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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 1

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4 評論一 水の東西 ②

④

5 小説二 なめとこ山の熊 ④
①

④

6
④

短歌・俳句 「その子二十－短歌 ①

7
「いくたびも－俳句
十六句」 ③

④

8 小説一 羅生門 ②
9

④

10 評論二 情報と身体 ①

④

④

11 詩 旅情 ③

サーカス
12 ③

I was born　

崖 ④

1 評論三 ②

③
2 ④

評論三 命は誰のものなのか
①

3
②

④

引用事例および筆者の論理展開に着目し，筆者の主張を
過不足なく読み取っている。

読むことに必要な文章の組み立てを把握する方法を身に
つけている。

行動の観察

記述の分析

記述の点検

「労働」は「私ひとり」が受益者ではないという筆者の
見解を理解しようとしている。

行動の観察

記述の確認労働を巡る筆者の主張を，論理展開に着目して理解して
読むことに必要な概念を理解し，使いこなせている。 行動の観察

筆者が述べる，分配されたものとしての「命」について
理解しようとしている。

比喩表現や語りの視点に注意して，作品世界の状況を把握し，
人物の考え方とその変化を理解している。

下人の置かれている状況，老婆の考え方，二人の行動や
心情の変化，場面の推移を理解し，自分の考えを持とう
としている。

文字，音声，画像などのメディアによって表現された情
報を，課題に応じて読み取り，取捨選択してまとめるこ
と。

読書感想
文・感想
画につい
て

行動の観察・
記述の確認

記述の確認

文字，音声，画像
などのメディアに
よって表現された
情報を，課題に応
じて読み取り，取
捨選択してまとめ
ること。様々な文
章を読み比べ，内
容や表現の仕方に
ついて，感想を述
べたり批評する文
章を書いたりする
こと。
様々な文章を読み比
べ，内容や表現の仕
方について，感想を
述べたり批評する文
章を書いたりするこ
と。

読むことに必要な文章の組み立てを把握する方法を身につけて
いる。

行動の観察

記述の分析

記述の点検

文章を読んで脚本
にしたり，古典を
現代の物語に書き
換えたりするこ
と。

電子的空間と身体的現実との往復運動の必要性に着目し
て，筆者が述べようとする事柄を理解している。

主な常用漢字の音訓の正しい使い方を身につけている。

鹿おどしと噴水の違いに着目して，日本人と西洋人の水に対す
る考え方を理解している。

文字，音声，画像
などのメディアに
よって表現された
情報を，課題に応
じて読み取り，取
捨選択してまとめ
ること。

なぜ私たちは労働す
るのか

繰り返し音読することで詩の韻律に慣れようとしている。

一つ一つの表現に即して，その意味を明らかにしようと
している。

詩の表現形式や修辞について，理解している。 記述の確認
内容や表現の仕方
について，感想を
述べたり批評す
る。

様々な文章を読み
比べ，内容や表現
の仕方について，
感想を述べたり批
評する文章を書い
たりすること。

教科 科目 教科書等

国語 国語総合（現代文） 精選国語総合 改訂版（三省堂）

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解

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。

言葉の持つ価値への認識を深
めるとともに、言語感覚を磨
き、言語の担い手としての自
覚を持ち、国語を尊重してそ
の能力の向上を図ろうとして
いる。

生涯にわたる社会生活における
他者との関わりの中で、伝え合
う力を高め、思考力・判断力・
表現力を伸ばす工夫をしてい
る。

言葉による見方･考え方を働
かせ、言語活動を通して、国
語で的確に理解し効果的に表
現しようとしている。

実生活に必要な国語の知識や技
能を身につけ、その特質を理解
し適切に使うことができるよう
工夫している。

１
学
期

図書館利
用につい
て記述の点検

オリエン
テーショ
ン

評価方法 評価方法 評価方法

｢①関心・意欲・態度｣｢②思考・判断｣｢③
技能・表現｣｢④知識・理解｣の観点で各学
期ごとに評価する。その第1学期、第2学
期、第３学期それぞれの成績を総合し、
学年末の成績として5段階で評価する。

課題考査、課題等の提出状
況、グループワークの取り組
み状況等学習活動への参加の
姿勢や態度等を総合的に評価
する。

定期考査における思考・判断に
関する問への記述ができている
かどうか。また、授業中のグ
ループワークの取り組み状況や
発言内容、ノートの記載内容等
を総合的に評価する。

音読、発表、ノートやプリン
トに自分の考えを適切に表現
できているか等を総合的に評
価する。

学習した内容について正しく理
解できているか定期考査等で評
価する。

記述の分析

主な常用漢字の音訓の正しい使い方を身につけている。   童話
的・民話的な賢治特有の語り口のおもしろさに興味を持ち，ま
たそれだけでなく，表現する上で「語り」が「主題」と密接に
関わっていることを理解して内容に関心を深めている。

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

科目
評価の割合（％） 30% 10% 10% 50%

各期末及び学年末における評価について 評価方法

近代以降の様々な文章を的確に理解し、
適切に表現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
んで読書することによって、国語の向上
を図り人生を豊かにする態度を育てる。

国語で伝え合う力を進んで高
めるとともに、言語文化に対
する関心を深め、国語を尊重
してその向上を図ろうとす
る。

文章を正確に読み取り、自分の
考えが的確に伝わるよう根拠を
吟味し、言葉を選んだり文章を
整えたりしながら、表現を工夫
している。

目的や場に応じて的確に自分
の考えや主張が伝わるよう、
適切な表現や根拠・具体例を
効果的に用いながら文章にま
とめ、発表できる。

伝統的な言語文化及び言葉の特
徴やきまり、漢字などについて
理解し、知識を身につけ、学習
内容を正しく理解している。

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法 言語活動

日本と西洋の水の比較から，文化の違いについて考えを深めよ
うとしている。

行動の観察

記述の確認

行動の観察

理解したそれぞれの短歌・俳句の内容を，朗読や鑑賞文に生か
そうとしている。

それぞれの短歌・俳句について，その情景や感動の中心につい
て，整理して説明している。

韻律や句切れなどの，短歌の基礎的な構造や,季語や切れ字な
ど，俳句の基礎的な式目を理解している。

行動の観察

記述の点検

記述の確認

文字，音声，画像
などのメディアに
よって表現された
情報を，課題に応
じて読み取り，取
捨選択してまとめ
ること。

２
学
期

「小十郎」とそれぞれの「熊」の思いを場面場面において的確
に理解している。また，それぞれの場面における〈語り手〉の
思い〈楽しさ・共感・同情・怒り・悲しみ・祈り等〉について
も理解している。

「方言」を使用することによって広がる言葉の豊かな世界につ
いて理解を深めている。

行動の観察

行動の観察・
発言の分析

行動の観察

記述の確認
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 1

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4 オリエンテーション
古文入門 児のそら寝 ①

③
記述の点検

5 宇治拾遺物語 絵仏師良秀 ④ 行動の観察
②
④

6 漢文入門 漢文の世界へ ③
成句・格言を読む

④
④

記述の点検
7

故事成語 蛇足 ①
推敲

③

④

9 随筆 徒然草 ③ 行動の観察

② 記述の分析

④ 記述の確認

10 史話 鶏口牛後 ① 行動の観察
先従隗始

11 ② 記述の分析

④ 記述の点検

12
伊勢物語 芥川 ①

筒井筒
③

④

1 平家物語 祇園精舎 ③
木曾の最期

2
④

3 雑説 ①

②

④

評価の割合（％） 30% 10% 10%

行動の分析・
記述の確認

文字、音声、画像な
どのメディアによっ
て表現された情報
を、課題に応じて読
み取り、取捨選択し
てまとめること。

漢文を日本語として読む工夫とその意義を理解し、正し
く音読できている。

故事成語の意味を理解している。
漢文訓読に必要な訓点の決まりを理解している。

訓読のきまりや句法について知識を深めている。

なじみのある故事成語について現代の事柄と結びつけな
がら深く考えようとしている。

行動の観察

様々な文章を読み
比べ、内容や表現
の仕方について感
想を述べたり批評
する文章を書いた
りすること。

行動の分析
記述の確認

教科

教科の目標 教科における評価の観点

　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。

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法

｢①関心・意欲・態度｣｢②思考・判断｣｢③
技能・表現｣｢④知識・理解｣の観点で各学
期ごとに評価する。その第1学期、第2学
期、第３学期それぞれの成績を総合し、
学年末の成績として5段階で評価する。

課題考査、課題等の提出状
況、グループワークの取り組
み状況等学習活動への参加の
姿勢や態度等を総合的に評価
する。

定期考査における思考・判断に
関する問への記述ができている
かどうか。また、授業中のグ
ループワークの取り組み状況や
発言内容、ノートの記載内容等
を総合的に評価する。

音読、発表、ノートやプリン
トに自分の考えを適切に表現
できているか等を総合的に評
価する。

目的や場に応じて的確に自分
の考えや主張が伝わるよう、
適切な根拠や具体例を効果的
に用いながら文章にまとめ、
発表できる。

科目

科目の目標 科目における評価の観点

古典としての古文と漢文を読む能力を養
うとともに、ものの見方、感じ方、考え
方を広くし、古典についての理解や関心
を深めることによって人生を豊かにする
態度を育てる。

①　関心・意欲・態度

伝統的な言語文化及び言葉の特
徴やきまり、漢字などについて
理解し、知識を身に付けてい
る。

国語で伝え合う力を進んで高
めるとともに、言語文化にた
いする関心を深め、国語を尊
重してその向上を図ろうとす
る。

文章を正確に読み取り、自分の
考えが的確に伝わるよう根拠を
吟味し、言葉を選んだり文章を
整えたりしながら、表現を工夫
している。

本文の内容を正確に解釈した
上で、古典特有の表現に注意
して正しく音読できている。

伝統的な言語文化及び言葉の特
徴やきまり、漢字などについて
理解し、知識を身に付けてい
る。

行動の分析・
記述の確認

文字、音声、画像などのメ
ディアによって表現された
情報を、課題に応じて読み
取り、取捨選択してまとめ
ること。

様々な文章を読み比べ、内
容や表現の仕方について感
想を述べたり批評する文章
を書いたりすること。

文字、音声、画像
などのメディアに
よって表現された
情報を、課題に応
じて読み取り、取
捨選択してまとめ
ること。

著名な史話について興味を持ち、内容を深く知ろうとし
ている。

文章に書かれた人物、情景、心情などを話の展開に沿っ
て読み味わっている。

文章の内容を正確に読み取っている。

基本的な動詞について理解している。
語句や表現に即して物語の展開を読み取ろうとしている。
歴史的仮名遣いと用言について理解している。

歴史的仮名遣いに注意して正しく音読できている。

記述の点検

50%

②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

評価方法

学習した内容について正しく理
解できているか定期考査等で評
価する。

句法・語法を理解した上で、それぞれの話の歴史的背景
や出典に関する基本的知識を確認している。

１
学
期

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法 言語活動

歴史的仮名遣いや古語・文法に注意して内容を読み取ろうとしている。 行動の観察
行動の分析・記述の確認

行動の観察

行動の観察 文字、音声、画像など
のメディアによって表現
された情報を、課題に
応じて読み取り、取捨
選択してまとめること。

行動の分析・
記述の確認

様々な文章を読み
比べ、内容や表現
の仕方について感
想を述べたり批評
する文章を書いた
りすること。

敬語の基本について理解している。

巧みな比喩による論理的な展開に注目しつつ、その主張
を理解している。

記述の確認

句法・語法を理解した上で、韓愈の主張とその思想史上
の位置について基本事項を把握している。

記述の点検

文章を読んで脚本
にしたり、古典を
現代の物語に書き
換えたりするこ
と。

漢文の名文を読み味わおうとする関心・姿勢を持とうと
している。

教科 科目 教科書等

国語 国語総合（古典） 精選　国語総合　改訂版（三省堂）

①関心・意欲・態度

様々な文章を読み
比べ、内容や表現
の仕方について感
想を述べたり批評
する文章を書いた
りすること。

朗読を通して文体を味わい、内容を踏まえて人間の生き
方についての考えを深めようとしている。

古典仮名遣いに注意して正しく音読できている。

内容を踏まえて筆者のものの見方を理解し，自身の考え
方を深めている。

基本的な助動詞・助詞について理解している。

行動の観察

記述の点検

行動の分析・
記述の確認

歌物語の特徴について理解している。

人物の心理を読み取り歌を通し歌物語の特徴を理解しよ
うとしている。

登場人物の心理を読み取り､歌を通して歌物語の特徴を理
解している。

行動の観察

②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解

国語で伝え合う力を進んで高
めるとともに、言語文化に対
する関心を深め、国語を尊重
してその向上を図ろうとす
る。

文章を正確に読み取り、自分の
考えが的確に伝わるよう根拠を
吟味し、言葉を選んだり文章を
整えたりしながら、表現を工夫
している。
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 １年

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

①
4

①

5
②

レポート発表

③
6

④

7

①
8

②
9 レポート発表

③

10
④

11

12

①
1

②
2

発展
③

3 ④

公民において
現代の経済や
政治と関連付
ける。

書画カメ
ラや

映像など
を利用

インター
ネットに
よる情報

取集
ＩＣＴを
利用して
レポート

作成

第2節　独立後の政治と経済の

戦後の日本の発展に対する関心と課題意識を高め意欲的
に追求しようとする。

戦後の日本の発展の過程について課題を見いだし、多面
的・多角的に考察しその過程や結果を適切に表現してい
る。

授業中の活動
課題やレポー
トの取り組み
状況
定期考査など
を参考にして
総合的に評価
する

第3章　現代の日本と世界
第1節　日本の再出発

第1部　私たちの時代と歴史

第2部　近代の日本と世界

第1章　近代国家の形成と国際関係
の推移

第1節　近代への胎動

第2節　明治維新

第3節　近代国家の形成

第4節　国際関係の推移と近代産業
の発展

芸術において
我が国の文化
史の分野と関
連付ける。

帝国主義時代の我が国の状況に関する諸資料を収集し、
有用な情報を適切に選択して、読み取ったり図表にまと
めたりしている。 テーマに対する自分

の意見を発表する帝国主義時代の形成やその後の我が国と世界情勢との関
連についての基本的な事柄を国際環境と関連付けて理解
し、知識を身に付けている。

ＩＣＴを利
用してレ
ポート作成

第2節　第二次世界大戦と日本

第2章　両大戦をめぐる国際情勢
帝国主義時代の形成と我が国の行動及び二度の世界大戦
の状況に対する関心と課題意識を高め意欲的に追求しよ
うとする。

書画カメ
ラや映像
などを利
用

第1節　第一次世界大戦と日本

帝国主義時代の状況と我が国の行動が世界情勢に与えた
影響について課題を見いだし、多面的・多角的に考察し
その過程や結果を適切に表現している。

インター
ネットによ
る情報収集

明治維新とその後の新しい時代が形成される歴史につい
て課題を見いだし、多面的・多角的に考察しその過程や
結果を適切に表現している。

明治維新とその後の新しい時代が形成される歴史につい
ての基本的な事柄を国際環境と関連付けて理解し、知識
を身に付けている。

授業中の活動
課題やレポート
の取り組み状況
定期考査などを
参考にして総合
的に評価する

発表、レポートの
作成など

書画カメ
ラや映像
などを利
用

インター
ネットによ
る情報収集

歴史的・地理的事象に関する
諸資料を収集し、有用な情報
を適切に選択して、効果的に
活用している。

公民において
啓蒙思想の確
立や内容など
と関連付け
る。

調べ学習を行いレ
ポートを作成し発表
する

江戸から明治へと激変する時代の展開及び明治という新
しい時代の形成に対する関心と課題意識を高め意欲的に
追求しようとする。

歴史のとびらの項目に対して関心と課題意識を高め意欲
的に追求しようとする。

｢①関心・意欲・態度｣｢②思考・判断｣｢③
技能・表現｣｢④知識・理解｣の観点で各学
期ごとに評価する。その第1学期、第2学
期、第３学期それぞれの成績を総合し、
学年末の成績として5段階で評価する。

課題考査、課題等の提出状
況、グループワークの取り組
み状況等学習活動への参加の
姿勢や態度等を総合的に評価
する。

定期考査における思考・判断に
関する問への記述ができている
かどうか。また、授業中のグ
ループワークの取り組み状況や
発言内容、ノートの記載内容等
を総合的に評価する。

発表、ノートやプリントに自
分の考えを適切に表現できて
いるか等を総合的に評価す
る。

学習した内容について正しく理
解できているか定期考査等で評
価する。

我が国及び世界の形成の歴史的
過程と生活・文化の地域的特色
についての基本的な事柄を理解
し、その知識を身に付けてい
る。

10% 50%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

教科 科目 教科書等

地歴 日本史Ａ 高等学校 改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来（第一学習社）

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解我が国及び世界の形成の歴史的過程と生
活・文化の地域的特色についての理解と
認識を深め、国際社会に主体的に生き平
和で民主的な国家・社会を形成する日本
国民として必要な自覚と資質を養う。

歴史的・地理的事象に対する
関心と課題意識を高め、意欲
的に追求するとともに、国際
社会に主体的に生き国家・社
会を形成する日本国民として
の責務を果たそうとする。

歴史的・地理的事象から課題を
見いだし、我が国及び世界の形
成の歴史的過程と生活・文化の
地域的特色を世界的視野に立っ
て多面的・多角的に考察し、そ
の過程や結果を適切に表現して
いる。

科目
評価の割合（％） 20% 20%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解我が国の近現代の歴史の展開を諸資料に
基づき地理的条件や世界の歴史と関連付
けて総合的に考察させ、我が国の伝統と
文化の特色についての認識を深めさせる
ことによって、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。

我が国の近現代の歴史の展開
に対する関心と課題意識を高
め、意欲的に追及し、国際社
会に主体的に生き国家・社会
を形成する日本国民としての
責任を果たそうとする。

我が国の近現代の歴史の展開か
ら課題を見い出し、国際環境と
関連付けて多角的・多面的に考
察し、国際社会の変化を変化を
踏まえ公正に判断して、その過
程や結果を適切に表現してい
る。

我が国の近現代の歴史の展開
に関する諸資料を収集し、有
用な情報を適切に選択して、
読み取ったり図表などにまと
めたりしている。

我が国の近現代の歴史の展開に
ついての基本的な事柄を、国際
環境と関連付けて理解し、その
知識を身に付けている。

ＩＣＴを利
用してレ
ポート作成

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

有用な情報を選択して読みとったり図表にまとまる。

言語活動

戦後日本の経済発展や政治に関する諸資料を取集し、

明治維新とその後の新しい時代が形成される歴史に関す
る諸資料を収集し、有用な情報を適切に選択して、読み
取ったり図表にまとめたりしている。

発表、レポートの
作成など

戦後日本の経済発展や政治についての基本的な事柄を国
際環境と関連付けて理解し知識を身につけている。

第3節　現代の日本と世界

授業中の活動
課題やレポー
トの取り組み
状況
定期考査など
を参考にして
総合的に評価
する

発表、レポートの
作成など

3



高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

3 1

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4 【課題考査】 ④
1章　数と式 ③

　　　　整式 文字式のきまり ④
整式 ③
整式の加法・減法 ③

整式の乗法 ③
5 乗法公式による展開 ①

因数分解 ④

③
①

【中間考査】
　　　　実数 平方根とその計算 ④

実数 ③
6 　方程式と不等式 ③

1次方程式 ②
不等式
不等式の性質 ④
1次不等式 ③

7 連立不等式 ①
【期末考査】

不等式の応用 ②

8 【課題考査】 ③
2章　2次関数 ②
　関数とグラフ

9 1次関数とそのグラフ ④
２次関数とそのグラフ ③ 2次関数のグラフの頂点の座標を求めることができる。

　2次関数の値の変化 ③
10 ②

【中間考査】

④

③

①

11 ３章　三角比 ③
　　三角比 三角形

三角比 ④

三角比の応用

③
三角比の相互関係 ③

12 　三角比の応用 ③
三角比の拡張 ①

【期末考査】 三角形の面積

書画カメ
ラ等

理科「科学と
人間生活」の
中での比の計
算、指数計
算、三角比

2次関数のグラフをかくことができる。

2次関数の最大値・
最小値

グラフから関数の値の変化をよみとり、2次関数には最大
値または最小値があることを理解し、さらに、生活の中
にこのことを応用できるものがあることを理解してい
る。

2次方程式の解が、2次関数のグラフとｘ軸との共有点の
ｘ座標であることを理解している。

2次関数のグラフと
２次不等式

2次関数のグラフとｘ軸との位置関係から、2次不等式を
解くことができる。

関数とグラフとの関係を理解することによって、難しい
問題に挑戦し、また、他の関数についても興味関心を示
すようになる。

図形の相似の考え方や三平方の定理を用いて、辺の長さ
を求めることができる。

鋭角の三角比は、直角三角形の角と辺の関係を、図形の
相似の考え方から定義されていることを理解している。

木の高さなどを三角比を用いて求めることができる。

三角比の相互関係を理解し、それを用いて問題を解くこ
とができる。

鈍角の三角比を座標を用いて求めることかできる。

三角比を図形に応用するための見方や考え方を学ぶこと
によって、三角比に対する興味関心を深め、意欲的に取
り組むことができるようになる。

評価方法 評価方法 評価方法

理科「科学と
人間生活」の
中での比の計
算、指数計
算、三角比

整式とはどのような式であるか理解する。
整式と整式の足し算、引き算をすることができる。

乗法公式を用いて整式を展開することができる。

公式を利用することで、複雑な展開もできることを知
り、さらに難しい問題に興味関心を抱くようになる。

整式を因数分解するとは、１つの整式を２つ以上の整式
の積の形で表すことであるとわかる。

公式を利用して因数分解をすることができる。
複雑な因数分解に興味を持ち、問題を解こうとする。

根号の意味を理解し、その計算ができる。
１次方程式を解くことができる。

生活の中に、見方や考え方で１次方程式を利用できるも
のがあることを理解している 。

不等号の意味を知り、不等式の性質を理解している。
１次不等式を解くことができる。

１次方程式と1次不等式の解の表現の違いを理解し、連立
不等式や文章題などより多くの問題を解こうとする。

教科 科目 教科書等

数学 数学1 実教出版「高校数学Ⅰ　新訂版」　　　実教出版「ステップノート数学Ⅰ　新訂版」

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解数学的活動を通して、数学における基本
的な概念や原理・法則の体系的な理解を
深め、事象を数学的に考察し表現する能
力を高め、創造性の基礎を培うととも
に、数学の良さを認識し、それらを積極
的に活用して、数学的論拠に基づいて判
断する態度を育てる。

数学の論理や体系に関心をも
つとともに，数学のよさを認
識し，それらを事象の考察に
積極的に活用して数学的論拠
に基づいて判断しようとす
る。

事象を数学的に考察し表現した
り，思考の過程を振り返り多面
的・発展的に考えたりすること
などを通して，数学的な見方や
考え方を身に付けている。

事象を数学的に表現・処理す
る仕方や推論の方法などの技
能を身に付けている。

数学における基本的な概念，原
理・法則などを体系的に理解
し，知識を身に付けている。

科目 評価の割合（％） 30% 20%

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解数と式、2次関数、三角比、集合と論証
及びデータの分析について理解させ、事
象を数学的に考察する能力を培い、それ
らを活用する態度を育てる。

数と式、2次関数、三角比、集
合と論証及びデータの分析の
考え方に関心を持つととも
に、数学の良さを認識し、そ
れらの事象を活用しようとす
る。

事象を数学的に考察し表現した
り、思考の過程を振り返り多面
的・発展的に考えたりすることな
どを通して、数と式、2次関数、三
角比、集合と論証及びデータの分
析における数学的な見方や考え方
を身につけている。

数と式、2次関数、三角比、
集合と論証及びデータの分析
において、事象を数学的に表
現・処理する仕方や推論の方
法などの技能を身につけてい
る。

数と式、2次関数、三角比、集
合と論証及びデータの分析にお
ける基本的な概念、原理・法則
などを理解し、知識を身につけ
ている。

授業、小テスト、課題、問題集について
は観点別に評価する。考査については定
期考査及び課題考査を実施し、設問ごと
に観点を設定し評価する。評価結果を数
値化し、総合点をもとに各学期末におけ
る評価点を決定する。それをもとに学年
末の評価点を決定する。

授業態度や課題への取り組み
などにより評価する。

定期考査により評価する。 小テストや定期考査、ノート
への記述により評価する。

小テストや定期考査により評価
する。

20% 30%

各期末及び学年末における評価について 評価方法

言語活動

1次関数のグラフをかくことができる。

2次関数のグラフが放物線であることを知っている。

2次関数のグラフと
２次方程式

傾きや切片から1次関数のグラフがわかり、また、その関
数の値の変化のようすもわかるようになる。

文字式のきまりに従って、単項式を表現することができ
る。

指数法則、分配法則を用いて整式と整式のかけ算ができ
る。

有理数と無理数の区別ができ、それらを実数ということ
を知る。

授業中に
発問に対する発表
板書をさせ発表
席の隣近所での学
習

授業中に
発問に対する発表
板書をさせ発表
席の隣近所での学
習

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

１
学
期

文字式のきまりがわかる。

課題プリント
授業態度

考査
ノート
問題集

生活の中に、1次不等式が使えるか、また、どんな使い方
があるか、その見方や考え方を理解している。

２
学
期

課題プリント
授業態度

考査
ノート
問題集
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1 【課題考査】
正弦定理 ①
余弦定理

③

2 ４章　集合と論証
　集合 集合と要素 ④
　命題と証明 命題 ④

③

いろいろな証明方法 ③

3 【学年末考査】
５章　データの分析 ③
　データの整理　時計とグラフ ④

データの整理
　データの分析　代表値 ③

データの散らばり
③

相関関係 ③

①

　コンピュータによる統計処理 ③

③
②

グラフの表示
①

課題学習 ①

書画カメ
ラ等

理科「科学と
人間生活」の
中での比の計
算、指数計
算、三角比

正弦定理や余弦定理が発見されたことに、興味関心を抱
き、他に定理がないか、できないか等、考えようとす
る。

正弦定理と余弦定理
の利用

集合の意味及び表し方、また、種々の記号の意味を理解している。
命題の意味がわかり、その真偽をいうことができる。

命題と集合との関係を理解し、逆、対偶の真偽をいうこ
とができる。

真偽を証明する方法に、対偶や背理法を用いると容易に
なることがあることを理解し、実際にその方法で証明す
ることができる。

データの種類に相応しいグラフをかくことができる。

データ全体の特徴の表し方がいろいろあることを知り、
その特徴により、それぞれで表すことができる。

データの散らばりの度合いを数値で表すことができる。

2つのデータの相関関係を調べる方法がわかり、相関係数
を計算することができる

データの整理やデータの分析に数値やグラフを用いると
便利であり効果的であることを理解し、そのことに興味
や関心を抱くようになる。

正弦定理や余弦定理を用いて問題を解くことができる。

データの整理に関係する用語を理解し、使うことができ
る。

表計算ソフトで大量のデータの代表値や散布度を求める
ことができる。

表計算ソフトウエア
による統計処理

表計算ソフトでデータをグラフ表示することができる。

コンピュータ処理することによって、データの特徴や傾
向などをとらえようとする。

コンピュータによる統計処理がデータの分析に有効に使
われることを知り、さらなる興味関心を抱くようにな
る。

事象の中に数学的にとらえられるものが多々あることを
知り、そのことに興味関心を抱き、試みようとする。

３
学
期

課題プリント
授業態度

考査
ノート
問題集

授業中に
発問に対する発表
板書をさせ発表
席の隣近所での学
習
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 1

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4

①
5 ③

②

6
③

7 ④

④
8 　食品の成分、炭水化物

　　たんぱく質 ②
　　脂質
　　食品の保存 ①

9
Ｂ　衣料の化学 ④
　　衣料と繊維
　　繊維の性質と用途 ③

10 　　染色
　　洗濯と科学 ②

①
第３部　光や熱の科学

①
11 Ａ　熱とは何か

②

④
12

④

1 ①

②

2 ③

④
3

② 災害対策や自然環境の保全と自分の関りを考えられる。

必要に応
じてをイ
ンター
ネットを
使い、資
料の収
集・整理
を行い課
題をまと
める。

特になし

①意欲ある発
言を積極的に
行えるか。仲
間と協同して
意見をまとめ
ようとする
か。意見に根
拠があるか。
②実験レポー
トにて、考察
力を評価す
る。
③実験の内容
を理解したう
えで、手順が
よどみなく行
えるか。繰り
返しの技術が
次第に身につ
くか。
④定期考査・
小テスト

課題または意見を
整理してまとめ、
発表する。

必要に応
じてをイ
ンター
ネットを
使い、資
料の収
集・整理
を行い課
題をまと
める。

家庭科

特になし

課題または意見
を整理してまと
め、発表する。

必要に応
じてをイ
ンター
ネットを
使い、資
料の収
集・整理
を行い課
題をまと
める。

特になし

③記録，整理し，自然の事物・現象を科学的に探究
する技能の基礎を身に付けている。

④地球と宇宙の動きについて理解し、それらが人間
生活に与えている影響と知識を身に付けている。

①意欲ある発
言を積極的に
行えるか。仲
間と協同して
意見をまとめ
ようとする
か。意見に根
拠があるか。
②実験レポー
トにて、考察
力を評価す
る。
③実験の内容
を理解したう
えで、手順が
よどみなく行
えるか。繰り
返しの技術が
次第に身につ
くか。
④定期考査・
小テスト

定期試験・提
出された課題
とノートの内
容。

課題または意見を
整理してまとめ、
発表する。

　熱の性質やエネルギーの移り変わりなどについて
調べようとする。
　熱の測定方法と単位を理解し，発熱のしくみや熱
運動とその伝わり方を調べて考えることができてい
　熱運動のエネルギーと温度の関係について考え，
熱量の保存と様々な熱の発生についてわかる。
　エネルギー保存の法則について理解し，エネル
ギーの効率的利用についてわかる。
①地球と宇宙に興味・関心をもち、意欲的に探究し
ようとするとともに，科学的な見方や考え方を身に
付けている。

　食生活と衣生活について，食品および衣料を，化
学の観点から調べようとする。
　食物に含まれる栄養素の種類とエネルギーについ
て考えることができる。
　食品の成分とエネルギー，主な栄養素の種類と働
きについてわかる。
　繊維の種類と分類，性質を理解し，様々な染料と
洗剤の働きについて考えることができる。
　繊維の種類と性質について観察と実験を行い，石
鹸をつくって洗剤の働きを調べ，表している。
　繊維の種類と分類について考え，それぞれの性質
を調べ，染料と洗剤のしくみについてわかる。

　光が生物の行動にどのように関係しているか関心を持
ち、光と生物の行動を意欲的に調べようとする。

②光と生物の行動について科学的に考察し，導き出した
考えを的確に表現している。

③光と生物の行動について、過程や結果を的確に記録，
整理し，自然の事物・現象を科学的に探究する技能の基
礎を身に付けている

④光と生物の行動について，理解し，知識を身に付けて
いる。

評価方法 評価方法

Ｂ　エネルギーの利用
　エネルギーの相互変換、熱機
関、エネルギーの有効利用

第２章　熱の性質とその利用

　熱と温度、熱量、電流による
発熱、熱の伝わり方

食物のもとを作る葉緑体、光合
成と光合成産物、光合成色素、
光の強さと光合成、光合成と植
物の形態、植物の発芽と光、植
物の成長と光、植物の成長運動
と光、花芽の形成と光

Ａ　食品の科学

中間試験・期末試験、実験・観察レポー
ト、定期的な課題と授業ノートの内容を
総合して5点刻みの100点法で評価す

る。

①意欲ある発言を積極的に行
えるか。仲間と協同して意見
をまとめようとするか。意見
に根拠があるか。

②実験レポートにて、考察力を
評価する。

教科 科目 教科書等

理科 科学と人間生活 啓林館　科学と人間生活

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解

自然の事物・現象に対する関心や探究心
を高め，目的意識をもって観察，実験な
どを行，科学的に探究する能力と態度を
育てるとともに自然の事物・現象につい
ての理解を深め，科学的な自然観を育成
する。

自然の事物・現象に関心や探
究心をもち，意欲的にそれら
を探究しようとするととも
に，科学的態度を身に付けて
いる

自然の事物・現象の中に問題を
見いだし，探究する過程を通し
て，事象を科学的に考察し，導
き出した考えを的確に表現して
いる。

観察，実験を行い，基本操作
を習得するとともに，それら
の過程や結果を的確に記録，
整理し，自然の事物・現象を
科学的に探究する技能を身に
付けている。

自然の事物・現象について，基
本的な概念や原理・法則を理解
し，知識を身に付けている。

科目
評価の割合（％） 40% 20%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

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，身近な事物・現象に関する観察，実
験などを通して理解させ，科学的な見方
や考え方を養うとともに，科学に対する
興味・関心を高める。

自然と人間生活との関わり及
び科学技術が人間生活に果た
してきた役割について興味・
関心をもち意欲的に探究しよ
うとする.

自然と人間生活との関わり及び
科学技術が人間生活に果たして
きた役割について、問題を見い
だし、観察，実験などを通し
て，事象を科学的に考察し，導
き出した考えを的確に表現でき
る。

観察，実験などの基本操作を
習得するとともに、それらの
過程や結果を的確に記録，整
理し，自然の事物・現象を科
学的に探究する技能の基礎を
身に付けている。

自然と人間生活との関わり及び
科学技術が人間生活に果たして
きた役割について，観察，実験
などを通して理解し，知識を身
に付けている。

言語活動

③実験の内容を理解したうえ
で、手順がよどみなく行える
か。繰り返しの技術が次第に
身につくか。

④定期考査・小テスト

10% 30%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

第１部　生命の科学
第１章　生物と光

Ｂ　ヒトの視覚と光

第２部　物質の科学

Ａ　植物の生育と光

　眼の構造と働き

Ｃ　動物の行動と光
　光に対する動物の反応、生物
発光と行動、概日リズムと体内
時計、ヒトの健康と光

第1章　食品と衣料

Ｂ　太陽と人間生活
　太陽表面の様子、太陽からの
エネルギー
Ｃ　天体の運行と人間生活
　星や太陽の動きと時刻、太陽
や月の動きと暦
第２章　自然景観と自然災害

第４部　宇宙や地球の科学
第１章　身近な天体と太陽系に
おける地球
Ａ　太陽系の中の地球
　宇宙観の変遷、太陽系の天体

②地球と宇宙の動きに関して起こる様々な事象を科
学的に考察し、導き出した考えを的確に表現してい
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

3 １年

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

①
4

リズムダンス ②

フォークダンス ③
5

陸上競技（短距離走） ①

体つくり運動 ②

6 選択Ⅰバドミントン ①
選択Ⅰ卓球 ①

②

水泳 ①
7 ③

④

8

体つくり運動 ①
9

①

10 体育理論 ④

ダンス ①

③
11

体育理論 ④
12

陸上競技（長距離走） ②

1 長距離走 ③

2 選択Ⅱバレーボール ②

選択Ⅱバスケットボール ③
3

１
学
期

iPadや
映像カメラ

iPadや
映像カメラ

オリエンテーション

ラジオ体操・集団行動

身体のさまざまな部位を動かすことで心地よさや楽しさを味わ
おうとしている。

ダンスを生涯にわたってたのしむための自己に適した関わり方
を見つけている

フォークダンスでは踊り方の特徴を強調して、音楽に合わせて
ステップを使い、ダンスの動きができている。

これまでの学習を踏まえて、自己や仲間の挑戦する課題を設定
している。

問題解決の過程を踏まえて、取り組んできたチームや自己の目
標と成果を検証し、課題を見直している。

体ほぐしのねらいを踏まえて、自己の課題に応じた活動を選ん
でいる。

スポーツの歴史、文化的特性や現代スポーツについて知識を深
めている。

体つくり運動を生涯にわたって楽しむための実生活で継続しや
すい自己に適した行い方を見つけている

水泳の学習に、自主的に取り組もうとしている。

クロール・平泳ぎの泳法をマスターし、早く泳いだり、長く泳
ぐことを身につけている。

授業態度、実技、実技評価、単元ごとの課題
について、観点別に100点法で評価する。最
終的に上記すべての評価結果を数値化し、そ
の総合点をもとに各学期末における評価点を
決定する。また、各学期末の評価点をもとに
学年末の評価点を決定し、最終的に「評定」
（５段階）を決定する。

授業における出席状況や行動
観察により、意欲を持って自
主的・自発的に取り組むこと
により評価する。

運動の取り組み方を工夫してい
るか行動観察を行い、個人及び
集団の技能を高めるための計画
を自ら立案できるか評価する。

運動の特性に応じて、個人及
び集団技能の正確さや表現力
が身についているか評価す
る。

iPadや
映像カメラ

30% 10%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

教科 科目 教科書等

保健体育科 体 育 アクティブスポーツ（大修館書店）

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断 ③運動の技能 ④知識・理解
心と体を一体としてとらえ，健康・安全や運
動についての理解と運動の合理的，計画的
な実践を通して，生涯にわたって豊かなス
ポーツライフを継続する資質や能力を育てる
と
ともに健康の保持増進のための実践力の育成
と体力の向上を図り，明るく豊かで活力ある
生活を営む態度を育てる。

運動の楽しさや喜びを深く味わう
ことができるよう、運動の合理
的、計画的な実践に主体的に取り
組もうとする。また、個人生活及
び社会生活における健康・安全に
ついても関心をもち、意欲的に学
習に取り組もうとする。

生涯にわたる豊かなスポーツライ
フの実現を目指して自己や仲間の
課題に応じた運動の取り組み方や
健康の保持及び体力を高めるため
の運動の計画を工夫している。ま
た、個人生活及び社会生活におけ
る健康・安全について、課題の解
決を目指して考え判断し、それら
を表している。

運動の合理的な実践を通し
て、運動の特性に応じた段階
的な技能を身につけている。

運動の合理的，計画的な実践に関す
る具体的な事項及び生涯にわたって
豊かなスポーツライフを継続するた
めの理論について理解している。ま
た、個人生活及び社会生活における
健康・安全について、課題解決に役
立つ基礎的な事項を理解している。

科目
評価の割合（％） 30% 30%

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解運動の合理的，計画的な実践を通して，知識
を深めるとともに技能を高め，運動の楽し
さや喜びを深く味わうことができるように
し，自己の状況に応じて体力の向上を図る能
力を育て，公正，協力，責任，参画などに対
する意欲を高め，健康・安全を確保して，生
涯にわたって豊かなスポーツライフを継続す
る資質や能力を育てる。

運動の楽しさや喜びを深く味
わうことができるよう，公
正，協力，責任，参画などに
対する意欲をもち，健康・安
全を確保して学習に主体的に
取り組もうとする

生涯にわたる豊かなスポーツライ
フの実現を目指して自己や仲間の
課題に応じた運動の取り組み方を
工夫している。また、自己や仲間
の状況に応じて体力を高めるため
の運動を継続するための計画を工
夫している。

運動の合理的な実践を通し
て、運動の特性に応じて勝敗
を競ったり、攻防を展開した
り、表現したりするための各
領域の運動の特性に応じた段
階的な技能を身につけてい
る。

選択した運動の技能（技）の名称や行い
方、体力の高め方、課題解決の方法、練
習や発表の仕方、スポーツを行う際の健
康・安全の確保の仕方についての具体的
な方法、スポーツの歴史、文化的特性や
現代のスポーツの特徴、運動やスポーツ
の効果的な学習の仕方及び豊かなスポー
ツライフの設計の仕方を理解している。

運動技能や形、健康・安全の確
保が理解できているか、試合及
びルールについて理解できてい
るかを評価する。

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

スポーツの歴史、文化的特性や現代スポーツについて知識を深
めている。

健康や安全を確保するために、体調に応じて適切な練習方法選
んでいる。

球技を継続して楽しむための自己に適した関わり方を見つけて
いる。

ネット型では、空いた場所をめぐる攻防を展開するための役割
に応じたボール操作と連携した動きができる。

陸上競技の学習に主体的に取り組もうとしている。

健康・安全を確保して自主的に取り組もうとしている。

フェアーなプレイを大切にしようとしている。

現代的なリズムダンスでは、リズムの特徴を捉え変化とまとま
りを付けて、リズムに乗って全身で踊るための動きができてい
る。

自己に適したペースを維持して走ることができている。

互いの違いや良さを認め合おうとしている。

言語活動

授業態度、実技
,実技評価、単
元ごとの課題に
ついて評価す
る。

授業態度、実技
,実技評価、単
元ごとの課題に
ついて評価す
る。

グループや班での練
習法などの話合い
や、交流や発表

グループや班での練
習法などの話合い
や、交流や発表

授業態度、実技
,実技評価、単

元ごとの課題に
ついて評価す

る。

グループや班での練
習法などの話合い
や、交流や発表

水泳の事故防止に関する心得など、健康・安全を確保して学習
に主体的に取り組もうとしている。
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

1 1年

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

第1単元　現代社会と健康
4 健康の考え方と成り立ち ①

私たちの健康のすがた ③

5

生活習慣病とその予防 ①

6 ③

②

②
7

②

③

8

①
9

③

②
10

②

11 ①

②
12

①

1 ①

2 ①

3 ③

教科 科目 教科書等

保健体育 保健 最新高等保健体育改訂版

評価方法 評価方法

授業において出席状況や態度、自主的・自
発的に調べ学習やまとめ、意欲的に発表な
どができているかを評価する。

授業において、アクティブラーニングなどで、資
料の収集を行い、仲間とともに意見交換がなさ
れ、わかりやすくまとめる姿勢を行動観察し評価
する。

現代社会と健康、生涯を通じる健康、社会
生活と健康について関心をもち、意欲的に
学習に取り組もうとする。

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断

現代社会と健康、生涯を通じる健康、社会生活と
健康について、課題の解決を目指して総合的に考
え、判断し、それらを表している。

30% 30%

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解心と体を一体としてとらえ，健康・安全
や運動についての理解と運動の合理的，
計画的な実践を通して，生涯にわたって
豊かなスポーツライフを継続する資質や
能力を育てるとともに健康の保持増進の
ための実践力の育成と体力の向上を図
り，明るく豊かで活力ある生活を営む態
度を育てる。

運動の楽しさや喜びを深く味わう
ことができるよう、運動の合理
的、計画的な実践に主体的に取り
組もうとする。また、個人生活及
び社会生活における健康・安全に
ついても関心をもち、意欲的に学
習に取り組もうとする。

生涯にわたる豊かなスポーツライ
フの実現を目指して自己や仲間の
課題に応じた運動の取り組み方や
健康の保持及び体力を高めるため
の運動の計画を工夫している。ま
た、個人生活及び社会生活におけ
る健康・安全について、課題の解
決を目指して考え判断し、それら
を表している。

運動の合理的な実践を通して、
運動の特性に応じた段階的な技
能を身につけている。

運動の合理的，計画的な実践に関す
る具体的な事項及び生涯にわたって
豊かなスポーツライフを継続するた
めの理論について理解している。ま
た、個人生活及び社会生活における
健康・安全について、課題解決に役
立つ基礎的な事項を理解している。

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

科目
評価の割合（％）

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

③　知識・理解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。

現代社会と健康、生涯を通じる
健康、社会生活と健康につい
て、課題の解決に役立つ基礎的
な事項を理解している。

言語活動

授業の出席、態度、発表、レポート、課
題、提出物について観点別に評価する。
定期考査については、設問ごとに観点を
設定し、総合評価する。また、学年末に
ついては、学期ごとの評価点をもとに学
年末の評価点を決定し、「評定」（5段
階評定）を決定する。

定期考査により項目別に設問を
行い、どれだけ理解できている
かを点数化して評価する。ノー
トの課題、整理が効果的にでき
ているかも提出させて確認す
る。

40%

各期末及び学年末における評価について 評価方法

薬物乱用と健康

健康の考え方と成り立ちについて、資料を探したり、見たり読
んだりの学習活動に、意欲的に取り組もうとしている。

平均寿命の延びと死亡率の低下などの健康水準とその背景、生
活習慣病の増加や新たな健康問題について理解している。

健康に関する意思決定・行動選択
と環境づくり

②
健康に関する意思決定・行動選択の重要性、ヘルスプロモー
ションについて調べて理解し、整理したりして説明できる。

生活習慣病とその予防法について資料を探したり見たり読んだ
り、意欲的に取り組もうとしている。

食事と健康

運動・休養と健康

喫煙と健康

飲酒と健康

日常的な応急手当

心肺蘇生法の原理とおこない方

成長期には食事が重要な意味をもつこと，不適切な食事がさま
ざまな健康問題につながることについて理解している。

健康にとっての運動・休養の意味や、運動・休養のとり方につ
いて，課題を見つけ整理しそれらを説明している。

喫煙による健康影響や依存性などの課題を見つけ，調べたり整
理したりするなどして，それらを説明している。

飲酒による健康影響や依存性などの課題を見つけ，調べたり整
理したりするなどして，それらを説明している。

薬物乱用による健康影響や依存性などの課題を見つけ，調べた
り整理したりするなどして，それらを説明している。

感染症問題や感染症の予防対策について，見たり，読んだりす
るなどの学習活動に意欲的に取り組もうとしている。

性感染症・エイズが若者の間で問題となっていること，性感染
症・エイズは予防できることについて理解している。

欲求の種類，欲求不満に対処する適応機制について，課題を見
つけたり整理するなどして，それらを説明している。

心身相関のしくみ，ストレスの心理・要因について，課題を見
つけ整理したりするなどして，それらを説明している。

若者の交通事故の特徴や交通事故の発生要因について，課題を
見つけ整理したりするなどして，それらを説明している。

運転者に必要な資質と責任，安全な交通社会づくりについて，
見たり，読んだりして意欲的に取り組もうとしている。

心の健康のために

交通事故を防ぐために

交通事故の現状と要因

応急手当の意義とその基本

性感染症・エイズとその予防

感染症とその予防

欲求と適応機制

心身の相関とストレス

書画カメ
ラや映像

書画カメ
ラや映像

書画カメ
ラや映像

ストレスへのさまざまな対処方法，自己実現と心の健康の関係
について，資料を探したり，見たり，読んだりするなどの学習
活動に意欲的に取り組もうとしている。

応急手当の意義，傷病者を発見したときの行動について，資料
を探したり，見たり，読んだりするなどの学習活動に意欲的に
取り組もうとしている。

日常的なけがの応急手当の手順・方法，熱中症の応急手当の手
順・方法について，資料を探したり，見たり，読んだりするな
どの学習活動に意欲的に取り組もうとしている。

観察・発表・レ
ポート・定期考
査で総合的に評

価する

観察・発表・レ
ポート・定期考
査で総合的に評

価する

観察・発表・レ
ポート・定期考
査で総合的に評

価する

発表・レポートの作
成など

発表・レポートの作
成など

発表・レポートの作
成など

胸骨圧迫，人工呼吸，ＡＥＤの使用法，心肺蘇生法の各手順の
ポイントについて，基礎的な事を理解している。
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

5 1

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

Preparatory Lesson 1～4 ①④

4

5

6

Sound Practice 1,2

7

8
9

10

11

12

1 Lesson9

Space Elevator

2

3 Reading One Autumn Date ①④

保健、日本史

現代文、
世界史、地理

科学、世界史

言語活動

・英語圏の若者が用いる新種の言語について理解する。
・新種の言語の作り方を理解する。
・新種の言語が使われる理由を理解する。
・新種の言語がもたらす影響について理解する。
・新種の言語について意見交換する。
《関係代名詞（主格・目的格）、間接疑問文、It～that（形式
主語構文）

・バスコファイブ号の仕組みと周生さんが旅を始めた経緯を理
解する。
・アメリカ大陸での旅の経緯を理解する。
・周生さんの旅について意見交換する。
《過去分詞・現在分詞の形容詞的用法、過去完了、関係代名詞
what》
・英語の音声の特徴について理解する。

・世界遺産屋久島とエコツアーについて理解する。
・屋久島の地理と気候について理解する。
・百谷雲水峡とウィルソン株について理解する。
・縄文杉の特徴と現代まで残された経緯を理解する。
・エコツアーや屋久島について意見交換する。
《S＋V＋O＋to不定詞、S＋V（使役動詞）＋O＋原形、

・血液型に対する日本人と外国人の関心の違いを理解する。
・日本人が血液型に関心を持つ2つの理由を理解する。
・血液型と性格についての科学者の意見を理解する。
・血液型と性格の関連について意見交換する。
《進行形、助動詞、受動態》

・高校英語の学習に必要な基礎知識を身につける。
（文を作る要素と品詞、英語の文構造、句と節、文の種類）

・カレーのルーツとイギリスで普及した経緯を理解する。
・明治時代にカレーが日本中に普及した経緯を理解する。
・日本初のカレー関連食品の世界への広がりを理解する。
・カレーなどの食べ物について意見交換する。
《動名詞、現在完了形》

・日本の制服事情を理解する。
・海外の制服について理解する。
・6カ国の高校の制服採用率と制服に対する意見の違いを理解
する。
・制服について意見交換する。
《不定詞（名詞的用法）、原級・比較級・最上級を使った比
較》

・英語の音声の特徴について理解し、聞き取ることができる。

・ゴリラと人間との類似性を理解する。
・ゴリラが平和的に争いを回避する方法を理解する。
・ゴリラの絶滅とスマートフォンとの関係について理解する。
・コミュニケーションスタイルや絶滅危惧種などについて意見
交換する。
《不定詞（副詞的・形容詞的用法）、It～to（形式主語構
文）》

・通訳者の過酷な仕事について理解する。
・長井さんの卓越した仕事ぶりを理解する。
・長井さんが仕事の準備を大切にしていることを理解する。
・長井さんが人々の思いまで伝えたいと考えていることを理解
する。
・通訳の仕事や長井さんについて意見交換する。
《S＋V（知覚動詞）＋動詞原形/現在分詞、現在分詞の分詞構
文》

評価方法

Lesson1
What Can Blood Type Tell Us?

Lesson2
Curry Travels around the World

①②
③④

①②
③④

グループワー
ク、ペアワー
ク等各活動、
ワークシー
ト、ノート、
課題への取り
組み、パ
フォーマンス
テスト、定期
考査などを総
合的に評価す
る。

①②
③④

①②
③④

①②
③④

①②
③④

①②
③④

・宇宙エレベーターの実現性について理解する。
・宇宙エレベーターの仕組みを理解する。
・宇宙エレベーターのケーブルに必要な材質とカーボンナノ
チューブとの関連を理解する。
・宇宙エレベーターの利点と未来への展望を理解する。
・宇宙旅行や発明について意見交換する。
《仮定法過去、助動詞を含む受動態、倍数表現、seemを使っ
た表現》

・トルコ航空機による日本人救出劇の概要を理解する。
・エルトｳール号の事故の経緯を理解する。
・トルコ人の生存者に対する大島村民の献身的な関わりを理解
する。
・トルコ人の生存者が無事に帰国した経緯と両国の友情につい
て理解する。
・アユコとトニーの出会いとテートの経緯を理解する。
・トニーの勘違いの内容を理解する。

単元及び指導事項 評価規準

ワークシートを元
に自分の意見を書
いたり、その意見
をペアまたはグ
ループで伝えあ
う。

ＩＣＴ

３
学
期

Lesson3
School Uniforms

Lesson4
Gorillas and Humans

Lesson5
'gr8' or great?

Lesson6
Biodiesel Adventure

Sound Practice 3,4
Lesson7
Eco-tour in Yakushima

Lesson８
Mariko Nagai, Super Interpreter

Lesson10
Friendship over Time

①②
③④

①②
③④

①②
③④

定期考査の成績、および上記評価の観点
に基づき、授業中の活動、発表、小テス
ト、課題への取り組み、パフォーマンス
テストなど総合的に評価する。

授業態度や課題、課題考査へ
の取り組みにより評価する。

定期考査により評価する。 パフォーマンステストにより
評価する。

小テストや定期考査により評価
する。

科目

評価の割合（％） 20% 10%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解英語を通じて、積極的にコミュニケー
ションを図ろうとする態度を育成すると
ともに、情報や考えなどを的確に理解し
たり適切に伝えたりする基礎的な能力を
養う。

コミュニケーションに関心を
もち、積極的に言語活動を行
い、コミュニケーションを図
ろうとする。

英語を正確に聞いたり読んだり
して、情報や考えなどを的確に
理解している。

英語を正しく聞き取ったり、
外国語で話したり書いたりし
て、情報や考えを適切に伝え
ている。

英語の学習を通して、言語やそ
の運用についての知識を身につ
けているとともに、その背景に
ある文化などを理解している。

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解外国語を通じて、言語や文化に対する理
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り、情報
や考えなどを的確に理解したり適切に伝
えたりするコミュニケーション能力を養
う。

コミュニケーションに関心を
もち、積極的に言語活動を行
い、コミュニケーションを図
ろうとする。

外国語を正確に聞いたり読んだ
り、外国語で話したり書いたり
して、情報や考えなどを的確に
理解し、適切に伝えている。

外国語を正しく聞き取った
り、外国語で話したり書いた
りして、情報や考えを適切に
伝えている。

外国語の学習を通して、言語や
その運用についての知識を身に
つけているとともに、その背景
にある文化などを理解してい
る。

20% 50%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

教科 科目 教科書等

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ LANDMARK Fit English Communidation Ⅰ, Vision Quest English Grammar 24, Word Navi 3000
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 1

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

「第１ローテーション」
学習のはじめに・素描について

デッサン用具（木炭）の使用方法

・静物（黒い色彩のある静物）

・静物（複数モチーフ）

・石膏像（首像） ③

・人物（コスチューム） 

7 ・自画像

・制作展のための制作

「第２ローテーション」
学習のはじめに・素描について

デッサン用具（木炭）の使用方法

・静物（複数モチーフ）

・構成デッサン（静物モチーフ）

2
①②
④

①②
④

①

③

③

③

③

③

③

空間（手前と奥の取り扱いの差、シャープさの度合いの違
い、トーンの違い等を駆使して、前後の関係を適確に表し
ているか。静物モチーフでは床面の影の表現に留意し、平
面に置かれた状態をきちんと表しているか）

描きこみ・密度（一つの作品に多く手が入り、多くの情報
がつまっているデッサンを描いているか）

③

①②
③④

①②
③④

①

① 講評記録への記入状況

放課後等の自主学習状況①

① 提出期限を守っているか

量感（観察を深め、描き込みの度合いを増して、モチーフ
の構造を把握し、重さを表現しているか）

言語活動

授業態度、実技テスト、単元ごとの課題
について観点別に１００点法で評価す
る。最終的に上記すべての評価結果を数
値化し、その総合点をもとに各学期末に
おける評価点を（１００点法）を決定す
る。

素描実技の各時間の取り組み
状況や出席状況、また、放課
後等の自主学習状況、単元ご
との講評記録を総合的に評価
する。

制作の際の、教員との質疑応答
など、言語活動を通して、モ
チーフに対する見方、考え方、
感じ方を持って表現しているか
を評価する。

単元ごとの作品により総合的
に評価する。

1 ・人物（コスチューム） 

12

4

5

6

9

8

10

・静物（黒い色彩のある静物）

教科 科目 教科書等

芸術 素描（木炭） 日文　高校美術１

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解

美術に関する専門的な学習を通して、美
的体験を豊かにし、感性を磨き、創造的
な表現と鑑賞の能力を高めるとともに、
美術文化の発展と創造に寄与する態度を
育てる。

美術文化を尊重し、主体的、
創造的に美術の学習に取り組
もうとする

感性や想像力を働かせて感じ
取ったことや考えたことなどを
基に豊かに発想し、よさや美し
さなどを考え、創造的・機能的
で個性豊かな表現の構想を練っ
ている。

創造的な表現活動をするため
に必要な造形感覚や専門的な
技能を身につけ、表現方法を
工夫して表現している。

美術作品や文化遺産・美術文化
などについて理解を深め、感性
や想像力を働かせて価値や美意
識を感じ取り、創造的に味わっ
ている。

11

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

対象のイメージや空間を把握し、造形表
現の基礎となる観察力と描写力を高め
る。

モチーフの形態や光に対する
感動を基に、主体的に表現す
る。モチーフの構造を考え、
内面や本質を描こうという態
度で臨む。

明暗と形体、面や質感、量感、
空間、動勢などの造形要素を理
解し、表現の構想を練る。

モチーフを深く観察して、対
象の特徴をつかむ力を身につ
ける。木炭や他の素描用具の
使い方など、意図に応じて創
造的に活用する。

生徒相互で作品を鑑賞しあうこ
とで、美術作品や文化遺産、美
術文化などについて理解を深
め、感性や想像力を働かせて作
者の意図や心情や美意識を感じ
取り、創造的に味わっている。

明暗と形体、面や質感、量感、
空間、動勢などの造形要素を理
解し、それらをもとにした自他
の作品についての発表をもと
に、評価する。

50% 15%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

発問に対する発表
毎時記録記入
講評記録記入

講評発表

発問に対する発表
毎時記録記入

毎時記録
講評記録
作品評価

観察
毎時記録

石膏像の場合
は歴史や地理
に少し触れ

る。

静物の場合は
理科や工業に
少し触れる。

日常の指導で
は国語の能力
を必要とす

る。

形の正確さ（計り棒などを正しく用いて、比例、位置関係
などを計り、正しい形をとらえているか）

パソコ
ン・ビデ
オ・モニ
ター等を
使用して
の映像視
聴による
参考作品

鑑賞

毎時記録への記入状況

画面計画（画面を通して見せるものと見せないものの計画
があるか）

モチーフの中にあるさまざまな要素のつながり（光・影・
形・面・質感・空間・奥行き等の発見をしているか）

光の方向（明部の流れ、暗部の流れ、ハイライト等を適確
に表現し、光源の位置を感じさせているか）

質感（木炭素描用具を工夫して用いてモチーフの材質感を
描き分けているか）

立体感（明暗を正しく描き分け、面の向きがきちんと表現
され、立体感が感じられるか）

構図の意識（紙面に適確な位置、大きさで描かれている
か）

発問に対する発表状況（よく考えて発言しようとしている
か）

講評発表において、表現意図や鑑賞内容について理由を含
めた説明をしているか

友達や先輩の作品を鑑賞する姿勢

毎時記録記入

講評記録記入

発問に対する発表

作品評価

発問に対する発表
講評記録記入

講評発表

毎時記録

講評記録

観察

講評発表
講評記録

科目
評価の割合（％） 20% 15%

１
学
期

・石膏像（首像）

観察し描こうとする姿勢（よく見ようとしているか）

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

①

①

準備や片付けの態度（作業内容を把握し協力し合っている
か）

・実技テスト
・自画像（春休み課題を兼ねる）

3
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 1

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

「第１ローテーション」
4 学習のはじめに ①

素描について ②
デッサン用具の使用方法
・手 ③

5 ・幾何形体（木片、球、円錐）
・静物 ④
（ジョッキ・レンガ、ホース）
・石膏像 ⑤ ＩＣＴ
（青年マルス） 図書館

6 ⑥
・静物 

⑦
7

⑧
・自画像

⑨
⑩

8
①
②

・石膏像
9 （メディチ） ③

「第２ローテーション」 ④
学習のはじめに

10 素描について ⑤
デッサン用具の使用方法 ＩＣＴ

⑥ 図書館

・手

・幾何形体（木片、球、円錐）
11

⑦
・静物
（ジョッキ・レンガ、ホース） ⑧

12
・石膏像 ⑨
（青年マルス） ⑩

1 ・静物 

ＩＣＴ
図書館

2 ・自画像

3 石膏像
（メディチ）

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

・構図（紙面に適確な位置、大きさで描かれている。）

言語活動

・立体感（明暗を正しく描き分け、面の向きがきちんと
表現され、立体感が感じられる。）

・量感（観察を深め、描き込みの度合いを増して、モ
チーフの構造を把握し、重さを表現する。）

(自己評価表)

・質感（鉛筆での様々なテクニックを用いて、モチーフ
の材質感を描き分ける。）

・描きこみ、密度（一つの作品に多く手が入り、多くの
情報がつまっているデッサンを描く。）

・光の方向（明部の流れ、暗部の流れ、ハイライト等を
適確に表現し、光源の位置を感じさせる。）

・空間（手前と奥のコントラストの差、シャープさの度
合　いの違い、鉛筆の発色の違い等を駆使して、前後の
関係を適確に表す。床面の影の表現に留意し、平面に置
かれた状態をきちんと表す。）

・量感（観察を深め、描き込みの度合いを増して、モ
チーフの構造を把握し、重さを表現する。）

・構図（紙面に適確な位置、大きさで描かれている。）

・形の正確さ（計り棒などを正しく用いて、比例、位置
関係などを計り、正しい形をとらえている。）

科目
評価の割合（％） 15% 15%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

対象のイメージや空間を把握し、造形表
現の基礎となる観察力と描写力を高め
る。

モチーフの形態や光に対する
感動を基に、主体的に表現す
る。モチーフの構造を考え、
内面や本質を描こうという態
度で臨む。

明暗と形体、面や質感、量感、
空間、動勢などの造形要素を理
解し、表現の構想を練る。

明暗と形体、面や質感、量
感、空間、動勢などの造形要
素を理解し、表現の構想を練
る。

参考作品のよさや美しさを味わ
い、表現の仕方のよさを感じ取
る。目指す作品と自作との違い
に気づき、長所と課題点を自分
で理解できる。

授業での作品、休日課題、デッサンレ
ポート(自己評価表)、出席状況による総
合評価。作品については、５段階を基準
に大きく分けて評価する。最終的に上記
のすべての評価結果を数値化し、その総
合点をもとに各学期末における評価点(１
００点法)を決定する。

鉛筆構成の各時間の取り組み
状況や出席状況、また、放課
後等の自主学習状況、単元ご
との自己評価シートを総合的
に評価する。

主題制作の際の、教員との質疑
応答など、言語活動を通して、
モチーフや題材に対する見方、
考え方、感じ方などのコンセプ
トをもって表現しているかを評
価する。

単元ごとの作品により、総合
的に評価する。

鉛筆構成における構図、形、色
味、空間等を理解し、それらを
もとに、自他の作品についての
発表をもとに評価する。

50% 20%

各期末及び学年末における評価について

教科 科目 教科書等

美術 構成 高校生の美術１

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解

美術に関する専門的な学習を通して、美
的体験を豊かにし、感性を磨き、創造的
な表現と鑑賞の能力を高めるとともに、
美術文化の発展と創造に寄与する態度を
育てる。

美術の創造活動の喜びを味わ
い、美術や美術文化に関心を
持ち、主体的に表現や鑑賞の
創造活動に取り組もうとす
る。

感性や想像力を働かせて、主題
を生成し、創造的な表現の構想
を練っている。

創造的な美術の表現をするた
めに必要な技能を身に付け、
表現方法を工夫して表してい
る。

美術や美術文化を幅広く理解
し、そのよさや美しさを創造的
に味わっている。

評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

（ボウル・ホース・木片
・ストライプ布）

（ボウル・ホース・木片
・ストライプ布）

・提出期限を守る。

(自己評価
表)、出席状
況

デッサンレポート
(自己評価表)
自分の作品の説明

デッサンレポート
(自己評価表)

自分の作品の説明

デッサンレポート

・出席状況。制作や準備、片付けの態度。

・提出期限を守る。
・出席状況。制作や準備、片付けの態度。

・形の正確さ（計り棒などを正しく用いて、比例、位置
関係などを計り、正しい形をとらえている。）

・立体感（明暗を正しく描き分け、面の向きがきちんと
表現され、立体感が感じられる。）

1，2学期と同様。

石膏像の場合
は歴史や地理
に少し触れ
る。静物の場
合は理科、工
業に少し触れ
る。日常の指
導では国語の
能力を必要と
する。

授業での作
品、休日課
題、デッ 自分の作品の説明

(自己評価
表)、出席状
況

石膏像の場合
は歴史や地理
に少し触れ
る。静物の場
合は理科、工
業に少し触れ
る。日常の指
導では国語の
能力を必要と
する。

石膏像の場合
は歴史や地理
に少し触れ
る。静物の場
合は理科、工
業に少し触れ
る。日常の指
導では国語の
能力を必要と
する。

授業での作
品、休日課
題、デッ

(自己評価
表)、出席状
況

・質感（鉛筆での様々なテクニックを用いて、モチーフ
の材質感を描き分ける。）

・空間（手前と奥のコントラストの差、シャープさの度
合　いの違い、鉛筆の発色の違い等を駆使して、前後の
関係を適確に表す。床面の影の表現に留意し、平面に置
かれた状態をきちんと表す。）

・光の方向（明部の流れ、暗部の流れ、ハイライト等を
適確に表現し、光源の位置を感じさせる。）

・描きこみ、密度（一つの作品に多く手が入り、多くの
情報がつまっているデッサンを描く。）

授業での作
品、休日課
題、デッ
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 1

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

図書館

①
②
③

言語活動

技法や材料、用具の特性や効果を主体的に生かし、表現
方法を創意工夫しながら表現している。

④
他の生徒の作品のよさや美しさ、作者の意図や表現の工
夫を感じ取り、創造的に味わっている。

批評会での発表
観察、姿勢
作品

観察、発表

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

１
学
期

4
〈第１ローテーション〉          着
彩画1　                        瓶（人

工物）

①
モデルに興味を持って観察し、特徴を理解した上で感じ
取ったことを表現することに関心を持っている。

観察
スケッチ

②
モデルらしさを表現するために、形体、色彩、構成など
を工夫して創造的な表現の構想を練っている。

観察、作品

③

　創造的な表現活動をするた
　めに必要な造形感覚や専門
　的な技能を身に付け、表現
　方法を創意工夫して表現し
　ている。

美術作品や文化遺産、美術文化など
について理解を深め、感性や想像力
を働かせて価値や美意識を感じ取
り、創造的に味わっている。

科目

評価の割合（％） 15% 15%

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

  いろいろな表現形式による着彩画表現に
関する学習を通して、表現と鑑賞の能力
を高める。

　美術文化を尊重し、主体的
　創造的に着彩画制作に係わ
　る諸要素の理解や表現の可
　能性に取り組もうとする。

　着彩画の独特な色彩効果と空
　間表現などについて理解し、
　よさや美しさなどを考え、創
　造的で個性豊かな表現の構想
　を練っている。

　創造的な着彩画を描くため
　に必要な水彩絵の具の特性
　・制作手順を理解し、紙質
　や地肌を生かして創意工夫
　して表現している。

透明水彩の特性や、筆の特性につい
て理解している。

授業態度、単元ごとの課題について観点
別に100点法で評価する。最終的に上記
すべての評価結果を数値化し、その総合
点をもとに各学期末における評価点
（100点法）を決定する。

50% 20%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

教科 科目 教科書等

美術 絵画（着彩） 日文「高校の美術１」

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解

　美術に関する専門的な学習を通して、
　美的体験を豊かにし、感性を磨き、
　創造的な表現と鑑賞の能力を高める
   とともに、美術文化の発展と想像に
　寄与する態度を育てる。

　美術文化を尊重し、主体
　的、創造的に美術の学習
　に取り組もうとする。

　感性や想像力を働かせて感じ
　取ったことや考えたことなど
　を基に豊かに発想し、よさや
　美しさなどを考え、創造的・
　機能的で個性豊かな表現の構
　想を練っている。

5

　着彩画２
　　　りんご（自然物）

①
モデルに興味を持って観察し、特徴を理解した上で感じ
取ったことを表現することに関心を持っている。

観察
スケッチ

6
　着彩画３

　　貝や魚など（自然物）

モデルに興味を持って観察し、特徴を理解した上で感じ取ったことを表現することに関心を持っている。 観察,スケッチ

④

②
モデルらしさを表現するために、形体、色彩、構成など
を工夫して創造的な表現の構想を練っている。

観察、作品

③
技法や材料、用具の特性や効果を主体的に生かし、表現
方法を創意工夫しながら表現している。

観察、姿勢
作品

④
他の生徒の作品のよさや美しさ、作者の意図や表現の工
夫を感じ取り、創造的に味わっている。

観察、発表

批評会での発表

モデルを正確に表現するために、形体、色彩、構成などを工夫して創造的な表現の構想を練っている。 観察、作品

技法や材料、用具の特性や効果を主体的に生かし、表現方法を創意工夫しながら表現している。 観察、姿勢,作品

他の生徒の作品のよさや美しさ、作者の意図や表現の工夫を感じ取り、
創造的に味わっている。

観察、発表

批評会での発表

2

3

各学期末の評価点（５点刻み１００点法）をもとに学年末の評価点（５点刻み１００点法）を決定し、それをもとに最終的に
「評定」（５段階評定）を決定する。

２
学
期

8

第１ローテー
ションと 同じ

図書館

9

10

11

12

〈第３ローテーション〉
　　　第１ローテーションと同じ

〈第３ローテーション〉　第１ローテーションと同じ
第１ローテー
ションと 同じ

批評会での発表

３
学
期

1

図書館

7

〈第２ローテーション〉
　　　第１ローテーションと同じ

〈第２ローテーション〉第１ローテーションと同じ 批評会での発表
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 1

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

モチーフに興味を持ち、その特性（質感や形体）を理解し 用具の説明
4 感じ取ったことや考えたことを表現することに関心を持つ ドローイング

主題を効果的に表現するために、形体、色彩、構成などを工夫 下層部描写 講評会発表 図書館
して創造的な表現の構想をねっている。 ドローイング
油画の技法や材料、用具の特性や効果を主体的に生かし、 中層部描写

5 目的や意図に応じて表現方法を工夫しながら表現している。 ドローイング
他の生徒の作品のよさや美しさ、作者の意図や表現の工夫を 上層部描写
感じ取り、理解しようとしている。 ドローイング
空間の美しささどを考えて表現することに関心を持ち、主体的 キャンバス
に主題を生成し、構想を練ろうとしている。 下書き

6 主題を生成し、油画の表現形式の特性を生かして、形、色彩、 下層部描写
構成などを工夫して創造的な表現の構想を練る 講評会発表 図書館
油画の技法や材料、用具の特性や効果を生かし、主題を追求し 下層部描写
目的や意図に応じて表現方法を工夫しながら表現している。

他の生徒の作品のよさや美しさ、作者の意図や表現の工夫を 中層部描写
7 感じ取り、理解を深めようとしている。

① 描画材料の特性を生かして、創意工夫している 中層部描写
② 自らの主題を基に、造形的な美しさの調和を考えている 上層部描写
③ 主題に応じた効果的な油彩画の技法で表現している 上層部描写 講評会発表 図書館

他の生徒の作品の美しさや作者の心情や意図と表現の工夫など 講評
感じ取り、作品などについて理解を深めている

8

　　　　　　第１ローテと同じ

9

10 〃 〃

11

12

1

　　　　　　第１ローテと同じ

〃 〃 〃
2

3

　・人物画（ボードキャンバス）

④

授業態度、実技テスト、単元ごとの課題
について観点別に１００点法で評価す

る。最終的に上記すべての評価結果を数
値化し、その総合点をもとに各学期末に
おける評価点を（１００点法）を決定す

る。

絵画の多様な表現方法に幅広
く関心をもち、意欲的、主体
的に主題を生成して構想を練
り、目的や計画を基に表現し

ようとする。

②
　・静物画（ボードキャンバス）
　・静物画（Ｆ１５キャンバス）

③

④

油彩画（色彩表現・材料の特質）

中間講評会等の言語活動を通し
て、モチーフや題材に対する見
方、課題の把握、理解とそこか
らの発想のあり方、コンセプト
をもって表現しているかを評価

する。

絵画性を反映した画面構成と
構築力、絵の具と溶剤、支持
体（画布）への興味と理解、
及び具象性・抽象性を問わず
イリュージョンを成立させる
表現方法の工夫を評価する。

講評会をとうして自己作品の言
語化やプレゼンテーション、他
者作品の感想や理解、レポート

をもとに評価する。

50% 15%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

教科 科目 教科書等

芸術 絵画 日文　高校美術１

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解

美術に関する専門的な学習を通して、美
的体験を豊かにし、感性を磨き、創造的
な表現と鑑賞の能力を高めるとともに、
美術文化の発展と創造に寄与する態度を
育てる。

美術文化を尊重し、主体的、
創造的に美術の学習に取り組
もうとする

感性や想像力を働かせて感じ
取ったことや考えたことなどを
基に豊かに発想し、よさや美し
さなどを考え、創造的・機能的
で個性豊かな表現の構想を練っ
ている。

創造的な表現活動をするため
に必要な造形感覚や専門的な
技能を身につけ、表現方法を
工夫して表現している。

美術作品や文化遺産・美術文化
などについて理解を深め、感性
や想像力を働かせて価値や美意
識を感じ取り、創造的に味わっ
ている。

科目
評価の割合（％） 20% 15%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

基礎的な油彩画の表現形式（油彩画やに
よる絵画表現）に関する学習を通して、
表現と鑑賞の能力を高める。またドロー
イングやクロッリキーも含む

油彩画による美術文化を尊重
し、主体的、創造的に油彩画
の学習に取り組もうとする

個々の感性や想像力を働かせて
感じ取ったことや考えたことな
どを基に豊かに発想し、油彩画
のよさや美しさなどを考え、創
造的・機能的で個性豊かな表現
の構想を練っている。

油彩画の創造的な表現活動を
するために必要な造形感覚や
専門的な技能を身につけ、表
現方法を工夫して表現してい
る。

油彩画の作品や油彩画独自の遺
産・油画文化などについて理解
を深め、感性や想像力を働かせ
て価値や美意識を感じ取り、創
造的に味わっている。

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

①
〈第１ローテション〉

②
油彩画（画面構成）

   ・静物画（ボードキャンバス）
③

④

①
〈第１ローテション〉

油彩画（空間構成・質感表現）

言語活動

〃
〃

〃

〈第２ローテション〉

〈第３ローテション〉
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

6 1

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4

5

①
②

6 ③
④

7

8

9

10

11

12

1

2

3

言語活動

（2）素材を知る
　　　　（石膏取り）

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

＜第１ローテーション＞

（１）友達をモデルに～首像制作
～
　　　　（具象的な作品）

科目
評価の割合（％） 20% 15%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

いろいろな材料による彫刻など立体造形
の表現に関する学習を通して、表現と鑑
賞の能力を高める。

彫刻文化を尊重し、主体的、
創造的に塑像の学習に取り組
もうとする。

感性や想像力を働かせて感じ
取ったことや考えたことなどを
基に、豊かな主題を発想し、よ
さや美しさなどを考え、創造的
で個性豊かな塑像の構想を練っ
ている。

創造的な塑像活動をするため
に必要な造形要素（量感、均
衡、動勢、面、空間）や粘土
の性質を理解した造形力を身
に付け、表現方法を創意工夫
して表現している。

生徒相互で作品を鑑賞しあうこ
とで、美術作品や文化遺産、美
術文化などについて理解を深
め、感性や想像力を働かせて作
者の意図や心情や美意識を感じ
取り、創造的に味わっている。

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解

美術に関する専門的な学習を通して，美
的体験を豊かにし，感性を磨き，創造的
な表現と鑑賞の能力を高めるとともに，
美術文化の発展と創造に寄与する態度を
育てる。

美術文化を尊重し、主体的、
創造的に美術の学習に取り組
もうとする。

感性や想像力を働かせて感じ
取ったことや考えたことなどを
基に豊かに発想し、よさや美し
さなどを考え、創造的・機能的
で個性豊かな表現の構想を練っ
ている。

創造的な表現活動をするため
に必要な造形感覚や専門的な
技能を身に付け、表現方法を
創意工夫して表現している。

美術作品や文化遺産、美術文化
などについて理解を深め、感性
や想像力を働かせて価値や美意
識を感じ取り、創造的に味わっ
ている。

教科 科目 教科書等

美術 彫刻Ⅰ 日本文教出版「高校生の美術１」、授業プリント

50% 15%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

授業態度、単元ごとの課題【首像作品
（具象的な作品）、身の回りからの発想
作品（抽象的な作品）】について観点別
に100点法で評価する。最終的に上記す
べての評価結果を数値化し、その総合点
をもとに各学期末における評価点（100

点法）を決定する。

彫刻実技の各時間の取り組み
状況や出席状況、また、放課
後等の自主学習状況、単元ご
との自己評価シートを総合的
に評価する。

主題制作の際の、教員との質疑
応答など、言語活動を通して、
モチーフや題材に対する見方、
考え方、感じ方などのコンセプ
トをもって表現しているかを評
価する。

単元ごとの作品により、総合
的に評価する。

塑像における量感や均衡、動静
を理解し、それらをもとに、自
他の作品についての発表をもと
に、評価する。

手順を理解した上で、先を考え行動している。 観察、作品
石膏の堅さを調整して石膏取りしている。 観察、作品
お互いの進度を確認し、機能美を味わっている。 観察、姿勢

＜第３ローテーション＞

（３）身近な事柄をテーマに
　　　　（抽象的な作品）

＜第2ローテーション＞ 第１ローテーションに同じ

第１ローテーションに同じ

①
自然の一部である人物造形のよさを尊重し、主体的、創
造的に制作に取り組もうとしている。

観察、スケッチ

☆発問に対する発
表

☆講評会での発表

②
視線や姿勢、髪の流れなどを意識して、よさや美しさを
考え、創造的な塑像の構想を練っている。

観察、作品
スケッチ

③
卵形と円柱形等を大きな形に見立てて、量感・均衡・動
勢、面を工夫し、表現している。

観察、作品

④
お互いの作品の大きさや粘土の付け方などを鑑賞するこ
とで、作者の心情やよさを創造的に味わっている。

観察、発表

石膏取りの方法に興味をもち、真面目に取り組もうとしている。観察、姿勢

☆発問に対する発表

①
身の回りを観察し、主体的に、そのよさや面白さを発見
しようとしている。

観察、スケッチ

☆発問に対する発
表

☆講評会での発表

②
感じ取ったことや考えをもとに、豊かな主題を発想し、
個性豊かな構想を練っている。

観察、作品
スケッチ

③
粘土の可塑性等を利用して、主題を表現するために工夫
して用具を使用し、表現している。

観察、作品

④
お互いの作品を鑑賞することで、作者の心情や考え方を
創造的に味わっている。

観察、発表
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 １年

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

①

②

④
①
②
③
④
①

④

8

9

10

11

12

1

2

3

各学期末の評価点（100点法）をもとに学年末の評価点（100点法）を決定し、それをもと
に最終的に「評定」（5段階評定）を決定する。

60% 10%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

プレゼンテーション

レポート
観察、下絵

適確な配色で、輪郭の処理やベタ塗りがうまくでき、
シャープな仕上がりになっている。

課題作品

課題作品

課題作品

トーン、色の強弱などバランスよく配色計画ができている。

色相、トーンの役割や効果を理解できている。
形の大きさ、配置などを考えた分割、構成ができている。

分割のバランス、色の主従を考えた画面構成ができている。

溝引き、烏口を的確に扱い緊張感のある表現ができている。

画面分割や色を意図的に扱うことが理解できている

「私」をテーマとして、深く下げた構想ができている。

平面構成１（テーマ「私」）
平面構成２（実物の組合せ）

構成演習１（直線による分割）
構成演習２（烏口演習、直線・円
弧）

教科 科目 教科書等

芸術 デザイン 高校生の美術１（日本文教出版）

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解

美術に関する専門的な学習を通して，美
的体験を豊かにし、感性を磨き、創造的
な表現と鑑賞の能力を高めるとともに、
美術文化の発展と創造に寄与する態度を
育てる。

美術文化を尊重し、主体的、
創造的に美術の学習に取り組
もうとする。

感性や想像力を働かせて感じた
ことや考えたことを基に豊かに
発想し、よさや美しさなどを考
え、創造的、機能的で個性豊か
な表現の構想を練っている。

創造的な表現活動をするため
に必要な造形感覚や専門的な
技能を身に付け、表現方法を
創意工夫して表現している。

美術作品や文化遺産、美術文化
などについて理解を深め、感性
や想像力を働かせて価値や美意
識を感じ取り、創造的に味わっ
ている。

科目
評価の割合（％） 10% 20%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

視覚的な伝達効果を主とするデザインに
ついての理解を深め、表現と鑑賞の能力
を高める。

デザインの多様な表現方法に
幅広く関心をもち、意欲的、
主体的に主題を生成して構想
を練り、目的や計画を基に表
現しようとする。

感性や想像力を働かせて、目
的、機能、美しさなどから主題
を生成し、形や色彩などの造形
要素の働きを考えて創造的な表
現の構想を練っている。

創造的な表現をするために必
要な技能を身に付け、意図に
合った表現方法を工夫し、目
的や計画を基に表現してい
る。

デザイン表現を通して、必要な
技法、理論を理解している。デ
ザインの諸要素の役割を理解
し、ニーズや目的に合致した表
現が効果的にできたか振り返
る。

〃

4

5

6

7

授業態度、単元ごとの課題について観点
別に100点法で評価する。最終的に上記
すべての評価結果を数値化し、その総合
点をもとに各学期末における評価点
（100点法）を決定する。

プレゼンテーション、デザイン
レポートをもとに評価する。

〃 〃 〃

〃

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

全体の色のバランス、強弱を考えた配色ができている。 観察、下絵

言語活動

〈第２ローテ〉
第１ローテと同じ

〈第３ローテ〉
第１ローテと同じ

〈第２ローテ〉
第１ローテと同じ

〈第１ローテ〉
色彩演習１（色相、明度、彩度）
色彩演習２（トーン）
色面分割（顔をモチーフにして）

平面構成の方法、手順を理解できている。

〈第３ローテ〉
第１ローテと同じ

③

講評会での発表

講評会での発表

図書館

図書館

モチーフの選択、画面構成、配色計画など平面構成の要
領を理解しながら、構想を練れている。

色相やトーンを考えた色の響き合い、図と地の関係、
ベタ塗りなどがうまくできシャープに仕上っている。

②

③
講評会での発表 図書館

〃 〃 〃

〃

レポート
アイデアスケッチ

〃

〃

〃 〃

〃 〃

〃
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