの国際関係を理解し、第

一次世界大戦の背景について考察する。 

・大戦の経過について理解し、総力戦としての性格

について考察する。 

・ヴェルサイユ体制の特質と、戦後のソ連とアメリカ

について理解する。 

・ワシントン体制の特質と、戦後の中国、朝鮮、イン

ド、東南アジア、西アジアやアフリカの民族運動に

ついて考察する。 

・20 世紀初頭のヨーロッパの国際関係と第一次世界

大戦のつながりを理解できている。 

・総力戦の特質について、当時の人々の生活にどの

ような影響を与えたのか考察できている。 

・ヴェルサイユ体制やワシントン体制の成果と問題点

について、その後の第二次世界大戦にいたる動きを

ふまえて理解できている。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 
国際協調体制の

変容 

・国際協調の時代に、アジア各地で起きた動きを把

握する。 

・世界恐慌が与えた影響を考察する。 

・デモクラシーと帝国主義、自由と統制についてのジ

レンマが起きていたことを理解できている。 

・世界恐慌が与えた影響を考察できている。 

11月 

第二次世界大戦

と戦後秩序の形

成/冷戦の終結 

・ヨーロッパにおける大戦の展開と太平洋戦争の始

まりについて理解する。 

・大戦が終結に向かう経過について理解し、戦後世

界に及ぼした影響について考察する。 

・冷戦体制の成立と第二次世界大戦後のアジアの

民族独立の動きについて理解する。 

・国際連合成立の意義を考察し、アメリカを中心とし

た西側諸国の同盟網について理解する。 

・第二次世界大戦後の米ソを中心とする両陣営の

対立の過程を把握する。 

・社会主義体制の崩壊、地域統合の動きや地域主

義の台頭など現代世界の動向を把握する。 

・ヨーロッパ、アジアにおける大戦の展開と戦争の終

結までの一連の流れを理解できている。 

・第二次世界大戦後の米ソ両陣営の対立、アジア・ア

フリカの民族運動と植民地支配からの独立について

理解し、基本的知識が身についている。 

・冷戦終結後の地域紛争の原因や現代世界の動向

などについて理解できている。 

12月 

グローバル化と

これからの世界

/現代的な諸課

題の形成と展望 

・グローバル化と地域統合がどのように進んだか理

解する。また、グローバル化による負の側面も考察

する。 

・歴史全体を振り返り、これから私たちがどのように

行動していくべきかを考察する。 

・グローバル化と地域統合がどのように進んだかた理

解でき、グローバル化による負の側面があることも理

解できている。 

・私たちが歴史を学んだことで、これから先どのように

行動していくかを考察できている。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  現代社会 単位数 ２ 科目の目標 

人間の尊厳と科学的な探求の精神に基づいて、広い視野に立って、現代の

社会と人間についての理解を深めさせ、現代社会の日本的な問題について

主体的に考察し、公正に判断するとともに、自ら人間としての在り方生き方に

ついて考察する力の基礎を養い、良識ある公民としての必要な能力と態度を

育てる。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 

現代の社会と人

間 
青年期と自己形

成の課題 
 

青年期の発達課題を理解し、青年期が人間の社会

化のために重要な時期であることを確するととも

に、年期は、社会的発達をとげるために、社会のな

かで自分の欲求をうまく表現し、実現していくことを

身につける時期であることを確認する。 
 

・青年期の発達課題を理解し、青年期が人間の社会

化のために重要な時期であることを確するとともに、

年期は、社会的発達をとげるために、社会のなかで

自分の欲求をうまく表現し、実現していくことを身につ

ける時期であることを確認する。 

 

5月 

現代の社会と人

間 
よりよく生きるこ

とを求めて 

過去の哲学者の思想や宗教を学ぶことで、人間と

は何か、よりよく生きることとは何かという問いにつ

いて探求を深め、各自の答えを模索する。 

・哲学者や各宗教の思想について、その特徴や大切

にしている考え方などを理解することができている。 

・哲学・宗教・近代科学をとおして、より良い生き

方とは何かを考える姿勢がみられる。 

6月 

民主社会の基本

原理/日本社会

の基本原理 

日本の政治機構を理解し、国会・内閣・裁判所の役

割について整理し、確認する。また、国政と地方自

治の関係についても理解を深める。 

・国会・内閣・裁判所の役割や権限、しくみを理解でき

ている。 

・地方公共団体の組織と権限を理解し、国政との違

いや国政との関係を理解できている。 

7月 

日本の政治機構

/政治参加と民

主政治の課題 

日本の裁判制度と人権保障、司法参加の意義につ

いての理解を深める。 

選挙と選挙制度について、政党の役割と絡めなが

ら理解を深める。 

・日本の司法制度について理解できている。 

・法の意義と役割について理解できている。 

・日本の選挙制度について理解し、選挙制度をめぐる

諸課題について考えることができている。 

・政治意識をもち、参加することの必要性を理解でき

ている。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 
経済のしくみと

市場機構 

産業革命後の資本主義経済について確認し、経済

主体の関係と活動について学ぶ。また、市場経済

のしくみについて理解を深めることで、個人の生活

と経済活動の関係について把握させる。 

 

・経済主体のかかわりと、企業・家計・政府の活動や

役割について理解できている。 

11月 
変化する日本経

済 

戦後復興から高度経済成長、バブル期を経て現在

へ至る日本経済の変化について学び、日本経済の

現状と課題についての理解を深める。 

・市場経済のしくみと、国民所得と経済成長の関係を

理解できている。 

・金融のしくみと日本銀行の役割を理解できている。 

・日本経済の産業構造の転換を理解できている。 

・バブル後の日本経済の状況を理解できている。 

・世界金融危機以降の日本経済の現状と課題を理解

できている。 

12月 

豊かな生活の実

現/国際社会と

人類の課題 

消費者・労働者の権利と課題について学び、国民

生活を支える日本の社会保障の役割についての理

解を深める。また、経済活動と環境問題（保全）の

バランスについて考える。 

国際経済・政治のしくみと動向について、各国の経

済状況と政治の動向が密接に関係していることを

理解させる。多様化が進んでいる世界経済のかか

える問題点（南北問題、人口・資源・食糧問題、民

族問題と紛争など）について把握し、自己の考えを

まとめさせる。 

・消費者問題と消費者の権利、労働者の権利と雇用・

労働問題を理解できている。 

・日本の社会保障制度について理解し、その課題に

ついても考えることができている。 

・環境保全の必要性について理解できている。 

・国際経済のしくみについて、日本と世界の貿易を中

心に理解できている。 

・国際連合の果たす役割について理解している。。 

・世界経済のかかえる問題点について、把握できて

いる。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  公共 単位数 ２ 科目の目標 

社会的な見方・考え方を働かせ、現代の諸課題を追及・解決方法を模索する

活動を通して、広い視野に立ち、グローバル化する国際社会に主体的に生き

る平和で民主的な国家及び社会の有為な形成者に必要な公民としての資質

・能力を育成することを目指す。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 

青年期と自己形

成/人間としての

自覚/日本人と

しての自覚 

青年期の発達課題を理解し、青年期が人間の社会

化のために重要な時期であることを確するととも

に、年期は、社会的発達をとげるために、社会のな

かで自分の欲求をうまく表現し、実現していくことを

身につける時期であることを確認する。 

過去の哲学者の思想や宗教を学ぶことで、人間と

は何か、よりよく生きることとは何かという問いにつ

いて探求を深め、各自の答えを模索する。 

・青年期の発達課題であるアイデンティティの確立に

ついて理解できている。 

・社会とのかかわりの中で、パーソナリティが形成さ

れていくことを理解できている。 

・各時代の代表的な思想について理解できている。 

・キリスト教・イスラム教・仏教の基本思想を理解でき

ている。 

5月 

民主社会の基本

原理/日本社会

の基本原理 

日本国憲法の骨格をなす民主政治の原理について

、成立の流れから基本的人権の確立、世界の政治

体制について確認する。 

日本国憲法の基本原理を確認し、日本国憲法によ

って保障される基本的人権について学習する。また

、新しい人権と人権保障の広がりについての理解も

深める。 

・社会契約説と民主政治の関係について理解できて

いる。 

・基本的人権について理解できている。 

・議院内閣制と大統領制の違いを理解できている。 

・基本的人権の尊重、国民主権、平和主義の三大原

理を理解できている。 

・日本国憲法において保障されている基本的人権に

ついて理解できている。 

6月 日本の政治機構 

日本の政治機構を理解し、国会・内閣・裁判所の役

割について整理し、確認する。また、国政と地方自

治の関係についても理解を深める。 

・国会・内閣・裁判所の役割や権限、しくみを理解でき

ている。 

・地方公共団体の組織と権限を理解し、国政との違

いや国政との関係を理解できている。 

7月 

日本の政治機構

/政治参加と民

主政治の課題 

日本の裁判制度と人権保障、司法参加の意義につ

いての理解を深める。 

選挙と選挙制度について、政党の役割と絡めなが

ら理解を深める。 

・日本の司法制度について理解できている。 

・法の意義と役割について理解できている。 

・日本の選挙制度について理解し、選挙制度をめぐる

諸課題について考えることができている。 

・政治意識をもち、参加することの必要性を理解でき

ている。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 
経済のしくみと

市場機構 

産業革命後の資本主義経済について確認し、経済

主体の関係と活動について学ぶ。また、市場経済

のしくみについて理解を深めることで、個人の生活

と経済活動の関係について把握させる。 

 

・経済主体のかかわりと、企業・家計・政府の活動や

役割について理解できている。 

11月 
財政と金融/変

化する日本経済 

戦後復興から高度経済成長、バブル期を経て現在

へ至る日本経済の変化について学び、日本経済の

現状と課題についての理解を深める。 

・市場経済のしくみと、国民所得と経済成長の関係を

理解できている。 

・金融のしくみと日本銀行の役割を理解できている。 

・日本経済の産業構造の転換を理解できている。 

・バブル後の日本経済の状況を理解できている。 

・世界金融危機以降の日本経済の現状と課題を理解

できている。 

12月 

豊かな生活の実

現/国際社会と

人類の課題 

消費者・労働者の権利と課題について学び、国民

生活を支える日本の社会保障の役割についての理

解を深める。また、経済活動と環境問題（保全）の

バランスについて考える。 

国際経済・政治のしくみと動向について、各国の経

済状況と政治の動向が密接に関係していることを

理解させる。多様化が進んでいる世界経済のかか

える問題点（南北問題、人口・資源・食糧問題、民

族問題と紛争など）について把握し、自己の考えを

まとめさせる。 

・消費者問題と消費者の権利、労働者の権利と雇用・

労働問題を理解できている。 

・日本の社会保障制度について理解し、その課題に

ついても考えることができている。 

・環境保全の必要性について理解できている。 

・国際経済のしくみについて、日本と世界の貿易を中

心に理解できている。 

・国際連合の果たす役割について理解している。。 

・世界経済のかかえる問題点について、把握できて

いる。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  政治・経済 単位数 ２ 科目の目標 

社会の在り方に関わる現実社会の諸課題に解決に向けて探究するための手

掛かりとなる概念や理論について理解するとともに、諸資料から情報を適切

かつ効果的にまとめる技能を身に付け、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、我が国及び国際社会において国家及び社

会の形成に、より積極的な役割を果たそうとする自覚などを深める。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 

民主政治の基本

原理／日本国憲

法の基本原理 

民主政治の成立過程を理解し、社会生活を送る上

で、行動基準となるルールとして法が存在するこ

と、支配者であっても法に従わなければならないと

いう「法の支配」の確立について確認する。 

日本国憲法の基本原理を確認し、国民主権・基本

的人権の尊重・平和主義について理解を深める。 

・政治とは何か理解できている。 

・社会契約説における政府と国民の関係について理

解できている。 

・「法の支配」が民主主義に欠かせない要素であるこ

とを理解できている。 

・日本国憲法の三大原理を理解できている。 

5月 

日本の政治機構

／現代政治の特

質と課題 

国会・内閣・裁判所の役割について確認し、そこに

帰属する立法権・行政権・司法権が互いに抑制しあ

う三権分立について理解を深める。 

日本の選挙制度や政党への理解を深め、選挙をめ

ぐる課題の探究を通して有権者としての意識を育

む。 

・国会・内閣・裁判所の役割と帰属する権限が理解で

きている。 

・有権者として選挙制度を理解し、選挙をめぐる諸課

題について主体的に考えることができる。 

・有権者として政治参加への意欲をもち、またその必

要性を理解できている。 

6月 現代の国際政治 

国際社会の秩序を維持するための要因として挙げ

られる、国際法や国際組織について学習し、国際

連合成立までの過程や役割、課題について探究を

深める。 

戦後の冷戦体制について確認し、東西陣営の対立

から核軍拡競争・米ソの代理戦争への発展、終結

までの過程を理解する。 

・国際法とはどのようなものか理解できている。 

・国際連合のしくみと安全保障のしくみについて理解

できている。 

・国際連合の役割・課題を理解し、自身の考えをまと

めることができる。 

・冷戦体制のしくみと過程、終結後の国際社会の状

況について理解できている。 

7月 

現代の資本主義

経済／現代経済

のしくみ 

資本主義経済の成立過程を確認し、特徴と発展、

政府の役割の変容について理解するとともに、社

会主義経済のしくみと現状を理解する。 

市場メカニズムについて学習し、市場が適切に機

能するために独占・寡占の禁止が定められているこ

とについての理解を深め、生活と経済活動の関係

性をつかむ。 

・資本主義経済のしくみ・特徴を理解できている。 

・社会主義経済のしくみ・特徴を理解できている。 

・市場において独占禁止法による規制が必要である

ことを理解できている。 

・景気変動のしくみについて理解できている。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 

日本経済の発展

と産業構造の変

化 

戦後の経済再建から高度経済成長期を経て、バブ

ル経済崩壊後の現在の日本経済に至るまでの過

程を学習し、日本経済の課題について探究する。あ

わせて、経済成長の裏で併発した公害問題とその

対応について理解を深める。 

・戦後から現在に至るまでの日本経済の変化につい

て、理解ができている。 

・日本経済の今後の課題について自身の考えをまと

めることができる。 

11月 
福祉社会と日本

経済の課題 

高度経済成長期の影で、公害に苦しんだ人々が居

た点を確認し、公害問題とそれに関連する裁判・法

律につい学習し、日本における環境問題への取り

組みについて理解を深める。 

消費者・労働者を取り巻く環境と権利について学習

し、日本の社会保障制度の特徴と課題について理

解する。 

・公害問題について理解できている。 

・環境や公害の被害者を守るための法律について理

解できている。 

・環境保全に関して、自分の考えをまとめることがで

きる。 

・消費者・労働者の権利について理解できている。 

・社会保障制度の特徴や課題について理解できてい

る。 

12月 

国民経済と国際

経済／現代社会

の諸課題 

国際経済のしくみについて貿易・為替・国際収支の

視点を中心に学習し、戦後のアメリカが果たしてき

た役割について理解を深める。 

発展途上国の経済と抱える課題について探究を深

める。 

地域統合の過程について学習し、グローバル化が

進む世界経済の現状と課題について理解する。 

・国際経済について、貿易・為替・国際収支などの視

点から理解ができている。 

・発展途上国が抱える経済的課題について理解で

き、自身の考えをまとめることができる。 

・ＥＵの成立過程について理解できている。 

・日本が加盟している経済的な地域統合について内

容を理解できている。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 
半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  倫理 単位数 ２ 科目の目標 

人間としての在り方生き方についての見方・考え方を働かせ，現代の諸課題

を追究したり解決に向けて構想したりする活動を通して，広い視野に立ち，人

間尊重の精神と生命に対する畏敬の念に基づいて，グローバル化する国際

社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の有為な形成者に必

要な公民としての資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
青年期の課題と

自己形成 

個性，感情，認知，発達などに着目して、豊かな自

己形成に向けて，他者と共によりよく生きる自己の

生き方について考え、様々な人間の心の在り方に

ついて理解を深める。 

青年期の発達課題を理解し、青年期が自己形成に

おいて重要な時期であることを確認する。 

・青年期の特徴である青年期の課題について理解で 

きている。 

・人間としての在り方生き方に関わる事象や課題につ 

いて主体的に考え、他者と共によりよく生きる自己

を形成することができる。 

5月 
人間としての自

覚 

人間とは何かについて、ギリシャ思想・キリスト教・

イスラーム・仏教・中国思想等の思想をとおして、理

解を深める。 

古今東西の先哲の考え方をとおして、より広い視野

から人間としての在り方生き方について確認する。

様々な人間の見方や人生の捉え方を説く代表的な

先哲の思想について、自己との関わりにおいて理

解を深める。 

・思想だけでなく、地域・文化・風習といった背景を含 

め、人間とは何か、どうあるべきかについて理解で 

きている。 

・各思想について理解できている。 

・人生における宗教や芸術のもつ意義について考え 

ることができる。 

 

6月 
国際社会に生き

る日本人の自覚 

国際社会に生きる日本人としての在り方生き方に

ついて学び、日本人に見られる人間観・自然観・宗

教観などの特質について理解を深める。 

古来の日本人の考え方や日本の先哲の考え方をと

おして、国際社会に主体的に生きる日本人としての

在り方生き方について理解を深める。 

・日本人に見られる人間観，自然観，宗教観などの特 

質について理解できている。 

・日本の伝統思想に対し、外来思想・西洋思想がどの 

ように影響を与えてきたのか理解できている。 

・日本人としての在り方生き方についての根源的な問 

いを探究することができている。 

7月 

人間の尊厳の根

拠を求めて/社

会契約説 

人間の尊厳について、ルター・カルヴァン・ベーコ

ン・デカルトの思想をとおして確認する。 

社会契約説について、ホッブズ・ロック・ルソーをと

おして学び、社会と個人との関わりについて理解を

深める。 

・人間が尊厳のある存在であるという思想形成の過 

程について理解できている。 

・民主社会の形成の基礎となった先哲の思想や、民 

主社会における個人と社会との関係、個人と国家や 

法との関係について理解できている。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 ・半期の学習内容を理解できている。 

10月 
民主社会と自由

を求めて 

現代の「人間尊重」を中心とした倫理に至るまでの

過程について、哲学者の思想を学ぶことで理解を

深める。 

・民主社会の倫理の代表的なものである、ヘーゲル 

の人倫の思想、功利主義、社会主義の思想につい 

て、それぞれの特徴と主張を理解できている。 

11月 
社会変革の倫理

を求めて 

社会と個人との関わりについて，民主主義社会に

焦点を置きその基本的な在り方について確認す

る。 

一人一人の価値観は本来多様なものであり，人生

観，世界観ないし価値観を尊重し合うことが民主主

義の重要な前提であることを理解する。 

・社会参加と奉仕の意義について理解できている。 

・社会参加の中にも生きがいがあることを理解し、生 

きがいと関わって主体的に社会に参加することの大 

切さについて考えることができる。 

12月 
現代の課題を考

える 

生命、家族、地域社会、情報社会、文化・宗教、環

境、国際平和と人類の福祉などの、現代社会の抱

える諸課題について、倫理の視点から問題点を把

握し、理解を深める。 

・現代社会の抱える諸課題について倫理的な視点か 

らそれぞれの問題について理解できている。 

・生命科学や医療技術の発達を踏まえ，生命の誕 

生，老いや病，生と死の問題などを通して，生きるこ 

との意義について考えることができる。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)  3061 

科 目 数学Ⅰ 単位数 ３ 科目の目標 

数と式、図形と計量、二次関数及びデータの分析について理解させ、

基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り、事象を数学的に考察する

能力を培い、数学のよさを認識できるようにするとともに、それらを活

用する態度を育む。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
整式の四則演算

・実数 

・文字式の四則演算、展開、因数分解について理

解し、平方根の四則演算や分母の有理化ができ

るように理解させる。（思考・判断・表現、技能、

知識・理解） 

・文字式の四則演算、展開、因数分解、平方根の四

則演算ができるようになる。 

5月 
一次方程式・ 
一次不等式 

・一次方程式、一次不等式の解き方を理解させる

。（関心・意欲・態度、技能、知識・理解） 
 

・方程式を解くことができるようになる。 
・不等式の性質を理解する。 

6月 二次方程式 

・二次方程式の解き方を理解させる。（関心・意

欲・態度、技能、知識・理解） 
・二次方程式を解くことができるようになる 

7月 

二次関数とその

グラフ 
 
 
 
復習/単位認定

試験 

・関数の概念、二次関数のグラフの意味を理解さ

せる。 
・一般形から標準形の式変形の方法を理解させ

る。（関心・意欲・態度、技能、知識・理解） 
 
・半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 

・関数の概念を理解し、グラフの意味を理解しな

がら、一般形から標準形の式変形の方法を理解す

る。 
 
 
・半期の学習内容を理解できている。 

8月 

二次関数の値の

変化 

 

 

復習/単位認定

試験 

・二次関数がもつ様々な性質について考察でき

るようにする。（関心・意欲・態度、技能、知識・理

解） 
 
・半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 

・二次方程式の解を、二次関数のグラフとｘ軸と

の位置関係に対応させて考察する。 
 
 
・半期の学習内容を理解できている。 

9月 二次不等式 

・二次不等式の解き方を理解させる。（関心・意

欲・態度、技能、知識・理解） 

・二次不等式の解の範囲を、二次関数のグラフと

ｘ軸との位置関係に対応させて考察する。 

10月 三角比  

・簡単な計量問題から鋭角の三角比を導入し、そ

の有用性を理解させる。（関心・意欲・態度、思

考・判断・表現、技能、知識・理解） 
 

・三角比の有用性を理解する。 
・三角比の相互関係を用いて、与えられた三角比

の値から残りの三角比の値を求めることができ

る。 

11月 三角比の応用 

・三角比を図形の計量に活用することができる

ことを理解させる。（関心・意欲・態度、思考・

判断・表現、技能） 

・正弦定理、余弦定理、面積の公式を問題にあわせ

て使い分けできるようにする。三角比を図形の計

量に活用できることを理解する。 

12月 集合と論証 

・集合の基本的性質を理解し、簡単な命題やその

命題の逆・裏・対偶について真偽を証明できるよ

うにする。（関心・意欲・態度、思考・判断・表

現、技能、知識・理解） 

・集合の基本的性質を理解し、ベン図で表すこと

で要素の個数などを求められるようにする。命題

の真偽を証明できるようにする。 

1月 データの分析 

・代表値に関する用語を知り、データの分布と平

均値と中央値の大小関係について理解させる。（

関心・意欲・態度、思考・判断・表現、技能、知

識・理解） 

・用語を知り、データの分布と平均値と中央値の

大小関係について理解する。 

2・3月 
復習/単位認定

試験 

１年間の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 １年間の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)  3067 

科 目 数学入門 単位数 ２ 科目の目標 

高校数学を学習する前段階として基礎的な知識、計算などの技能の

習得を図り、数学における基本的な概念や原理・法則を体系的に理

解する。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
自然数の四則演

算 

・自然数の四則演算の方法を復習し、理解させる。

（思考・判断・表現、技能、知識・理解） 

・自然数の四則演算ができるようになる。 

5月 分数の四則演算 

・分数の四則演算の方法を復習し、理解させる。

（思考・判断・表現、技能、知識・理解） 

・分数の四則演算ができるようになる。 

6月 小数の四則演算 

・小数の四則演算の方法を復習し、理解させる。

（思考・判断・表現、技能、知識・理解） 

・小数の四則演算ができるようになる。 

7月 整数の四則演算 

・整数の四則演算の方法を復習し、理解させる。

（思考・判断・表現、技能、知識・理解） 

・整数の四則演算ができるようになる。 

8月 

文字式の計算 

 

 

復習/単位認定

試験 

・文字式の表し方、単項式の四則演算ができるよう

理解させる。（関心・意欲・態度、技能、知識・理解） 

 

・半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 

・文字式の表し方を理解する。 

・単項式の四則演算ができるようになる。 

 

・半期の学習内容を理解できている。 

9月 

展開・因数分解 

 

 

 

復習/単位認定

試験 

・乗法公式の使い方と解き方、因数分解との関係を

理解させる。（関心・意欲・態度、技能、知識・理解） 

 

 

・半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 

・乗法公式の意味を理解する。 

・乗法公式、因数分解ができるようになる。 

・多項式の計算ができるようになる。 

 

・半期の学習内容を理解できている。 

10月 １次方程式 

・恒等式と方程式の違いを理解させ、１次方程式の

解き方を理解させる。（関心・意欲・態度、技能、知

識・理解） 

・方程式の意味を理解する。 

・１次方程式を解けるようになる。 

 

11月 平方根 

・平方根について、無限の概念も含めて理解させる

。（関心・意欲・態度、思考・判断・表現、技能、知識

・理解） 

・平方根の意味を理解する。 

・平方根の四則演算、有理化ができるようになる。 

12月 ２次方程式 

・２次方程式の解き方を理解させる。（関心・意欲・

態度、技能、知識・理解） 

・乗法公式、因数分解、平方根の計算について復

習する。（関心・意欲・態度、技能、知識・理解） 

・２次方程式を解けるようになる。 

 

1月 一次関数 

・関数の意味を理解させ、対応表を用いる方法と傾

きと切片からグラフを導けるようにさせる。（関心・意

欲・態度、技能、知識・理解） 

・一次関数と１次方程式の関係を理解させる。（関

心・意欲・態度、思考・判断・表現、技能、知識・理

解） 

・関数の意味を理解する。 

・切片と傾きの意味を理解する。 

・グラフを正しくかけるようになる。 

2月・3月 
復習/単位認定

試験 

１年間の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 １年間の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)  4037 

科 目 数学入門 単位数 ３ 科目の目標 

高校数学を学習する前段階として基礎的な知識、計算などの技能の

習得を図り、数学における基本的な概念や原理・法則を体系的に理

解する。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
自然数の四則演

算 

・自然数の四則演算の方法を復習し、理解させる。

（思考・判断・表現、技能、知識・理解） 

・自然数の四則演算ができるようになる。 

5月 
小数・分数の四

則演算 

・小数、分数の四則演算の方法を復習し、理解させ

る。（思考・判断・表現、技能、知識・理解） 

・小数、分数の四則演算ができるようになる。 

6月 割合の計算 

・割合の意味について理解させ、正しく計算できる

ようにさせる。（思考・判断・表現、技能、知識・理

解） 

・割合の計算ができるようになる。 

7月 速さの計算 

・単位について理解させる。（知識・理解） 

・速さの意味について理解させ、正しく計算できるよ

うにさせる。（思考・判断・表現、技能、知識・理解） 

・単位の換算ができるようになる。 

・速さの計算ができるようになる。 

8月 

整数の四則演算 

 

 

復習/単位認定

試験 

・整数の四則演算の方法を復習し、理解させる。（

思考・判断・表現、技能、知識・理解） 

 

・半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 

・整数の四則演算ができるようになる。 

 

 

・半期の学習内容を理解できている。 

9月 

文字式の計算 

 

 

復習/単位認定

試験 

・文字式の表し方、単項式の四則演算ができるよう

理解させる。（関心・意欲・態度、技能、知識・理解） 

 

・半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 

・文字式の表し方を理解する。 

・単項式の四則演算ができるようになる。 

 

・半期の学習内容を理解できている。 

10月 展開・因数分解 

・乗法公式の使い方と解き方、因数分解との関係を

理解させる。（関心・意欲・態度、技能、知識・理解） 

・乗法公式の意味を理解する。 

・乗法公式、因数分解ができるようになる。 

・多項式の計算ができるようになる。 

11月 平方根 

・平方根について、無限の概念も含めて理解させる

。（関心・意欲・態度、思考・判断・表現、技能、知識

・理解） 

・平方根の意味を理解する。 

・平方根の四則演算、有理化ができるようになる。 

12月 １次方程式 

・恒等式と方程式の違いを理解させ、１次方程式の

解き方を理解させる。（関心・意欲・態度、技能、知

識・理解） 

・方程式の意味を理解する。 

・１次方程式を解けるようになる。 

 

1月 ２次方程式 

・２次方程式の解き方を理解させる。（関心・意欲・

態度、技能、知識・理解） 

・乗法公式、因数分解、平方根の計算について復

習する。（関心・意欲・態度、技能、知識・理解） 

・２次方程式を解けるようになる。 

 

2月・3月 
復習/単位認定

試験 

１年間の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 １年間の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目 化学基礎 単位数 ２ 科目の目標 
日常生活との関連を図りながら物質とその変化への関心を高め，化学の基

本的な概念や原理・法則を理解させ，科学的な見方や考え方を養う。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 物質の成分 

物質は融点や沸点を境に状態が変化することや

沸点の違いによって物質が分離できること，水溶液

中からの再結晶について再確認する。 

・物質の分類方法を理解できたか。 

5月 
物質の構成元素

/物質の三態 

身近な物質を取り上げ，単体や化合物について

理解させる。 

固体，液体，気体の状態を理解する。 

・単体，化合物，混合物の違いや分類ができるか。 

・物質の三態が理解できたか。 

6月 
原子の構造/電

子配置と周期表 

原子の構造及び陽子，中性子，電子の性質を理

解させる。原子の構造は，簡単な原子を取り上げ，

原子と原子核の大きさや，原子を構成する陽子，中

性子，電子の質量や電気の量を扱う。 

原子の電子配置については，原子構造の簡単な

モデルを用いて，原子番号20番までの代表的な典

型元素を扱い，説明する。 

・原子の構造について理解し，覚えることができた

か。 

・電子配置について理解でき，図示することができる

か。 

7月 復習 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 

イオンとイオン

結合，分子と共

有結合 

イオンの生成を電子配置と関連付けて理解させ

るとともに，イオン結合がイオン間の静電気的な引

力による結合であることや，イオン結合でできた物

質の性質を理解させる。 

共有結合を電子配置と関連付けて理解させるこ

とや，共有結合でできた物質の性質を理解させる。

共有結合では，共有電子対を形成した結合である

ことを扱い，その際，配位結合についても触れる。 

・イオンについて理解できたか。代表的な陽イオン，

陰イオンを覚えることができたか。 

・共有結合について電子配置と関連付けて理解をす

ることができたか。 

11月 

金属と金属結合

，化学結合と物

質の分類/物質

量と化学反応式 

金属結合は自由電子が介在した結合であること

や，金属結合でできた物質の性質を理解させる。 

原子の質量は極めて小さい数値なので，原子の

質量を表すには，基準として決めたある原子の質

量と比較した相対値が用いられることを説明し，原

子の相対質量の基準は，質量数 12 の炭素原子 1

個の質量を 12 とするということをしっかり認識させ

る。 

原子量，分子量，式量について説明し，それぞれ

求めらえるように計算問題を解かせる。 

・炭素原子が原子の相対質量の基準であることを理

解できたか。 

・原子量，分子量，式量の計算問題を解くことができ

るようになったか。 

12月 
酸と塩基/酸化

還元反応 

酸と塩基については，水素イオンの授受による定

義やその強弱と電離度との関係を扱う。 

ｐHと水素イオン濃度や水の電離との関係に触れ

る。 

酸化，還元については，その定義を酸素や水素

の授受から電子の授受へと広げ，酸化と還元が常

に同時に起こることを扱う。また，酸化還元反応は

，反応に関与する原子やイオンの酸化数の増減に

より説明できることも扱う。 

・酸と塩基の定義について理解できたか。 

・ｐH について，水素イオン濃度と水酸化物イオン濃

度との関係について理解できたか。 

・酸化，還元の定義について理解できたか。 

1月 復習 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目 科学と人間生活 単位数 ２ 科目の目標 
自然と人間生活とのかかわり及び科学技術が人間生活に果たしてきた役割

について理解させ，科学に対する興味・関心を高める。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 材料とその利用 

プラスチックの発展・原料・特徴やプラスチックを

構成する粒子について解説し，理解させる。 

金属が日常生活において，さまざまな目的で使

用されていることを認識させる。金属の性質（熱伝

導性・電気伝導性）などを理解させる。 

・プラスチックなどさまざまな物質を構成する原子の 

構造について理解できているか。 

・原子の構造である電子，陽子，中性子などの名称を 

覚えたか。 

・金属の種類や用途などについて理解できているか。 

・金属の性質（熱伝導性・電気伝導性）など理解でき 

たか。 

5月 衣料と食品 

私たちの身の周りにさまざまな繊維があることを

理解させ，繊維の種類・性質やまた衣料の原料の

構造や加工について解説する。 

 食物中の栄養素や栄養素が取り込まれる過程に

ついて理解させる。 

・繊維の種類や用途などについて理解できているか。 

・糸の製造，繊維の構造について理解できたか。 

・栄養素や各栄養素の構造や性質，働きについて理

解できているか。 

6月 

熱の性質とその

利用/光の性質

とその利用 

温度と熱運動，熱容量と比熱について理解させ，

計算問題などが解けるようにする。 

熱の伝わり方や，仕事や電流と熱の発生につい

て理解させる。仕事については計算問題が解ける

ようにする。 

 光の発生と速さ，光の反射・屈折など光の性質と

その利用方法について理解させる。 

・絶対温度や熱量の計算問題が解けるようになった

か。 

・3 つの熱の伝わり方について理解できたか。 

・仕事の計算問題が解けるようになったか。 

・光は物質の境界で反射したり，屈折するなどの性質

について理解できているか。 

7月 復習 
半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 
生物と光/ヒトの

視覚と光 

光合成に必要なエネルギーとしての光の働きに

関して，葉緑体や光合成色素の働き，光の強さや

波長と光合成との関係を取り扱い，説明する。 

 ヒトの眼の基本的な構造及び光の刺激によって脳

で視覚の感覚が生じることを理解させる。 

・環境要因としての光や光合成の仕組みなどについ

て理解できたか。 

・ヒトの視覚と光のかかわりについて理解できたか。 

11月 
微生物とその応

用 

様々な微生物の存在について，菌類や細菌類な

どを扱い，説明する。また，病原体としての細菌や

ウイルスの発見などの歴史的事項にも触れる。 

水の浄化など生態系における分解者としての微

生物の役割を説明し，理解させる。 

・様々な微生物，自然界にみられる微生物の種類に

ついて理解できたか。 

・微生物の発見の歴史（研究者や研究内容について）

について興味を持てたか。 

12月 

身近な自然景観

と自然災害/身

近な天体と太陽

系における地球 

身近な地域の自然景観を，流水の作用など大地

を平坦にする変化と，地震や火山活動など大地の

起伏を大きくする変化と関連付けて説明する。 

地球を含む太陽系の天体の特徴及び太陽系の

広がりや構造を扱う。その際，天動説や地動説など

の歴史的な事項にも触れ，説明する。 

・日本列島付近のプレートの動きを理解できたか。 

・火山活動のしくみや，日本の火山活動について理

解できたか。 

・太陽系を構成する天体について理解を深めることが

できたか。 

1月 復習 
半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目 科学と人間生活 単位数 ２ 科目の目標 
自然と人間生活とのかかわり及び科学技術が人間生活に果たしてきた役割

について理解させ，科学に対する興味・関心を高める。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
微生物とその応

用 

様々な微生物の存在について，菌類や細菌類な

どを扱い，説明する。また，病原体としての細菌や

ウイルスの発見などの歴史的事項にも触れる。 

水の浄化など生態系における分解者としての微

生物の役割を説明し，理解させる。 

・様々な微生物，自然界にみられる微生物の種類に

ついて理解できたか。 

・微生物の発見の歴史（研究者や研究内容について）

について興味を持てたか。 

5月 ヒトの生命現象 

私たちの体の不思議（視覚，眼の構造とはたらき

，血糖，体を守る免疫のしくみなど）を解説し，理解

させる。 

・実際とは異なるようにものが見える現象など，脳が

関係していることを理解できたか。 

・血糖値について理解できたか。 

・免疫のしくみを理解し，予防接種の必要性を理解で

きたか。 

6月 材料とその利用 

プラスチックの発展・原料・特徴やプラスチックを

構成する粒子について解説し，理解させる。 

金属が日常生活において，さまざまな目的で使用さ

れていることを認識させる。金属の性質（熱伝導性・

電気伝導性）などを理解させる。 

・プラスチックなどさまざまな物質を構成する原子の 

構造について理解できているか。 

・原子の構造である電子，陽子，中性子などの名称を 

覚えたか。 

・金属の種類や用途などについて理解できているか。 

・金属の性質（熱伝導性・電気伝導性）など理解でき 

たか。 

7月 復習 
半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 衣料と食品 

私たちの身の周りにさまざまな繊維があることを

理解させ，繊維の種類・性質やまた衣料の原料の

構造や加工について解説する。 

 食物中の栄養素や栄養素が取り込まれる過程に

ついて理解させる。 

・繊維の種類や用途などについて理解できているか。 

・糸の製造，繊維の構造について理解できたか。 

・栄養素や各栄養素の構造や性質，働きについて理

解できているか。 

11月 
光の性質とその

利用 

光の発生と速さ，光の反射・屈折など光の性質と

その利用方法について理解させる。 

・光は物質の境界で反射したり，屈折するなどの性質

について理解できているか。 

12月 
熱の性質とその

利用 

温度と熱運動，熱容量と比熱について理解させ，

計算問題などが解けるようにする。 

熱の伝わり方や，仕事や電流と熱の発生につい

て理解させる。仕事については計算問題が解ける

ようにする。 

・絶対温度や熱量の計算問題が解けるようになった

か。 

・3 つの熱の伝わり方について理解できたか。 

・仕事の計算問題が解けるようになったか。 

 

1月 
自然景観と自然

災害 

身近な地域の自然景観を，流水の作用など大地

を平坦にする変化と，地震や火山活動など大地の

起伏を大きくする変化と関連付けて説明する。 

・日本列島付近のプレートの動きを理解できたか。 

・火山活動のしくみや，日本の火山活動について理

解できたか。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目 生物基礎 単位数 ２ 科目の目標 
日常生活との関連を図りながら生物や生物現象への関心を高め，生物学の

基本的な概念や原理・法則を理解させ，科学的な見方や考え方を養う。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
生物の多様性と

共通性 

生物はどんな物質で構成されているのか，代謝

とは何か，代謝とエネルギーはどのように関係する

のかを説明，理解させる。 

・生物を構成する物質は何であるかを覚えられたか。 

・代謝とは何か理解できたか。 

・ＡＴＰとはどんな物質か理解できたか。 

5月 

生命活動とエネ

ルギー/生物と

遺伝子 

光合成について，光合成で何が生じているのか，

どこで行われているのかを再度確認し，理解させる

。また細胞内で行われる呼吸という生物に共通で

重要な代謝についても説明する。 

真核細胞・原核細胞のどこにＤＮＡが存在してい

るのか説明し，ＤＮＡの構造やどのような物質から

できているか，ＤＮＡの構造の特徴など説明する。 

・光合成について理解できたか。 

・呼吸について理解できたか。 

・ＤＮＡがどこにあるのか覚えられたか。 

・ＤＮＡが二重らせん構造であること，ヌクレオチドなど

の用語，特徴などを理解できたか。 

6月 

遺伝情報の分配

/遺伝情報とタン

パク質の合成 

体細胞分裂の過程について中学校でも習った内

容も含めて復習し，細胞分裂と遺伝子（ＤＮＡ）の様

子・関係についても触れ，解説する。 

細胞周期とは何か，細胞周期と真核細胞の体細

胞分裂のまとめを用いてその時期の状況などをよ

り具体的に解説する。また，ＤＮＡがどのように正確

に複製されているかを説明する。 

タンパク質の合成に際して，ＤＮＡの塩基配列が

アミノ酸配列に置き換えられることを理解させる。転

写と翻訳の概要についても触れ，その情報の流れ

についても触れる。 

・体細胞分裂の過程についてしっかり理解し，図を見

てどの時期のことを示しているかが分かるか。 

・細胞周期とは何か理解できたか。 

・新しくつくられるＤＮＡの材料はどこにからくるのかな

ど，複製について理解できたか。 

・タンパク質は何からでき，何に分解されるのかを理

解できたか。 

7月 復習 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 
体内環境を保つ

しくみ 

体内環境について，恒常性とは何かを具体的な

例などを挙げて説明する。また，体内環境がどのよ

うに維持されているかなども含めて説明する。 

血液の組成について，それぞれの働きなどにつ

いて解説する。 

・恒常性という言葉を覚え，意味を理解できたか。 

・血液の組成について働きなどとも絡めて理解できた

か。 

11月 
体内環境を守る

しくみ 

ヒトの神経系の中枢神経系，末梢神経系につい

て簡単に説明し，器官をコントロールする神経につ

いてより具体的に説明する。 

・中枢神経系，末梢神経系など出てきたものの名称と

場所について理解できたか。 

12月 

植生の多様性と

遷移/バイオー

ムとその分布 

遷移は，モデル的過程を扱うことになるが，遷移

の進み方は必ずしもモデルどおりではないことに留

意して説明する。 

植生の成り立ちに光や土壌などが関係すること

にも着目し，遷移に伴う植生の変化をとらえるよう

にできるように説明する。 

気温と降水量の違いによって，地球上では様々

なバイオームが成り立っていることを扱う。日本の

バイオームについては，主として気温の違いによっ

て幾つかのバイオームが成立していることを説明す

る。 

・遷移はどのように進むのか，その過程を理解できた

か。 

・バイオームという言葉を覚え，日本のバイオームに

ついて理解できたか。 

1月 復習 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目 体育α 単位数 3 科目の目標 

スポーツが体を動かして楽しむ文化として生まれ、発展を続けてきた

ことについて理解を深めさせる。また、スポーツが現代社会の様々な

側面においても影響を与えていることや、スポーツの取り巻く問題点

について、理解させる。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 

人間にとって「動

く」とは何か/ス

ポーツの始まり

と変遷 

人間は哺乳類に属している動物であり、人間にとっ

て運動の意味を学ぶ。運動に必要な能力について

学ぶ。 

スポーツの始まりから近代スポーツ、国際スポーツ

へと発展してきた歩みについて理解を深める。 

・人間にとって運動の意味を理解し、説明できるよう

になる。 

・運動に必要な能力について説明できるようにする。 

・スポーツの始まりから近代スポーツ、国際スポーツ

へと発展してきた歩みについて理解できている。 

5月 

武道と日本生ま

れのスポーツ/

スポーツルール

の変容 

日本で生まれたスポーツについて学ぶ。 

わが国の発祥のスポーツについて理解し、オリンピ

ック競技でもある柔道について深く学ぶ。 

スポーツにおけるルールの変容は、時代の流れに

あわせ、よりよいものへと変えていくことを理解し、

学ぶ。 

・日本で生まれたスポーツについて理解し、どのよう

なスポーツか説明できるようになる。 

・オリンピック競技である柔道について理解できてい

る。 

・スポーツルールがどうして変わっていくか考え、理解

する。 

6月 
文化としてのス

ポーツ 

文化としてのスポーツの特徴を理解し、スポーツ文

化の多様なかかわり方について学ぶ。 

 

・文化としてのスポーツの特徴を説明できるようにす

る。 

・スポーツ文化の多様なかかわり方について理解で

きている。 

 

7月 
スポーツとメディ

ア 

スポーツとメディアのかかわりについて学ぶ。また、

メディアによるスポーツへの影響について学ぶ。 

・スポーツとメディアのかかわりについて理解する。ま

た、メディアによるスポーツへの影響について、説明

できるようにする。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 

オリンピックと国

際理解/世界の

民族スポーツ 

オリンピックについて学び、オリンピズムとオリンピ

ックムーブメントについて学ぶ。オリンピックの歴史

を知り、変貌するオリンピックについて、調べて理解

する。 

世界の民族スポーツについて調べ、スポーツ文化

の多様性を知り、異文化について理解を深める。 

・オリンピックについて理解し、オリンピズムとオリンピ

ックムーブメントについて、説明できるようにする。 

・オリンピックの歴史を知り、オリンピックがどのように

変化してきたかを理解できるようにする。 

・民族スポーツについて調べ、スポーツ文化の多様

性を知り、異文化について理解できている。 

11月 スポーツと経済 

スポーツが経済活動にどのような役割を果たしてい

るかを学ぶ。スポーツ産業の拡大と多様な業種が

あることを学ぶ。また、スポーツの経済的価値につ

いて考える。 

・スポーツが経済活動にどのような役割を果たしてい

るかを説明できるようにする。 

・スポーツ産業の多様な業種について理解できてい

る。 

・スポーツ経済活動価値について理解できている。 

12月 
ドーピングとスポ

ーツ倫理 

スポーツ倫理を脅かす要因について学び理解する

。スポーツの商業主義、勝利至上主義について考

える。ドーピングがスポーツに対して、なぜ許されな

いのかを考え学ぶ。スポーツの社会的・文化的価

値について考える。 

・スポーツ倫理を脅かす要因について説明できるよう

にする。 

・スポーツの商業主義、勝利至上主義について理解

できている。 

・ドーピングがなぜ許されないかを理解できている。 

・スポーツの社会的・文化的価値について理解できて

いる。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目 体育α 単位数 3 科目の目標 

スポーツが体を動かして楽しむ文化として生まれ、発展を続けてきた

ことについて理解を深めさせる。また、スポーツが現代社会の様々な

側面においても影響を与えていることや、スポーツの取り巻く問題点

について、理解させる。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 

人間にとって「動

く」とは何か/ス

ポーツの始まり

と変遷 

人間は哺乳類に属している動物であり、人間にとっ

て運動の意味を学ぶ。運動に必要な能力について

学ぶ。 

スポーツの始まりから近代スポーツ、国際スポーツ

へと発展してきた歩みについて理解を深める。 

・人間にとって運動の意味を理解し、説明できるよう

になる。 

・運動に必要な能力について説明できるようにする。 

・スポーツの始まりから近代スポーツ、国際スポーツ

へと発展してきた歩みについて理解できている。 

5月 

武道と日本生ま

れのスポーツ/

スポーツルール

の変容 

日本で生まれたスポーツについて学ぶ。 

わが国の発祥のスポーツについて理解し、オリンピ

ック競技でもある柔道について深く学ぶ。 

スポーツにおけるルールの変容は、時代の流れに

あわせ、よりよいものへと変えていくことを理解し、

学ぶ。 

・日本で生まれたスポーツについて理解し、どのよう

なスポーツか説明できるようになる。 

・オリンピック競技である柔道について理解できてい

る。 

・スポーツルールがどうして変わっていくか考え、理解

する。 

6月 
文化としてのス

ポーツ 

文化としてのスポーツの特徴を理解し、スポーツ文

化の多様なかかわり方について学ぶ。 

 

・文化としてのスポーツの特徴を説明できるようにす

る。 

・スポーツ文化の多様なかかわり方について理解で

きている。 

 

7月 
スポーツとメディ

ア 

スポーツとメディアのかかわりについて学ぶ。また、

メディアによるスポーツへの影響について学ぶ。 

・スポーツとメディアのかかわりについて理解する。ま

た、メディアによるスポーツへの影響について、説明

できるようにする。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 

オリンピックと国

際理解/世界の

民族スポーツ 

オリンピックについて学び、オリンピズムとオリンピ

ックムーブメントについて学ぶ。オリンピックの歴史

を知り、変貌するオリンピックについて、調べて理解

する。 

世界の民族スポーツについて調べ、スポーツ文化

の多様性を知り、異文化について理解を深める。 

・オリンピックについて理解し、オリンピズムとオリンピ

ックムーブメントについて、説明できるようにする。 

・オリンピックの歴史を知り、オリンピックがどのように

変化してきたかを理解できるようにする。 

・民族スポーツについて調べ、スポーツ文化の多様

性を知り、異文化について理解できている。 

11月 スポーツと経済 

スポーツが経済活動にどのような役割を果たしてい

るかを学ぶ。スポーツ産業の拡大と多様な業種が

あることを学ぶ。また、スポーツの経済的価値につ

いて考える。 

・スポーツが経済活動にどのような役割を果たしてい

るかを説明できるようにする。 

・スポーツ産業の多様な業種について理解できてい

る。 

・スポーツ経済活動価値について理解できている。 

12月 
ドーピングとスポ

ーツ倫理 

スポーツ倫理を脅かす要因について学び理解する

。スポーツの商業主義、勝利至上主義について考

える。ドーピングがスポーツに対して、なぜ許されな

いのかを考え学ぶ。スポーツの社会的・文化的価

値について考える。 

・スポーツ倫理を脅かす要因について説明できるよう

にする。 

・スポーツの商業主義、勝利至上主義について理解

できている。 

・ドーピングがなぜ許されないかを理解できている。 

・スポーツの社会的・文化的価値について理解できて

いる。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目 体育β 単位数 2 科目の目標 
合理的な動きを理解し、練習によって身につけることや、必要な体力トレーニ

ングの必要性を中心に学ぶ 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 

有酸素運動/運

動と消費カロリ

ー 

有酸素運動の定義と、体にもたらす影響について

学ぶ 

摂取カロリーと消費カロリーについて理解し、食事

と運動についても理解する。 

有酸素運動を行うことによっておこる体の変化につい 

て理解できている。 

自分の食事量と運動量を見直し、実生活にあてはめ 

考察する 

5月 

筋力トレーニン

グ/持久力トレー

ニング 

体力トレーニングの中でも筋力トレーニング、持久

力トレーニングについて学び、それぞれが持つ特性

や対象となる競技や運動で必要な筋力発揮様式に

ついて学び、理解する。 

筋力トレーニングの方法について理解し、実践できる

ようになる。 

持久力トレーニングの方法について理解し、インター

バルトレーニング及びレペティショントレーニングとの

近い分けが理解できている。 

6月 
スポーツの技術

と戦術 

スポーツの技術と戦術について、技術と技能の違

いを理解し、技術の型に応じた練習についてを学ぶ

。その中で、クローズドスキル、オープンスキルの

違いについても理解できるようにする。 

 

技術と技能の違いを理解し、球技の４つの型の違い

を理解している。 

 

7月 
球技の型と戦術

の特徴 

球技＝ボールゲームの４つの型（ネット型・ベース

ボール型・ゴール型・ターゲット型）を理解し、それら

の特徴の類似性に着目することを学び、理解する。 

型の違いによるゲームの特徴、競技種目についても

理解できるようになる。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 
ゲームにおける

戦術的判断 

ゲーム中、選手は目の前の状況に応じて、様々な

戦術的判断をおこなう。戦術的課題、戦術行動を授

業内で想定し、選手の判断について学ぶ。 

戦術的判断に基づき、各状況下のなかで優先的に解

決すべき課題を設定し、それを効果的に解決する方

法を理解できるようになる。 

11月 
メンタルトレーニ

ング 

メンタルトレーニングの意義を学び、試合での実力

発揮をめざし、自分自身の心をコントロールできる

ようになることを目指す。 

メンタルトレーニング（リラクセーショントレーニング、

イメージトレーニング、集中力トレーニング、プラス思

考トレーニング）の練習法について理解し、各トレーニ

ングの特徴を理解できるようになる。 

12月 

効果的な動きの

メカニズム/技能

と体力 

筋肉を動かすためには、筋線維の中にあるＡＴ

Ｐが分解される時に発生するエネルギーを必要

とすることを理解する。 
技能と体力、中でも体力の構成要素、技能と体力と

の関係について学び、理解する。 

クレアチンリン酸を分解する時に発生するエネル

ギーを利用して、ＡＴＰを再合成する仕組みを理

解できている。 
体力の構成要素について、大きくは行動力と生存力

とに分かれ、行動力が高いほど運動能力は高く、生

存力が高いほど疲れにくく病気にかかりにくいことを

理解する。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目 体育β 単位数 2 科目の目標 
合理的な動きを理解し、練習によって身につけることや、必要な体力トレーニ

ングの必要性を中心に学ぶ 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 

有酸素運動/運

動と消費カロリ

ー 

有酸素運動の定義と、体にもたらす影響について

学ぶ 

摂取カロリーと消費カロリーについて理解し、食事

と運動についても理解する。 

有酸素運動を行うことによっておこる体の変化につい 

て理解できている。 

自分の食事量と運動量を見直し、実生活にあてはめ 

考察する 

5月 

筋力トレーニン

グ/持久力トレー

ニング 

体力トレーニングの中でも筋力トレーニング、持久

力トレーニングについて学び、それぞれが持つ特性

や対象となる競技や運動で必要な筋力発揮様式に

ついて学び、理解する。 

筋力トレーニングの方法について理解し、実践できる

ようになる。 

持久力トレーニングの方法について理解し、インター

バルトレーニング及びレペティショントレーニングとの

近い分けが理解できている。 

6月 
スポーツの技術

と戦術 

スポーツの技術と戦術について、技術と技能の違

いを理解し、技術の型に応じた練習についてを学ぶ

。その中で、クローズドスキル、オープンスキルの

違いについても理解できるようにする。 

 

技術と技能の違いを理解し、球技の４つの型の違い

を理解している。 

 

7月 
球技の型と戦術

の特徴 

球技＝ボールゲームの４つの型（ネット型・ベース

ボール型・ゴール型・ターゲット型）を理解し、それら

の特徴の類似性に着目することを学び、理解する。 

型の違いによるゲームの特徴、競技種目についても

理解できるようになる。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 
ゲームにおける

戦術的判断 

ゲーム中、選手は目の前の状況に応じて、様々な

戦術的判断をおこなう。戦術的課題、戦術行動を授

業内で想定し、選手の判断について学ぶ。 

戦術的判断に基づき、各状況下のなかで優先的に解

決すべき課題を設定し、それを効果的に解決する方

法を理解できるようになる。 

11月 
メンタルトレーニ

ング 

メンタルトレーニングの意義を学び、試合での実力

発揮をめざし、自分自身の心をコントロールできる

ようになることを目指す。 

メンタルトレーニング（リラクセーショントレーニング、

イメージトレーニング、集中力トレーニング、プラス思

考トレーニング）の練習法について理解し、各トレーニ

ングの特徴を理解できるようになる。 

12月 

効果的な動きの

メカニズム/技能

と体力 

筋肉を動かすためには、筋線維の中にあるＡＴ

Ｐが分解される時に発生するエネルギーを必要

とすることを理解する。 
技能と体力、中でも体力の構成要素、技能と体力と

の関係について学び、理解する。 

クレアチンリン酸を分解する時に発生するエネル

ギーを利用して、ＡＴＰを再合成する仕組みを理

解できている。 
体力の構成要素について、大きくは行動力と生存力

とに分かれ、行動力が高いほど運動能力は高く、生

存力が高いほど疲れにくく病気にかかりにくいことを

理解する。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目 体育γ 単位数 2 科目の目標 

豊かなスポーツライフの設計について学ぶ。生涯にわたって健康で豊

かな生活を送るために、スポーツと継続的にかかわることが大切であ

ることを学び、ライフステージやライフスタイルに応じてスポーツライフ

を設計することが重要であることを理解する。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
生涯スポーツの

見方・考え方 

社会の変化にともないスポーツの役割がどのように

変化したかを学ぶ。また、ライフステージに対応した

スポーツの楽しみ方を理解する。 

・社会の変化によって変化したスポーツの役割を理解

している。 

・ライフステージに対応したスポーツの楽しみ方を理

解している。 

5月 

スポーツ科学の

すすめ/スポー

ツにかかわる職

業 

スポーツ科学がどのようなものかを知り、スポーツ

にかかわる学問分野を学ぶ。また、スポーツにかか

わる職業について理解する。 

・スポーツ科学について理解し、スポーツにかかわる

学問分野について理解している。 

・スポーツにかかわる職業について理解している。 

6月 

ライフスタイルに

応じたスポーツ/

身のまわりの人

のスポーツライ

フ 

ライフスタイルとスポーツのかかわり方を学び、スポ

ーツライフスタイルについて理解する。 

身近な人のスポーツライフについて、調べ理解する

。 

 

・ライフスタイルとスポーツのかかわり方を説明できる

ようになる。 

・スポーツライフスタイルについて理解している。 

・身近な人のスポーツライフについて、調べ理解する

。 

 

7月 
マイスポーツラ

イフの設計 

自分のスポーツライフの諸条件を整理し、自分自身

のマイスポーツライフを設計する。 

・自分自身のスポーツライフの諸条件を整理して説明

できるようになる。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 

日本のスポーツ

振興/世界のス

ポーツ振興 

日本のスポーツ振興制作を学び理解する。また、地

域とスポーツクラブについて学ぶ。 

世界各国のスポーツ振興を学び、日本との違いを

理解する。 

・日本のスポーツ振興制作を学び、理解している。ま

た、地域とスポーツクラブについて理解している。 

・世界各国のスポーツ振興を学び、理解している。 

11月 
スポーツと環境

問題 

スポーツが多くの人から関心を集め、発展するにつ

れて環境問題を引き起こすことになっている現状を

理解する。 

・スポーツと環境破壊の関連性について理解し、説明

できるようになる。 

12月 
これからのスポ

ーツと環境保護 

スポーツが環境と調和しながら発展していくために

、環境の保護に努めることが大切であることを学ぶ

。 

JOCやIOCがスポーツと環境の調和と保護をめざし

、カーボンマイナス・オリンピックやカーボンオフセッ

ト・スポーツイベントなどを推奨していることを学ぶ。 

・スポーツが環境と調和しながら発展するために必要

な環境保護について学び、理解している。 

・環境の調和と保護をめざし、IOC・IOCが推奨してい

るカーボンマイナス・オリンピックや、カーボンマイナ

ス・スポーツイベントなどについて理解し、説明できる

ようになる。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目 体育γ 単位数 2 科目の目標 

豊かなスポーツライフの設計について学ぶ。生涯にわたって健康で豊

かな生活を送るために、スポーツと継続的にかかわることが大切であ

ることを学び、ライフステージやライフスタイルに応じてスポーツライフ

を設計することが重要であることを理解する。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
生涯スポーツの

見方・考え方 

社会の変化にともないスポーツの役割がどのように

変化したかを学ぶ。また、ライフステージに対応した

スポーツの楽しみ方を理解する。 

・社会の変化によって変化したスポーツの役割を理解

している。 

・ライフステージに対応したスポーツの楽しみ方を理

解している。 

5月 

スポーツ科学の

すすめ/スポー

ツにかかわる職

業 

スポーツ科学がどのようなものかを知り、スポーツ

にかかわる学問分野を学ぶ。また、スポーツにかか

わる職業について理解する。 

・スポーツ科学について理解し、スポーツにかかわる

学問分野について理解している。 

・スポーツにかかわる職業について理解している。 

6月 

ライフスタイルに

応じたスポーツ/

身のまわりの人

のスポーツライ

フ 

ライフスタイルとスポーツのかかわり方を学び、スポ

ーツライフスタイルについて理解する。 

身近な人のスポーツライフについて、調べ理解する

。 

 

・ライフスタイルとスポーツのかかわり方を説明できる

ようになる。 

・スポーツライフスタイルについて理解している。 

・身近な人のスポーツライフについて、調べ理解する

。 

 

7月 
マイスポーツラ

イフの設計 

自分のスポーツライフの諸条件を整理し、自分自身

のマイスポーツライフを設計する。 

・自分自身のスポーツライフの諸条件を整理して説明

できるようになる。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 

日本のスポーツ

振興/世界のス

ポーツ振興 

日本のスポーツ振興制作を学び理解する。また、地

域とスポーツクラブについて学ぶ。 

世界各国のスポーツ振興を学び、日本との違いを

理解する。 

・日本のスポーツ振興制作を学び、理解している。ま

た、地域とスポーツクラブについて理解している。 

・世界各国のスポーツ振興を学び、理解している。 

11月 
スポーツと環境

問題 

スポーツが多くの人から関心を集め、発展するにつ

れて環境問題を引き起こすことになっている現状を

理解する。 

・スポーツと環境破壊の関連性について理解し、説明

できるようになる。 

12月 
これからのスポ

ーツと環境保護 

スポーツが環境と調和しながら発展していくために

、環境の保護に努めることが大切であることを学ぶ

。 

JOCやIOCがスポーツと環境の調和と保護をめざし

、カーボンマイナス・オリンピックやカーボンオフセッ

ト・スポーツイベントなどを推奨していることを学ぶ。 

・スポーツが環境と調和しながら発展するために必要

な環境保護について学び、理解している。 

・環境の調和と保護をめざし、IOC・IOCが推奨してい

るカーボンマイナス・オリンピックや、カーボンマイナ

ス・スポーツイベントなどについて理解し、説明できる

ようになる。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目 保健 単位数 2 科目の目標 
個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし,生涯 

を通じて自らの健康を適切に管理し,改善していく資質や能力を育てる。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 

私たちの健康の

すがた/健康と

意思決定・行動

選択 

わが国の健康水準がどのような状況にあるのかを

知るために、平均寿命や乳児死亡率などの健康指

標が用いられることを学ぶ。 

 

意思決定・行動選択は今後の人生設計の際には重

要になることを学び、今後の人生において健康的な

行動選択を実現する工夫を理解する。 

平均寿命ののびと死亡率の低下につながった要因を 

理解させる。 

 

健康的な意思決定・行動選択を実現する工夫が理解 

できている。 

また、意思決定・行動選択の中には、個人的要因と 

社会的要因に分けられることも理解ができている。 

5月 

喫煙と健康/生

活習慣病とその

予防 

喫煙は世界的な健康問題として、日本をはじめとす

る諸外国でさまざまな対策が取られていることを学

ぶ 

生活習慣病とは、年齢だけでなく、喫煙や不適切な

食事、運動不足が関連していることを学び、理解す

る。 

たばこ煙中の有害物質についてとその健康への悪影

響を理解させる 

 

生活習慣病に関し、発病を防ぐこと（一次予防）、早

期発見、早期治療が非常に大切であることを学び理

解できている。 

 

6月 食事と健康  

食事の重要性を理解し、健康に関わる食事の今日

的課題を学ぶ。 

健康的な食生活習慣の形成について、自分自身の

食生活と照らし、確認することができる。 

7月 働くことと健康 

働くことの意義を理解する。また、働き方の変化に

ついても学ぶ。 

働き方の変化により、肉体労働が減少し、その結果

運動不足を引き起こす可能性について理解できてい

る。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 飲酒と健康 

飲酒は交通事故や暴力事件などの社会問題だけ

でなく、深刻な健康問題をもたらすことを学ぶ 

飲酒による健康影響や、飲酒開始の要因と社会問題

について理解できている。 

また、飲酒の短期的影響と長期的影響の両面のリス

クを理解できていることが望ましい。 

11月 薬物乱用と健康 

薬物乱用とは何か学び、薬物乱用による悪影響、

薬物依存について学ぶ 

薬物乱用による健康影響や、薬物乱用開始の要因と

社会問題を理解できている。 

また、薬物乱用の防止と対策について、現在におけ

る法律の整備状況が理解できている。 

12月 

妊娠・出産と健

康/感染症の予

防 

新しい命が誕生する受精・妊娠・出産という一連の

過程を学び、命の大切さを学ぶ 

感染症の予防の原則を理解する。 

また、感染の防止、抵抗力の増強についても学ぶ。 

受精・妊娠・出産という一連の過程を取り上げ、妊娠・

出産期の健康のために生活上の注意と周囲の支援

の在り方について理解させる 

現代の感染症対策について理解し、感染防止の大切

さを理解できている。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目 保健 単位数 2 科目の目標 
個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし,生涯 

を通じて自らの健康を適切に管理し,改善していく資質や能力を育てる。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 

私たちの健康の

すがた/健康と

意思決定・行動

選択 

わが国の健康水準がどのような状況にあるのかを

知るために、平均寿命や乳児死亡率などの健康指

標が用いられることを学ぶ。 

 

意思決定・行動選択は今後の人生設計の際には重

要になることを学び、今後の人生において健康的な

行動選択を実現する工夫を理解する。 

平均寿命ののびと死亡率の低下につながった要因を 

理解させる。 

 

健康的な意思決定・行動選択を実現する工夫が理解 

できている。 

また、意思決定・行動選択の中には、個人的要因と 

社会的要因に分けられることも理解ができている。 

5月 

喫煙と健康/生

活習慣病とその

予防 

喫煙は世界的な健康問題として、日本をはじめとす

る諸外国でさまざまな対策が取られていることを学

ぶ 

生活習慣病とは、年齢だけでなく、喫煙や不適切な

食事、運動不足が関連していることを学び、理解す

る。 

たばこ煙中の有害物質についてとその健康への悪影

響を理解させる 

 

生活習慣病に関し、発病を防ぐこと（一次予防）、早

期発見、早期治療が非常に大切であることを学び理

解できている。 

 

6月 食事と健康  

食事の重要性を理解し、健康に関わる食事の今日

的課題を学ぶ。 

健康的な食生活習慣の形成について、自分自身の

食生活と照らし、確認することができる。 

7月 働くことと健康 

働くことの意義を理解する。また、働き方の変化に

ついても学ぶ。 

働き方の変化により、肉体労働が減少し、その結果

運動不足を引き起こす可能性について理解できてい

る。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 飲酒と健康 

飲酒は交通事故や暴力事件などの社会問題だけ

でなく、深刻な健康問題をもたらすことを学ぶ 

飲酒による健康影響や、飲酒開始の要因と社会問題

について理解できている。 

また、飲酒の短期的影響と長期的影響の両面のリス

クを理解できていることが望ましい。 

11月 薬物乱用と健康 

薬物乱用とは何か学び、薬物乱用による悪影響、

薬物依存について学ぶ 

薬物乱用による健康影響や、薬物乱用開始の要因と

社会問題を理解できている。 

また、薬物乱用の防止と対策について、現在におけ

る法律の整備状況が理解できている。 

12月 

妊娠・出産と健

康/感染症の予

防 

新しい命が誕生する受精・妊娠・出産という一連の

過程を学び、命の大切さを学ぶ 

感染症の予防の原則を理解する。 

また、感染の防止、抵抗力の増強についても学ぶ。 

受精・妊娠・出産という一連の過程を取り上げ、妊娠・

出産期の健康のために生活上の注意と周囲の支援

の在り方について理解させる 

現代の感染症対策について理解し、感染防止の大切

さを理解できている。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  書道Ⅰ 単位数 ２ 科目の目標 

主体的に書の幅広い活動に取り組み、生涯にわたり書を愛好する心情を育

むとともに、感性を高め、書写能力の向上を図り、作品や書の伝統と文化の

意味や価値を考え、書を通して心豊かな生活や社会を創造していく態度を養

う。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
漢字の書体/ 

楷書を学ぶ 

・書写と書道の違い、漢字の書体の変遷について

説明し、書体の特徴と変遷を理解させる。 

・文字を書く時の姿勢・執筆を確認する。 

・用具・用材について、それぞれの効果の特徴を説

明する。 

・永字八法による基本的な用筆を指導する。 

・楷書の成り立ちや特徴を説明する。 

・楷書体の古典を鑑賞する。 

・書写と書道の違いを理解する。 

・漢字の書体の変遷と特徴を理解する。 

・用具・用材の特徴を確認し、理解する。 

・基本的な用筆を習得する。 

・楷書体の古典作品について知り、それぞれの用筆 

や書体の違いを理解する。 

5月 

楷書「九成宮醴

泉銘」/ 

楷書「自書告身」 

・「九成宮醴泉銘」と欧陽詢について説明する。 

・「九成宮醴泉銘」を鑑賞し、背勢で縦長の字形で

あることなどの書風を理解させる。 

・用筆と字形の特徴を理解し、臨書する。 

・「自書告身」と顔真卿について説明する。 

・「自書告身」を鑑賞し、筆圧の変化に富んだ肉太

で重量感のある書風を理解させる。 

・「蚕頭燕尾」の筆使いを確認し、用筆と字形の特

徴を理解し、臨書する。 

・「九成宮醴泉銘」の特徴を理解し、字形や書風を捉

え、表現を工夫する。 

・「九成宮醴泉銘」の用筆・運筆の技法を習得し、表

現に活かす。 

・「自書告身」の特徴を理解し、字形や書風を捉え、表

現を工夫する。 

・「自書告身」の用筆・運筆の技法を習得し、「蚕頭燕

尾」の筆使いを表現に活かす。 

6月 
行書を学ぶ/ 

行書「蘭亭序」 

・楷書と比較して、用筆や運筆、造形の違いを確認

する。 

・「蘭亭序」と王羲之について説明する。 

・「蘭亭序」が書かれた背景と文章の概要を確認す

る。 

・用筆や筆順、字形の特徴を理解し、臨書する。 

・「蘭亭序」が書かれた背景と文章の概要を理解す

る。 

・「蘭亭序」の用筆・運筆の技法を習得し、表現に活か

す。 

7月 行書「風信帖」 

・「風信帖」と空海について説明する。 

・「風信帖」を鑑賞し、王羲之や顔真卿の用筆を基

調とした重厚感のある書風を理解させる。 

・用筆や筆順、字形の特徴を理解し、臨書する。 

・「風信帖」の特徴を理解し、字形や書風を捉え、表現

を工夫する。 

・「風信帖」の用筆・運筆の技法を習得し、表現に活か

す。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 

草書、隷書、篆

書を学ぶ/ 

漢字仮名交じり

の書を学ぶ 

・草書、隷書、篆書の特徴と成り立ちについて説明

する。 

・それぞれの書体の古典作品を鑑賞し、比較するこ

とによって、用筆や運筆、造形の違いを確認する。 

・草書、隷書、篆書のうちから一つ書体を選び、臨

書する。 

・漢字仮名交じりの書には、様々な表現があること

を知り、それぞれの時代の作品を鑑賞する。 

・表現の工夫により、言葉が人の心を動かすことを

説明し、創作への意識を高める。 

・草書、隷書、篆書の特徴と成り立ちについて理解す

る。 

・書体の特徴を捉え、運筆、用筆の技法を工夫し表現

する。 

・漢字仮名交じりの書作品を鑑賞し、その表現の美し

さを感じる。 

・漢字と仮名の調和や、構成の変化による表現の広

がりを理解し、創作する。 

11月 
仮名の書を学ぶ

/創作 

・仮名の成り立ちや字源について説明する。 

・仮名の基本線の練習を行う。 

・「いろはうた」を使い、平仮名の特徴を理解して書

く。 

・変体仮名の使われ方や効果について説明する。 

・創作の手順を説明し、古典作品を参考に作品の

構成を練る。 

・古筆の学習を活かし、漢字の作品を創作する。 

・仮名や片仮名の成り立ち、字源について理解する。 

・仮名の基本的な線質、用筆・運筆を理解し、表現に

活かす。 

・古筆の学習を活かし、作品を創作する。 

 

12月 鑑賞 

・創作した作品の工夫した点やイメージなどをワー

クシートにまとめる。 

・お互いの作品を鑑賞し、評価させる。 

・自己の表現のねらいを達成しているかを確認する。 

・作品を鑑賞し、作者の意図を理解する。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス) 

科 目 コミュニケーション英語Ⅰ 単位数 3 科目の目標 
外国語を通じて、言語や文化に関する理解を深め、積極的に

コミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図る。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 

過去にしたことを伝

えよう 

(過去形) 

be動詞・一般動詞（過去形）の使われてい

る文の構造について理解させる。また、否

定文や疑問文の作り方についても理解させ

る。 

be 動詞・一般動詞（過去形）の文の構造を理解し、 

否定文や疑問文の作り方のルールも理解すること 

ができる。 

5月 

好きな人物の歴史を

伝えよう 

（現在形と過去形） 

自分の好きな人物について、どのような人

物だと述べているか理解させる。また、自

分の好きな人物について、どのような人か

を中心に考え表現させる。 

自分の好きな人や物の歴史を伝えることができ 

る。現在形が表す意味と場面、過去形が表す意味と 

場面との違いを理解することができる。また、現在 

形と過去形の使い分けをすることができる。 

6月 

「～するつもり」と

伝えよう 

（助動詞） 

助動詞willを用いた基本的な文章の形を理

解させる。助動詞が動詞だけでは表すこと

ができない話し手の考えや感情を付け加え

ることができることを理解させる。 

助動詞を用いた基本的な意味を理解し、助動詞を

用いた多様な文の形を理解することができる。助

動詞を用いて意思を伝えることができる。 

7月 

「～するため」と伝

えよう 

（不定詞) 

to不定詞の基本的な形（to+動詞の原形）と

副詞的働きについて理解させる。 

不定詞の副詞の働き(目的)を理解することができ

る。不定詞を用いて何かをする目的を伝えること

ができる（行為や動作の目的を伝える、不足して

いる情報を補う）。 

8月 

楽しんでいることを

伝えよう 

（動名詞） 

動名詞が動詞の性質を持ちつつ名詞的な働

きをすることを理解させる。また、不定詞

との違いを理解させる。 

基本的な形（-ing）や目的語になる動名詞

の表現について理解させる。 

動名詞の働き、不定詞との違いを理解し楽しんで

いることを伝えることができる。動詞の後ろに目

的語になる動名詞（enjoy –ing など）を用いて表

現することができる。 

9月 

絵や写真を説明しよ

う(受け身)/復習/ 

[単位認定試験] 

能動態と受け身の違いを理解させる。受け

身を使う場面と基本的な形（be動詞+過去分

詞）を理解させる。また、半期の学習内容

の復習を行い、不足部分を補う。 

能動態と受け身の違いが理解でき、基本的な形（be

動詞+過去分詞）を利用して英文を作ることができ

る。受け身の形を使って絵や写真について説明す

ることができる。また、半期の学習内容が理解でき

ている。 

10月 

絵や写真について詳

しく尋ねよう 

（受け身の否定文、

疑問文） 

能動態と受け身の違いを理解させる。受け

身を使う場面と基本的な形（be動詞+過去分

詞）を理解させる。受け身の否定文、疑問

文の形や表現について理解させる。 

能動態と受け身の違いが理解でき、基本的な形（be

動詞+過去分詞）を利用して英文を作ることができ

る。また、絵や写真について受け身の疑問文で尋ね

ることができる。 

11月 

「～したことがあ 

る」と伝えよう 

（現在完了） 

現在完了形（経験用法）を用いた文の意味

、構造を理解させる。経験用法を用いて、

自分の経験を伝えたり、相手の経験を尋ね

たりする表現を理解させる。 

現在完了（have+過去分詞）の経験用法を用いた文

の意味や構造を理解できる。また、自分の経験を伝

えたり、相手の経験を尋ねたりすることができる。 

12月 

情報を加えて詳しく

説明しよう 

（関係代名詞) 

関係代名詞は、直前にある名詞（先行詞）

について、後ろから説明を付け加えるとき

に使われることを理解させる。 

関係代名詞の持つ意味が理解できる。主格（who, 

which）の関係代名詞を用いた英文を作成すること

ができる。関係代名詞thatを用いて、情報を加えて

詳しく説明することができる。 

1月 

２つを比べて 

「同じくらい」 

（比較表現） 

２つ以上のものを比較するときに用いる比

較表現（形容詞の原級・比較級・最上級）

の形容詞の語形変化を理解させる。また、

２つのものの程度が同じくらいだと伝える

表現を理解させる。 

比較表現（形容詞の原級・比較級・最上級）の形容

詞の語形変化を理解し、それらを用いた英文を作

成することができる。「２つのものの程度が同じく

らい」は（as～as）を用いて伝えることができる。 

2月・3月 復習/単位認定試験 
半期の学習内容の復習を行い、不足部分を

補う。 

半期の学習内容が理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス) 

科 目 英語入門 単位数 2 科目の目標 英語の基礎（中学で習う文法事項）を確実に身に付ける。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 

大きな声で堂々

と！（単語だけで

も伝わる）/お願

いしよう！注文

したい！（短い言

葉で意思表示） 

単語だけでも相手に意味や気持ちを伝えら

れるため、臆せずに堂々と発言させる。 

短い言葉で伝えたいことが表現できるよう

にする。 

名詞（数えられる名詞・数えられない名詞）

や単数・複数、数字、代名詞の格変化を理解

させる。 

単語を使ってコミュニケーションをとることがで 

きる。my を使って自分のことが言え、your を使っ 

て質問することができる。 

一語一句文を使って依頼や指示、断ることができ 

る。 

名詞、単数・複数、数字、代名詞の格変化を書くこ 

とができる。 

5月 

人や物について

言ってみよう 

（is, are, amの

使い方）/いろい

ろと質問してみ

よう！（yes, no

で答えるbe動詞

の疑問文） 

主語（単数・複数）によってbe動詞の形が変

化することを理解させる。 

疑問文を作る時の語順を理解させる。また、

疑問文に対して答えられるようにする。 

be動詞を使った文章（肯定文・疑問文・否定

文）の作り方を理解させる。 

is, are を使って人や物について話をすることが 

できる。I am～を使って自分について話をするこ 

とができ、You are～を使って相手について話をす 

ることができる。 

Are you～?を使って相手について質問することが 

でき、Is～?を使って人や物について話をすることが 

できる。また、その質問に yes, no, not を使って答 

えることができる。 

be 動詞を使った文章（肯定文・疑問文・否定文） 

をつくることができる。 

6月 

これは何？あれ

は誰？（WHで始

まるbe動詞の疑

問文）/いろいろ

な動きを言って

みよう（動詞と

その目的語） 

WhatとWhoを使って質問することができるよ

う表現方法を理解させる。質問をする際・質

問に答える際は、物の名前を英語で表現でき

なければならないため、身近にある物を英語

で表現できるようにする。 

have（持っている）やput（置く）の表現方法

を理解させる。 

疑問詞の種類（who, when, where, what, 

why, how, which, whose）と意味を理解させ

る。 

疑問詞の種類や意味を理解し、「あれは何？」や「こ

ちらは誰？」など、What や Who を is や are を使っ

ていろいろな質問をすることができる。また、その

質問に答えることができる。 

いろいろな動きを表すことができる。 

疑問詞「誰」「いつ」「どこ」「何」「何故」「ど

のように」「どちら」「誰の」を使って表現するこ

とができる。 

7月 

誰が？何を？ 

（WHで始まる一

般動詞の疑問 

文）/できる！っ

ていうときは 

（canの使い方） 

What do you have～?を使って相手に「何を持っ

ているか」を表現することができることを理解さ

せる。また、Whoを使った表現を理解させる。ま

た、疑問詞+動詞とその答え方、How+形容詞や

How+副詞の疑問文の作り方を理解させる。 

can+動詞の原形で「～することができる」と

表現することができることを理解させる。ま

たCan+主語～?で「～することができる？」と

表現することができることを理解させる。 

whatを使って「何を」を質問することができ、who

を使って「誰が」を質問することができる。 

また、疑問詞を使って年齢・高さ・距離・値段・頻

度を尋ねる文章を作ることができる。 

canを使って「～ができる」と表現することができ

る。また、相手に依頼することができる。 

 

8月 

今よりも前のこ

とを言ってみよ

う！（wasとwere

の使い方）/以前

やったことを言

ってみよう 

（-edを付けた過

去形） 

be動詞の過去形についての表現を理解する。

単数・複数にも注意する。 

一般動詞を使用した場合の過去形の表現を理

解させる（規則動詞）。動詞に-edもしくは-dを付

けて表現することを理解させる。また、不規則動

詞も理解させる。 

wasとwereを使って以前のことを表現することがで

きる。 

-ed を付けて以前やったことを表現することができ

る。また、以前のことについて質問したり打ち消し

たりすることができる。規則動詞・不規則動詞を書

くことができる。 

9月 

今やっているこ

とを言ってみよ

う（今やってい

ることを表す）/

未来を語ろう！

（未来を表して

みよう）/復習/ 

[単位認定試験] 

現在進行形（be動詞+動詞-ing）で今やってい

ることが表現できることを理解させる。また、質

問にも現在進行形を使って答えられるようにす

る。 

今後の予定など、be going to～, willを使っ

て未来について表現できるようにする。 

今やっていることが表現できる。また、今何をやっ

ているのか質問することができる。 

be going to～を使って、これからやろうとしている

ことや、起こることを表現することができる。will

を使って、これから起こるであろうことや、決意を

表現することができる。また、半期の学習内容が理

解できている。 



10月 

いつ？どこ？ 

（whenとwhereを使

った疑問文）/what

を使って詳しく質

問しよう！ 

When～? Where～?の後ろに疑問文を続け、時

や場所を聞く質問文を作ることができることを理

解させる。また、when, whereは会話文の場合、

単独で使われることがあることも理解させる。 

What kind of～?の表現よりWhat+名詞～?や

What+形容詞～?など、あることを詳しく知り

たい時の表現方法を理解させる。 

when を使って「いつ」なのかが質問することができる。

また、where を使って「どこ」なのかを質問することがで

きる。 

what と how を使って詳しく質問することができる。 

11月 

比べてみよう（２つ

の物を比べてみよ

う）/「いちばん！」

って伝えたい（一

番はどう言うか） 

２つのものを比べることができるよう、比較級-

er thanの表現について理解させる。また、比較

的長い形容詞の場合はmoreを付けることを理

解させる。 

その中の一番であるという最上級the+-estの表

現について理解させる。また、比較的長い形容

詞の場合はthe+mostを付けることを理解させる

。 

-er, more を使った比較級を作ることができる。 

-est, most を使った最上級を作ることができる。 

12月 

壊れたスマホ（「壊

れている」をどう言

うか）/いつ、どこ

で～されたもの？

（前置詞句を伴う

受動態） 

「壊す・壊した・壊された」それぞれの意味を理

解させ、現在・過去・過去分詞での表現の仕方

を理解させる。また、be動詞+動詞の過去分詞

～で「～される・～られる」という表現にな

ることを理解させる。 

「いつ・どこで・誰によって・そうされたの

か（in, on, at, by, for, from, to）」を

使った表現方法を理解させる。 

「～されている」と言うことができる。動きを表す

語（動詞）の第３の形（過去分詞）を使うことがで

きる。 

「いつどこで～された（in, on, for）」、「誰によ

って～された（by）」と言うことができる。 

1月 

経験を伝えよう

（経験を伝える

表現）/以前から

今まで（行動の

継続や完了を伝

える表現） 

経験を伝えることができるよう、現在完了 

（have[has]+過去分詞～）を理解させる。 

過去の動作や状態が現在まで続いていたり、

現在に影響が及んでいたりすることを理解

させる。 

「～したことがある」という経験を話すことができ

る。 

以前から今までの行動を説明することができる。ま

た、今終わった行動を説明することができる。 

2月・3月 
復習/単位認定試

験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補

う。 

半期の学習内容が理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  家庭総合 単位数 ４ 科目の目標 

人の一生と家族、子どもの発達と保育、高齢者の生活と福祉、衣食住、消費

生活などに関する知識と技術を総合的に修得させ、生活課題を主体的に解

決するとともに、家庭生活の充実向上を図る能力と実践的な態度を育てる。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 

家庭科の学び方 

 

人生の主人公と

して生きる 

 

自分らしい人生

をつくる 

家庭科の学習が、家族・社会との共生、生活の自

立、生活の創造につながることを理解し、学習に対

する意欲を高めさせる。 

各ライフステージの特徴と課題、生活課題に対応し

た意思決定、男女が相互に協力して家庭を築くこと

の重要性、家庭生活の在り方、家族・家庭に関する

基礎的な法律、現在の動きの把握、家事労働・職

業労働、ワーク・ライフ・バランスの理解。 

・学習の意義や内容を理解する。 

・各ライフステージの特徴と課題を理解する。 

・生涯発達の観点から今の自分を客観的にみつめ、 

意思決定の大切さを理解する。 

・家族責任を男女で担うことの重要性を理解する。 

・家族に関する法律と現在の社会状況を理解する。 

・家事労働、職業労働ついて知り、ワーク・ライフ・バ 

ランスについて考える。 

5月 

子どもと共に育

つ 

 

高齢社会を生き

る 

 

出産前後の健康管理と子どもの発達の様子および

発達段階、人生の初期における親・家族や周囲の

人々の関わりの大切さ、遊び・生活習慣の形成、食

事・ 健康管理、愛着の形成と親としての成長、子ど

もを取りまく社会変化の現状。 

高齢社会の現状と課題、高齢期の心身の変化や特

徴、個人差、高齢者支援の方法、高齢者福祉、高

齢者を支える制度と課題。 

・出産前後の健康管理について理解する。 

・乳幼児期の心身の発達の特徴を理解する。 

・生活習慣の形成や遊びの意義、食生活・衣生活の

特徴を知る。・愛着の形成と親としての成長を理解す

る。・子どもを取り巻く社会変化の現状を理解する。 

・高齢社会の現状と課題を理解する。 

・高齢者の心身の変化や生活の特徴を理解する。 

・高齢者を支える制度と課題を考える。 

6月 
共に生き、共に

支える 

一生を通した福祉や社会的支援の必要性、社会保

障制度の理念と内容、多様な人々のニーズ、ノーマ

ライゼーション、ユニバーサルデザインの理念の理

解。 

・社会的支援の必要性を理解する。 

・社会保障制度の理念と内容を理解する。 

・多様なニーズ、ノーマライゼーション、ユニバーサル

デザインの理念を理解する。 

7月 経済生活を営む 

高校卒業後の経済的自立と職業について主体的に

考える必要性、家計管理の重要性、キャッシュレス

社会のメリット・デメリット、契約・消費者信用・多重

債務問題、消費者としての適切な判断、消費者の

権利と責任の理解、持続可能な生活、消費行動に

おける自分の意思決定の重要性とそのプロセスの

理解。 

・経済的自立と職業について主体的に考える。 

・家計管理の重要性を理解する。・キャッシュレス化

のメリット・デメリットを理解する。・契約・消費者信用・

多重債務問題を理解する。・消費者としての適切な判

断ができるようにする。・消費者の権利と責任を理解

する。・持続可能な生活について考える。 

・消費行動における意思決定とプロセスを理解する。 

8・9月 復習 半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 食生活をつくる 

食生活の変化や課題、日常的な食品の栄養的特

質や調理上の性質についての科学的な理解、食事

摂取基準・食品群別摂取量の目安、食品の選択や

調理の安全、食文化の継承、生涯を通じて健康で

安全な食生活を営む力。 

・食生活の変化や課題について考える。 

・食品の栄養的特徴や調理上の性質を理解する。 

・食事摂取基準・食品群別摂取量の目安について理

解する。・食品の選択や調理の安全について理解す

る。・食文化の継承について考える。・生涯を通じて健

康で安全な食生活を営む力をつける。 

11月 衣生活をつくる 

被服の役割、被服材料の特徴、汚れ落ちの仕組み

、被服に適した洗濯や保管方法、平面構成と立体

構成の違い、布を使った伝統的な生活の工夫の現

代への生かし方、資源としての衣服、衣生活と環境

。 

・被服の役割について理解する。・被服材料の特徴を

理解する。・汚れ落ちの仕組みを理解する。 

・被服に適した洗濯や保管方法を理解する。 

・平面構成と立体構成の違いを理解する。 

・布を使った伝統的な生活の工夫を生活に生かす。 

・衣生活と環境との関わりについて理解する。 

12月 住生活をつくる 

住居の機能、平面図の基礎知識、間取りや動線、

ライフステージに合った住居、室内外の環境、安全

性・快適性を考慮する必要性、気候風土に応じた

住居や住まい方の工夫、さまざまな住様式、住環

境における地域社会とのつながりの重要性、持続

可能な住生活。 

・住居の機能を理解する。・平面図の基礎知識、間取

りや動線を理解する。・ライフステージに合った住居

について考える。・室内外の環境、安全性や快適性を

考慮する必要性について理解する。 

・気候風土に応じた住居や住まい方の工夫を理解す

る。・さまざまな住様式を理解する。 

・住環境における地域社会とのつながりについて考え

る。・持続可能な住生活について考える。 

1月 生活を設計する 

今までの学習を踏まえ、キャリアの視点から生涯の

生活設計に必要な要素をまとめ、自分の目指すラ

イフスタイルを考え、高校卒業後の生活設計を立て

る。 

・今までの学習を踏まえ、障害の生活設計に必要な

要素をまとめ、高校卒業後の生活設計が立てられる

ようになる。 

2・3月 復習 半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 



学習指導内容(シラバス)   

科 目 社会と情報 単位数 ２ 科目の目標 

情報の特徴と情報化が社会に及ぼす影響を理解させ，情報機器や情報通

信ネットワークなどを適切に活用して情報を収集，処理，表現するとと

もに効果的にコミュニケーションを行う能力を養い，情報社会に積極的

に参画する態度を育てる。  

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
情報の活用と表

現 

情報機器や情報通信ネットワークなどを適切に

活用するために，情報の特徴とメディア の意味

を理解させる。 

情報のディジタル化の基礎的な知識と技術及び

情報機器の特徴と役割を理解させるとともに，

ディジタル化された情報が統合的に扱えること

を理解させる。 

情報を分かりやすく表現し効率的に伝達するた

めに，情報機器や素材を適切に選択し利用する

方法を習得させる。 

情報通信ネットワークの種類を理解するととも

に，情報の発信において，ディジタル化の知識や効

率的に伝達するための知識が理解できている。 

5月 
情報通信ネット

ワーク 

情報通信ネットワークの仕組みと情報セキュリ

ティを確保するための方法を理解させる。 

情報通信ネットワークによりコミュニケーショ

ンの幅が広がることを理解させる。 

情報セキュリティのしくみが理解できている。 

6月 
コミュニケーシ

ョン 

コミュニケーション手段の発達をその変遷と関

連付けて理解させるとともに，通信サービスの

特徴をコミュニケーションの形態とのかかわり

で理解させる。 

 

情報通信ネットワークによる効率的なコミュニケ

ーションの方法が理解できている。 

7月 
コミュニケーシ

ョン 

情報通信ネットワークの特性を踏まえ，効果的

なコミュニケーションの方法を習得させるとと

もに，情報の受信及び発信時に配慮すべき事項

を理解させる。 

情報の発信時に配慮すべきことがらが理解できて

いる。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 情報社会の課題 

情報化が社会に及ぼす影響を理解させるととも

に，望ましい情報社会の在り方と情報技術を適

切に活用することの必要性を理解させる。 

情報化によって社会にどのような影響を及ぼすの

か理解できている。 

11月 情報モラル 

個人認証と暗号化などの技術的対策や情報セキ

ュリティポリシーの策定など，情報セキュリテ

ィを高めるための様々な方法を理解させる。 

多くの情報が公開され流通している現状を認識

させるとともに，情報を保護することの必要性

とそのための法規及び個人の責任を理解させる

。 

著作権について理解ができている。また，情報セキ

ュリティについての理解ができている。 

12月 
望ましい情報社

会の構築 

情報システムの種類や特徴を理解させるととも

に，それらが社会生活に果たす役割と及ぼす影

響を理解させる。 

人間にとって利用しやすい情報システムの在り

方，情報通信ネットワークを活用して様々な意

見を提案し集約するための方法について考えさ

せる。 

情報機器や情報通信ネットワークなどを適切に

活用して問題を解決する方法を習得させる。 

情報システムの構築についてその意義や特徴を理

解できている。また，問題解決に対して情報機器や

情報通信ネットワークを活用できることを理解で

きている。 

1月・2月 復習 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容が理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  公民教養 単位数 3 科目の目標 

社会的な見方・考え方を働かせ，広い視野に立ち，グローバル化する国

際社会に主体的に生きる平和で民主的な国 家及び社会の有為な形成者

に必要な公民としての資質・能力を育成することを目指す。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 宗教と人間 １ 

宗教と人間について 

仏教についての探究を深め、日本をはじめとす

る仏教を中心に信仰している国の考え方や文化

についての理解を深める。 

・仏教でいう「悟り」とはどのようなことか理解で

きている。 

・仏教の基本思想をとおして、より良い生き方と

は何かを考えることができている。 

5月 宗教と人間 ２ 

宗教と人間について 

キリスト教やイスラム教という世界で多くの人

々が信仰している宗教についての探究を深め、

宗教を通して多様な文化や価値観があることへ

の理解を深める。 

・ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の関係を理解

できている。 

・キリスト教の根本精神を理解できている。 

・ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の関係を理解

できている。 

・イスラム共同体について、理解できている。 

6月 

「国際社会に生

きる日本人の自

覚」 

国際社会に生きる日本人としての在り方生き方に

ついて学び、日本人に見られる人間観・自然観・宗

教観などの特質について理解を深める。 

古来の日本人の考え方や日本の先哲の考え方をと

おして、国際社会に主体的に生きる日本人としての

在り方生き方について理解を深める。 

・日本人に見られる人間観，自然観，宗教観などの特 

質について理解できている。 

・日本の伝統思想に対し、外来思想・西洋思想がどの 

ように影響を与えてきたのか理解できている。 

・日本人としての在り方生き方についての根源的な問 

いを探究することができている 

7月 
国民経済と国際

政治 1 

貿易と国際収支の現状や為替相場の仕組み、国

際協調の必要性や国際経済機関の役割、経済協

力の動向について理解させるとともに、経済摩

擦問題や国際経済における日本の役割について

考察させる。 

社会に見られる複雑 な課題や問題を把握 して、

身に付けた判断 基準を根拠に解決策 を構想する

力を育成する 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 
国民経済と国際

政治 2 

地域統合の過程について学習し、グローバル化

が進む世界経済の現状と課題について理解する

。 

国際的な相互依存関係の深まりの中で，世界平和

の実現と人類の福祉の増大のために，各国が相互

に主権を尊重し，各国民が協力し合うことが重要

であることを認識させるとともに，自国を愛し，そ

の平和と繁栄を図ることが大切であることを自覚

させる。 

11月 
国民経済と国際

政治 3 

国際経済・政治のしくみと動向について、各国の経

済状況と政治の動向が密接に関係していることを

理解させる。多様化が進んでいる世界経済のかか

える問題点（南北問題、人口・資源・食糧問題、民

族問題と紛争など）について把握し、自己の考えを

まとめさせる。 

・国際経済のしくみについて、日本と世界の貿易を中

心に理解できている。 

・国際連合の果たす役割について理解している。。 

・世界経済のかかえる問題点について、把握できて

いる。 

12月 現代の国際政治 

領土問題について 

国際社会において主権国家相互の行動を規律し

国家間の秩序を作り出す国際法の意義と役割に

ついて理解を深める。我が国も含めて様々な国

同士の間で未解決問題がある。固有の領土であ

る北方領土や竹島に関し未解決の問題が残され

ていることや、現状に至る経緯などについて理

解を深める。 

平和主義国家について 

第二次世界大戦において原子爆弾が投下された

ことなどを踏まえるとともに、世界の安全保障

のあり方について考える。 

領土問題について、日本も含めて様々な国家間で

の問題があるが、国際平和の維持と安定のために

も、平和的な解決に向けて広い視野に立って継続

的に努力する態度が必要であることを認識できて

いる。 

戦後、日本が世界へ発信してきたメッセージにつ

いて理解できている。 

また、軍縮の意義や効果について考えることがで

きる。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  公民教養α 単位数 1 科目の目標 

①宗教と人間のかかわりについて、歴史的背景や文化・風習を軸に学び

、先哲の思想への理解を深める。 

②近代科学の考え方について、代表的な思想家とその考え方を学ぶこと

で人間としての在り方生き方について理解と思索を深めさせるとともに

、人格の形成に努める実践的意欲を高め、他者と共に生きる主体として

の自己の確立を促し、良識ある公民として必要な能力と態度を育てる。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
民主政治の基本

原理 

日本国憲法の骨格をなす民主政治の原理について

、成立の流れから基本的人権の確立、世界の政治

体制について確認する。 

日本国憲法の基本原理を確認し、日本国憲法によ

って保障される基本的人権について学習する。また

、新しい人権と人権保障の広がりについての理解も

深める。 

・社会契約説と民主政治の関係について理解できて

いる。 

・基本的人権について理解できている。 

・議院内閣制と大統領制の違いを理解できている。 

・基本的人権の尊重、国民主権、平和主義の三大原

理を理解できている。 

・日本国憲法において保障されている基本的人権に

ついて理解できている。 

5月 
現代社会と青年

の生き方 

青年期の発達課題を理解し、青年期が人間の社会

化のために重要な時期であることを確するととも

に、年期は、社会的発達をとげるために、社会のな

かで自分の欲求をうまく表現し、実現していくことを

身につける時期であることを確認する。 

 

・青年期の発達課題であるアイデンティティの確立に

ついて理解できている。 

・社会とのかかわりの中で、パーソナリティが形成さ

れていくことを理解できている。 

 

6月 
よりよく生きる

ことを求めて 

過去の哲学者の思想や宗教を学ぶことで、人間と

は何か、よりよく生きることとは何かという問いにつ

いて探求を深め、各自の答えを模索する。 

宗教と人間について 

キリスト教という世界で多くの人々が信仰して

いる宗教についての探究を深め、宗教を通して

多様な文化や価値観があることへの理解を深め

る。 

・各時代の代表的な思想について理解できている。 

・キリスト教・イスラム教・仏教の基本思想を理解でき

ている。 

・ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の関係を理解

できている。 

・キリスト教の根本精神を理解できている。 

7月 
人間としての自

覚 

人間とは何かについて、ギリシャ思想・キリスト教・

イスラーム・仏教・中国思想等の思想をとおして、理

解を深める。 

古今東西の先哲の考え方をとおして、より広い視野

から人間としての在り方生き方について確認する。

様々な人間の見方や人生の捉え方を説く代表的な

先哲の思想について、自己との関わりにおいて理

解を深める。 

・思想だけでなく、地域・文化・風習といった背景を含 

め、人間とは何か、どうあるべきかについて理解で 

きている。 

・各思想について理解できている。 

・人生における宗教や芸術のもつ意義について考え 

ることができる。 

 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 
国際社会に生き

る日本人の自覚 

国際社会に生きる日本人としての在り方生き方に

ついて学び、日本人に見られる人間観・自然観・宗

教観などの特質について理解を深める。 

古来の日本人の考え方や日本の先哲の考え方をと

おして、国際社会に主体的に生きる日本人としての

在り方生き方について理解を深める。 

・日本人に見られる人間観，自然観，宗教観などの特 

質について理解できている。 

・日本の伝統思想に対し、外来思想・西洋思想がどの 

ように影響を与えてきたのか理解できている。 

・日本人としての在り方生き方についての根源的な問 

いを探究することができている 

11月 
現代を生きる人

間の倫理① 

人間の尊厳について、ルター・カルヴァン・ベーコ

ン・デカルトの思想をとおして確認する。 

社会契約説について、ホッブズ・ロック・ルソーをと

おして学び、，社会と個人との関わりについて理解

を深める。 

 

・人間が尊厳のある存在であるという思想形成の過 

程について理解できている。 

・民主社会の形成の基礎となった先哲の思想や、民 

主社会における個人と社会との関係、個人と国家や 

法との関係について理解できている。 

12月 
現代を生きる人

間の倫理② 

現代の「人間尊重」を中心とした倫理に至るまでの

過程について、哲学者の思想を学ぶことで理解を

深める。 

ヘーゲルから現代までの思想を学ぶことで、民主社

会の倫理に対する理解を深める。 

・民主社会の倫理の代表的なものである、ヘーゲル 

の人倫の思想、功利主義、社会主義の思想につい 

て、それぞれの特徴と主張を理解できている。 

 

 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  公民教養β 単位数 １ 科目の目標 

人間の尊重と科学的な探究の精神に基づいて、広い視野に立ち、現代の

社会と人間についての理解を深めさせ、現代社会の基本的な問題につい

て主体的に考察し公正に判断するとともに自ら人間としてのあり方生き

方について考察する力の基礎を養い、良識ある公民として必要な能力と

態度を育てる。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
日本国憲法の基

本原理  

日本国憲法の制定と基本原理について 

明治憲法はどのような特徴をもっているか、現

行の憲法と比較し基本的な原理の理解を深める

。 

日本国憲法の制定の経緯について理解できてい

る。 

5月 基本的人権 １ 

基本的人権の尊重が日本国憲法の基本原則にな

っていること、すべて国民は尊厳をもつかけが

えのない人格として、一人一人が尊重されなけ

ればならないことの理解を深める。 

現実の政治においてどのように基本的人権が保障

されているかなどについて理解できている。 

6月 基本的人権 ２ 

自由・権利と責任・義務は切り離すことのできな

い関係にあることを理解し、自由権的基本権に

ついての理解を深める。 

自らの事由や権利を主張するということは、同時

に他社に対しても同様の事由や権利を認めるこ

と、自由や権利の行使について、他社の事由や権利

を侵害しないという制約があることを理解してい

る。 

7月 基本的人権 ３ 

新しい人権と人権保障の広がりによる新たな問

題と、それを解決するための望ましい憲法の在

り方について理解を深める。 

これからも新たな人権が考えられることから、人

権が生かされる社会の在り方を多面的・多角的に

考察し、理解している。 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 
現代を生きる人

間の倫理 

人間の尊厳について、ルター・カルヴァン・ベーコ

ン・デカルトの思想をとおして確認する。 

社会契約説について、ホッブズ・ロック・ルソーをと

おして学び、，社会と個人との関わりについて理解

を深める。 

 

・人間が尊厳のある存在であるという思想形成の過 

程について理解できている。 

・民主社会の形成の基礎となった先哲の思想や、民 

主社会における個人と社会との関係、個人と国家や 

法との関係について理解できている。 

11月 基本的人権 ４ 

社会権的基本権について、生命がかけがいのな

いものであり、現代社会のあらゆる仕組みのな

かに活かされなければならないものであること

について考察する。 

生命に対する尊重および畏敬の念の精神をあらゆ

る生活の中に生かしていくことが、人々が互いに

協力をして社会生活を行っていく上だの基本とな

っていることを理解している。 

12月 平和主義 

日本国憲法の平和主義について理解を深めると

ともに、日本国の防衛に関する事柄にも触れ、世

界の安全や平和の維持がいかに関連しているか

などについて理解を深める。 

広い視野から日本の安全保障のあり方と防衛およ

び国際貢献について理解できている。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  公民教養γ 単位数 １ 科目の目標 

広い視野に立って、現代における政治、経済、国際関係などについて客観的

に理解させるとともに、それらに関する諸課題について主体的に考察させ、公

正な判断能力を養い、良識ある公民として必要な能力と態度を育てる。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
現代政治の特質

と課題 １ 

国会・内閣・裁判所の役割について確認し、そこに

帰属する立法権・行政権・司法権が互いに抑制しあ

う三権分立について理解を深める。 

日本の選挙制度や政党への理解を深め、選挙をめ

ぐる課題の探究を通して有権者としての意識を育

む。 

・国会・内閣・裁判所の役割と帰属する権限が理解で

きている。 

・選挙制度を理解し、選挙をめぐる諸課題について主

体的に考えることができる。 

・政治参加への意欲をもち、またその必要性を理解で

きている。 

5月 
現代政治の特質

と課題 ２ 

・世論形成と政治参加の意義について、民主政治

における個人と国家についての理解を深める。 

・マスメディアの役割とその課題について理解を深

める。 

・社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成

員の一人として主体的に担うことができる力を身に付

ける。 

・各種の統計、白書、新聞やインターネットの情報な 

どの豊富な資料や多様なメディアを活用して情報を

収集・解釈する力や、情報の妥当性や信頼性を踏ま

えて公正に判断する力を身に付ける。 

6月 現代の国際政治 

国際社会の秩序を維持するための要因として挙げ

られる、国際法や国際組織について学習し、国際

連合成立までの過程や役割、課題について探究を

深める。 

戦後の冷戦体制について確認し、東西陣営の対立

から核軍拡競争・米ソの代理戦争への発展、終結

までの過程を理解する。 

・国際法とはどのようなものか理解できている。 

・国際連合のしくみと安全保障のしくみについて理解

できている。 

・国際連合の役割・課題を理解し、自身の考えをまと

めることができる。 

・冷戦体制のしくみと過程、終結後の国際社会の状

況について理解できている。 

7月 
国際社会に生き

る日本人の自覚 

国際社会に生きる日本人としての在り方生き方に

ついて学び、日本人に見られる人間観・自然観・宗

教観などの特質について理解を深める。 

古来の日本人の考え方や日本の先哲の考え方をと

おして、国際社会に主体的に生きる日本人としての

在り方生き方について理解を深める。 

・日本人に見られる人間観，自然観，宗教観などの特 

質について理解できている。 

・日本の伝統思想に対し、外来思想・西洋思想がどの 

ように影響を与えてきたのか理解できている。 

・日本人としての在り方生き方についての根源的な問 

いを探究することができている 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 
日本の領域と領

土問題 １ 

日本の領域について 

領土が領空や領海を含み、国民の基本的な生活

を保障し、資源を確保する領域であること、領土

に関する国際的な取り決めについて理解を深め

る。 

日本の領域について理解できている。 

排他的経済水域を含め、日本の資源の保護等に関

する国際世論の高まりについて考えることができ

ている。 

11月 
日本の領域と領

土問題 ２ 

日本の領土問題について 

国際社会において主権国家相互の行動を規律し

国家間の秩序を作り出す国際法の意義と役割に

ついて理解を深める。我が国も含めて様々な国

同士の間で未解決問題がある。固有の領土であ

る北方領土や竹島に関し未解決の問題が残され

ていることや、現状に至る経緯などについて理

解を深める。 

領土問題について、日本も含めて様々な国家間で

の問題があるが、国際平和の維持と安定のために

も、平和的な解決に向けて広い視野に立って継続

的に努力する態度が必要であることを認識できて

いる。 

12月 
国際社会と人類

の課題 

国際経済・政治のしくみと動向について、各国の経

済状況と政治の動向が密接に関係していることを

理解させる。多様化が進んでいる世界経済のかか

える問題点（南北問題、人口・資源・食糧問題、民

族問題と紛争など）について把握し、自己の考えを

まとめさせる。 

・環境保全の必要性について理解できている。 

・国際経済のしくみについて、日本と世界の貿易を中

心に理解できている。 

・国際連合の果たす役割について理解している。。 

・世界経済のかかえる問題点について、把握できて

いる。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  地歴教養 単位数 3 科目の目標 

➀日本史・世界史・地理を分けず全体を通して学ぶことで各教科における結

びつきへの理解を深め、現代社会における諸問題に対して関心をもつ心を育

成する。 

➁現代の日本と世界の抱える諸課題について考察し，国際社会において平

和で民主的な国家・社会を形成するために，私たちが果たすべき役割につい

て考える。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
日本の地形や気

候を見てみよう 

日本の位置、地形の特徴について学ぶ。 

日本の地形特有の自然災害等に理解を示し、確実

な知識を身に付ける。 

・日本の位置と範囲、地域区分について理解し、知

識・として身につける。 

・日本の地形の特徴や日本でこれまでに発生した火

山・地震・津波の各自然災害について理解し、知識と

して身につける。 

5月 
世界のエネルギ
ー・資源を見て
みよう 

人間が利用しているエネルギー、資源の分布につ

いて学ぶ。 

電力の生産方法について、国や地域ごとに条件が

異なるということについて学ぶ 

生活に必要なエネルギー・資源の有限性について

学ぶ。 

国、個人がエネルギーの安定確保、課題解決のた

めに取り組むべきことについて学ぶ。 

・化石燃料の分布や、鉱産資源の種類について理解

する。 

・電力生産の方法が地域によって異なることを理解す

る。 

・世界のエネルギー・資源についての諸問題を理解

する。 

・日本国内のエネルギー・資源についての諸問題を

理解する。 

6月 
原始社会の生活

と文化 

原始社会の生活と文化について学習する。更新世

の日本や縄文文化について学び、縄文文化の生活

を探る。 

 

・原始時代の生活と文化について理解できている。 

 

7月 
大和王権と古墳

文化 

農耕社会の形成と大陸文化の摂取について学習す

る。弥生文化と小国家の形成、大和王権と古墳文

化を学ぶ。 

 

・大和王権の成立、支配の仕組みについて理解でき

ている 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 ・半期の学習内容を理解できている。 

10月 第一次世界大戦 

バルカン半島における民族自立の動きが強まり、

サライェヴォ事件をきっかけとして第一次世界大戦

が勃発し、世界各国の経済力と軍事力を全面的に

総動員した戦争であるということを理解させる。 

・第一次世界大戦のきっかけと、各国の動きについて 

理解する。 

11月 第二次世界大戦 

第一次世界大戦後の国際関係や海軍軍縮につい

ての理解を深める。またファシズムの台頭、ドイツ

のポーランド侵攻をきっかけに勃発した第二次世界

大戦についての理解も深める。 

・第一次世界大戦後の各国の軍縮状況についての理

解を深める。 

・ファシズムの影響、第二次世界大戦勃発のきっかけ

について理解を深める。 

12月 
占領統治下の日

本 

戦後の占領統治下の日本について学ぶ。 

日本国憲法の成立について学ぶ。 

・占領統治の始まりから、財閥の解体、農地改革、教

育の民主化について理解できている。 

・日本国憲法の制定、内容について理解できている。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 ・半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  地歴教養α 単位数 1 科目の目標 

①現代世界の地理的な諸課題を地域性や歴史的背景、日常生活と 

の関連をふまえて考察し、現代世界の地理的認識を養う。 

②地理的な見方や考え方を培い、国際社会に主体的に生きる日本人

としての自覚と資質を養う。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
日本の地形や気

候を見てみよう 

日本の位置、地形の特徴について学ぶ。 

日本の地形特有の自然災害等に理解を示し、確実

な知識を身に付ける。 

日本の位置と範囲、地域区分について理解し、知識

として身につける。 

日本の地形の特徴や日本でこれまでに発生した火

山・地震・津波の各自然災害について理解し、知識と

して身につける。 

5月 

世界の環境問題

に目を向けてみ

よう 

世界が抱える環境問題について学ぶ。 

発展途上国の環境問題、地球温暖化の現状と課題

について学ぶ。 

人口が増えていくことにより、日常生活や経済活動に

おいて自然環境の破壊が極端に進んでいることにつ

いて理解する。 

発展途上国内での環境問題が及ぼす影響、地球温

暖化による人体や自然への影響について理解する。 

6月 

世界のエネルギ

ー・資源を見て

みよう 

人間が利用しているエネルギー、資源の分布につ

いて学ぶ。 

電力の生産方法について、国や地域ごとに条件が

異なるということについて学ぶ。 

生活に必要なエネルギー・資源の有限性について

学ぶ。 

国、個人がエネルギーの安定確保、課題解決のた

めに取り組むべきことについて学ぶ。 

化石燃料の分布や、鉱産資源の種類について理解

する。 

電力生産の方法が地域によって異なることを理解す

る。 

世界のエネルギー・資源についての諸問題を理解す

る。 

日本国内のエネルギー・資源についての諸問題を理

解する。 

7月 

世界のさまざま

な地域を見てみ

よう～アングロ

アメリカ➀～ 

アングロアメリカの自然、資源、産業の発展につい

て学ぶ。 

 

アングロアメリカについて歴史的背景を踏まえなが

ら、自然・資源・産業の発展について理解する。 

 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 

世界のさまざま

な地域を見てみ

よう～アングロ

アメリカ➁～ 

近年のアメリカにおける科学技術の発達、農工業

地域の発達について学ぶ。 

アメリカ合衆国の科学技術の発達、農工業の発展に

ついて理解を示す。 

11月 

世界のさまざま

な地域を見てみ

よう～ラテンアメ

リカ➀～ 

ラテンアメリカの自然、資源、農業の発展について

学ぶ。 

大土地所有者制が社会に及ぼした影響、大都市が

直面する社会問題について学ぶ。 

ラテンアメリカについて歴史的背景を踏まえながら、

自然・資源・産業の発展について理解する。 

独占的な土地所有制が及ぼす影響、貧困や不平等

などの社会問題について理解する。 

12月 

世界のさまざま

な地域を見てみ

よう～ラテンアメ

リカ➁～ 

大土地所有者制が社会に及ぼした影響、大都市が

直面する社会問題について学ぶ。 

独占的な土地所有制が及ぼす影響、貧困や不平等

などの社会問題について理解する。 

1月・2月 

アメリカ合衆国

の独立とフラン

ス革命/復習/単

位認定試験 

アメリカ合衆国独立の背景、フランス革命が与えた

影響について学ばせる。 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 

アメリカ合衆国が成立する過程について理解する。 

フランス革命が世界に与えた影響について理解す

る。 

半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  地歴教養β 単位数 1 科目の目標 

近現代の日本や世界に関する歴史を学習し、近代社会の発展や成り立ちに

ついて理解をする。また世界との結びつきについての理解を深め、多角的に

歴史的事象を捉えることで、歴史を学ぶ意義と個人の思考力・判断力・表現

力を養う。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 第一次世界大戦 

バルカン半島における民族自立の動きが強まり、

サライェヴォ事件をきっかけとして第一次世界大戦

が勃発し、世界各国の経済力と軍事力を全面的に

総動員した戦争であるということを理解させる。 

・第一次世界大戦のきっかけと、各国の動きについて 

理解する。 

5月 

世界のさまざま

な地域を見てみ

よう～ロシア～ 

ロシアの自然、民族、歴史を踏まえ社会の変化と日

本との相互関係についての理解を深める。 

・現在に至るまでのロシアと日本の国際関係につい

て理解する。 

6月 ロシア革命 

た第一次世界大戦中に起こった革命により、世界

初の社会主義政権が成立した背景についても同様

に理解を深める。 

・第一次世界大戦中のロシア国内の動きについて理

解する。 

 

7月 新たな国際秩序 

第一次世界大戦後の国際関係や海軍軍縮につい

ての理解を深める。 

 

・第一次世界大戦後の各国の軍縮状況についての理

解を深める。 

 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 ・半期の学習内容を理解できている。 

10月 第二次世界大戦 

ファシズムの台頭、ドイツのポーランド侵攻をきっか

けに勃発した第二次世界大戦についての理解も深

める。 

・第一次世界大戦後の各国の軍縮状況についての理

解を深める。 

・ファシズムの影響、第二次世界大戦勃発のきっかけ

について理解を深める。 

11月 占領と国内改革 

敗戦後、アメリカによる占領統治と日本国内の改革

について行われた内容を理解する。 

・第二次世界大戦後、日本の敗戦とその後の占領統

治について理解する。 

12月 

東南アジア世界

の形成/アメリカ

合衆国の独立と

フランス革命 

さまざまな文明や宗教が伝えられる中、独自の文

明を築いてきた歴史的な動きを学ばせる。 

アメリカ合衆国独立の背景、フランス革命が与えた

影響について学ばせる。 

 

 

・インド、中国の大文明の間に位置し、両文明間の海

上交易の重要な中継地点として繁栄したことについ

て理解する。 

・アメリカ合衆国が成立する過程について理解する。 

・フランス革命が世界に与えた影響について理解す

る。 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 ・半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目  地歴教養γ 単位数 1 科目の目標 

1、各時代の特色とその変遷の総合的考察を通じて，我が国の文化と伝統の

特色についての認識を深める。 

2、占領統治下の日本や戦後世界の形成を学び、現代の日本と世界の抱え

る諸課題について考察し，国際社会において平和で民主的な国家・社会を形

成するために，私たちが果たすべき役割について考える。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

4月 
「日本史」原始社

会の生活と文化 

原始社会の生活と文化について学習する。更新世

の日本や縄文文化について学び、縄文文化の生活

を探る。 

 

・原始時代の生活と文化について理解できている。 

 

5月 
「日本史」大和王

権と古墳文化 

農耕社会の形成と大陸文化の摂取について学習す

る。弥生文化と小国家の形成、大和王権と古墳文

化を学ぶ。 

 

・大和王権の成立、支配の仕組みについて理解でき

ている。 

 

6月 鎌倉幕府の誕生 

中世社会の成立について学習する。平氏政権の登

場について学ぶ。鎌倉幕府の誕生と執権による政

治について学ぶ。 

 

・平氏政権の登場について理解できている。 

・鎌倉時代の成立や武士の生活について理解できて

いる。 

 

7月 

「日本史」モンゴ

ル襲来と社会の

変貌 

元寇と社会の変貌につて学ぶ。また鎌倉と文化に

ついて学ぶ。 

 

・モンゴル帝国、元寇について理解できている。 

 

8月・9月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

10月 

「日本史」下剋上

の社会と戦国大

名/「日本史」占

領統治下の日本 

応仁の乱をきっかけに各戦国大名が勢力を拡大し

ていくことについて学ぶ。 

戦後の占領統治下の日本について学ぶ。 

日本国憲法の成立について学ぶ。 

・応仁の乱後の各戦国大名の勢力拡大について理解

できている。 

・占領統治の始まりから、財閥の解体、農地改革、教

育の民主化について理解できている。 

・日本国憲法の制定、内容について理解できている。 

11月 

「世界史」国際社

会への復帰と高

度経済成長 

日本が独立国として主権を回復した経緯について、

日本が実現した高度経済成長について学ぶ。 

 

・独立のきっかけとなるサンフランシスコ平和条約へ

の調印、日米安全保障条約の調印後の日本の政治

の動きについて理解できている。 

 

12月 
「世界史」冷戦と

その終結 

冷戦とその後の世界について学習する。 

東西冷戦について学び、また多極化した世界から

冷戦の終結まで学ぶ。 

さらに冷戦終結後の世界について学ぶ。 

 

・各抑止政策、核軍拡競争について理解できている。 

・冷戦について理解できている。 

 

 

1月・2月 
復習/単位認定

試験 

半期の学習内容の復習を行い、不足部分を補う。 半期の学習内容を理解できている。 

 



学習指導内容(シラバス)   

科 目 
総合的な 

探求の時間 

単

位

数 

6 科目の目標 

1年次では進路・環境、2年次では情報・健康、3年次では国際理解・進

路について学習する。各年次での課題に取り組み、問題点を理解し、解

決方法を自ら模索することにより、よりよく課題を発見し解決していく

ための資質・能力の育成を目指す。 

 
単元・ 

指導項目 
指 導 内 容 到達度目標 

1年次前期 
１進路 

（自己分析） 

エゴグラムを利用し、自己分析を行う。 

自身の長所・短所についての理解を深める。 

・「自己を主観的・客観的に把握できるように 

 する。 

・結果をもとに、対人関係に活かせるようにす 

 る。 

1年次後期 
２ 環境 

（環境問題） 

環境問題の中でも、地球温暖化について、日本や

世界で起きている問題について学ぶ。 

・地球温暖化の課題や自分達でできる取り組 

 みについて考え、行動しようとする気持ちを 

 育む。                 

2年次前期 
３ 情報 

（AI） 

AIと私たちの暮らしについて学び、そのメリッ

ト、デメリットを含めてAI技術についての理解

を深める。 

・AI について学び、AI 技術と人間が共存し、 

 よりよい社会・生きやすい社会について考え 

 る。 

2年次後期 
４ 健康 

（生活習慣病） 

生活習慣病の中でも肥満や食事管理の面から、

病気への対策方法や誤った知識の危険性につい

て考え、早期の予防や正しい知識に基づいた生

活習慣の改善の重要性を学ぶ。 

・生活習慣病とはどのような病気なのか理解 

 する。 

・1日の活動に必要な栄養素の正しい知識を身 

 につけ、日常からできる対策を理解する。 

3年次前期 

５ 国際理解 

（グローバル社会） 

 

いろんな文化・ものの考え方を受け止め、個人が

外国人と対等にグローバル社会を生き抜くため

に必要な力を考える。 

・グローバル社会において重要な意識は何か 

 理解できている。 

・今後自身が身につけたい能力は何かについ 

 て、考えることが出来ている。 

3年次後期 

６ 進路 

（社会人の一人暮

らしとお金） 

お金を通じて自身の卒業後の生活を考えるとと

もに、進路について考える。 

・一人で自立して生活していくために必要な生活 

 費について理解できている。 

・自分自身の卒業後の生活について、イメージす 

 ることが出来ている。 
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