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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 2

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4 ①
自己をみつめる 「私」という「自分」 ②

③
④

5
言葉と生活 「情けは人の･･･」 ①

②
③
④

6 言語活動 ①
②
③

7
小説を読む 「デユーク」 ①

②
③
④

8

9
新しい発見 「新しい地球感」 ①

10 ②
③
④

11

12 新しい発見 ①
②
③
④

1 人間と文化 コミュニケーション ①
の文化 ②

③
④

2

3 小説を読む二 「こころ」 ①
②
③

説明の際必要
な資料を映写
する。
電子黒板に書
き込みなどし
て意見を共有
する。

説明の際必要
な資料を映写
する。
電子黒板に書
き込みなどし
て意見を共有
する。

説明の際必要
な資料を映写
する。
電子黒板に書
き込みするな
どして意見を
共有する。

感想を書くこと。
文学的な文章を読ん
で,人物の生き方やそ
の表現の仕方などに
ついて話し合うこ
と。

説明の際必要
な資料を映写
する。
電子黒板を利
用して意見を
共有する。

読解する際
に参考とな
る資料等を
映写する。

読書感想
文・感想画
について

随想的・論理的な文
章を読んで，筆者の
考えやその展開の仕
方などについて意見
を書くこと。

説明の際必要
な資料を映写
する。
電子黒板に書
き込みなどし
て意見を共有
する。

鑑賞する際
に参考とな
る資料等を
映写する。

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。

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

｢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。

教科 科目 教科書等

国語 現代文Ｂ 高等学校　改訂版　標準　現代文Ｂ　（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

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。

科目
評価の割合（％） 30% 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

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。

言語活動

２
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

「ヒトはなぜヒトに
なったか」

科学的な要素を持つ評論の読み方を習得する。
筆者がオーサグラフ地図から受け取ったメッセージとは
どのようなものかを考える。
様々な地図が形作る「世界の見方」について考える。

創作の楽しみ・短歌と
俳句

授業態度
・発問評価
・指名音読
・学習課題集の
提出
・課題の提出
・定期考査

文章を読んで関心を
もった事柄などにつ
いて課題を設定し，
様々な資料を調べ，
その成果をまとめて
発表したり報告書や
論文集などに編集し
たりすること。

・授業態度
・発問評価
・指名音読
・課題の提出
・定期考査

・授業態度
・発問評価
・指名音読
・学習課題集の
提出
・課題の提出
・定期考査

文章を読んで関心を
もった事柄などにつ
いて課題を設定し，
様々な資料を調べ，
その成果をまとめて
発表したり報告書や
論文集などに編集し
たりすること。

授業態度
・発問評価
・指名音読
・課題の提出
・定期考査

随想的な要素を持つ評論の読み方を習得する。
筆者がオーサグラフ地図から受け取ったメッセージとは
どのようなものかを考える。
様々な地図が形作る「世界の見方」について考える。

一年間の授業のオリエンテーション

論理的な文章を読ん
で，筆者の考えやそ
の展開の仕方などに
ついて意見を書くこ
と。

・近現代の代表的な作者の作品を鑑賞することで、短
歌・俳句を自作する参考にする。
・短歌・俳句特有の修辞やリズムについて学び、その効
果について理解する。
・具体的なテーマのもとで短歌・俳句を作る。

・現代的な短編小説を読解する。
・主人公の言動から心情の変化を読み取る。
・動物への愛情について考えたことを自分の言葉でまと
め発表する。

代表作品の鑑賞文を
発表し合うこと。
自作した短歌や俳句
を互いに添削した
り、鑑賞したりする
こと。

論理的な文章を読ん
で，筆者の考えやそ
の展開の仕方などに
ついて意見を書くこ
と。

授業態度
・発問評価
・指名音読
・学習課題の提出
・発表のまとめ
・課題の提出
・定期考査

感想を書くこと。
文学的な文章を読ん
で，人物の生き方や
その表現の仕方など
について話し合うこ
と。

３
学
期

・授業態度
・発問評価
・指名音読
・学習課題集の提
出
・課題の提出

小説のおもしろさを味わい、読解のしかたを習得する。
時間の経過に伴う登場人物の性格・心理・行動の変化を
読み取る。

・随想的な要素を持つ評論の読み方を習得する。
・扱われている題材が身近な言葉の問題であることに着
目し、言葉に対する筆者の視点･考え・立場を読み取る。
・ことわざの誤用が生じる要因を読み取る。

・随想の読み方を習得する。
・具体例と抽象的な記述との関係を理解する。
・「自分らしく生きる」ことについて、自己の生き方に
引きつけて考える。

授業態度
・発問評価
・指名音読
・課題の提出
・定期考査

随想的な要素を持つ評論の読み方を習得する。
国際化する社会の中でコミュニケーションについて考え
ることの重要さを理解する。

・授業態度
・発問評価
・指名音読
・学習課題集の
提出
・課題の提出
・定期考査

1



高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 2

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

①
4 説話に親しむ 『宇治拾遺物語』 ②

小野篁広才のこと ③
④

5 『十訓抄』
大江山の歌

6 唐詩と文 『韓昌黎集』 ①
文　雑説 ②

③
④

7

唐詩　「宿建徳江」 ①
②
③
④

8 「碩中作」

9 「静夜思」

「登岳陽楼」

10
日記を読む 『土佐日記』 ①

「馬のはなむけ」 ②
③
④

11

随筆を読む 『徒然草』 ①
12 ②

③
④

1

寓話を読む 『淮南子』 ①
2 「塞翁が馬」 ②

③
『列子』 ④
「杞憂」

3

言語活動

説明の際必要
な資料を映写
する。
電子黒板に書
き込みなどし
て意見を共有
する。

訓読文、白文それぞ
れの音読ができるよ
うにする。正しく現
代語訳をし、概要を
把握する。理由を考
え、話し合う。

・漢文のきまりについて理解している。
・繰り返し音読し、漢文独特のリズムになれ正しく訓読
できる。
・漢文のきまりを理解して書き下し文にできる。
・漢和辞典等を活用して適切に現代語訳できる。
・概要を把握し、内容について理解している。

・唐詩のきまりについて理解している。
・繰り返し音読し、漢文独特のリズムになれ正しく訓読
できる。
・漢文のきまりを理解して書き下し文にできる。
・漢和辞典等を活用して適切に現代語訳できる。
・概要を把握し、内容について理解している。

説明の際必要
な資料を映写
する。
電子黒板に書
き込みなどし
て意見を共有
する。

説明の際必要
な資料を映写
する。
電子黒板に書
き込みなどし
て意見を共有
する。

音読し、概要を把握
する。登場人物の行
動の理由を考え、話
し合う。

訓読文、白文それぞ
れの音読ができるよ
うにする。正しく現
代語訳をし、概要を
把握する。理由を考
え、話し合う。

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

「久しく隔たりてあ
ひたる人の」

授業態度
発問評価
音読
学習課題集の提
出
課題の提出
定期考査

授業態度
発問評価
音読・暗唱
学習課題集の提
出
課題の提出
定期考査

授業態度
発問評価
音読・暗唱
学習課題集の提
出
課題の提出
定期考査

一年間の授業のオリエンテーション ・歴史的仮名遣いや古典文法に気をつけて正しく音読で
きる。
・古語辞典を活用して適切に現代語訳できる。
・登場人物や場面・出来事・心情の変化等を読み取り、
内容について理解している。
・説話の文学史的意義を理解している。

・歴史的仮名遣いや古典文法に気をつけて正しく音読で
きる。
・古語辞典を活用して適切に現代語訳できる。
・登場人物や場面・出来事・心情の変化等を読み取り、
内容について理解している。
・最初の日記文学として文学史的意義を理解している。

授業態度
発問評価
音読
学習課題集の提
出
課題の提出
定期考査

授業態度
発問評価
音読・暗唱
学習課題集の提
出
課題の提出
定期考査

科目
評価の割合（％） 30% 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

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。

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。

深く共感したり豊かに想像した
りする力を伸ばし、創造的に考
え、他者との関わりの中で自分
の思いや考えを広げたり深めた
りすることができる。

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（文法事項・句法）
などについて理解し、知識を身
に付けている。

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

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。

教科 科目 教科書等

国語 古典Ｂ 新編　古典Ｂ　（東京書籍）

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

｢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
ループワーク等の取り組み状況
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。

訓読文、白文それぞ
れの音読ができるよ
うにする。正しく現
代語訳をし、概要を
把握する。理由を考
え、話し合う。

説明の際必要
な資料を映写
する。
電子黒板に書
き込みなどし
て意見を共有
する。

・漢文のきまりについて理解している。
・繰り返し音読し、漢文独特のリズムになれ正しく訓読
できる。
・漢文のきまりを理解して書き下し文にできる。
・漢和辞典等を活用して適切に現代語訳できる。
・概要を把握し、内容について理解している。
・故事成語の意味を理解し、実生活に活かそうとしてい
る。

音読し、概要を把握
する。登場人物の行
動の理由を考え、話
し合う。

説明の際必要
な資料を映写
する。
電子黒板に書
き込みなどし
て意見を共有
する。

・歴史的仮名遣いや古典文法に気をつけて正しく音読で
きる。
・古語辞典を活用して適切に現代語訳できる。
・登場人物や場面・出来事・心情の変化等を読み取り、
内容について理解している。
・古典三大随筆および『徒然草』について文学史的意義
を理解している。

授業態度
発問評価
音読
学習課題集の提
出
課題の提出
定期考査

音読し、概要を把握
する。登場人物の行
動の理由を考え、話
し合う。

説明の際必要
な資料を映写
する。
電子黒板に書
き込みなどし
て意見を共有
する。
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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 ２年

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

①
4 レポート発表

②

5
③

④
課題

6 ①

②

7
③

④

①
8

②

9
③

参加 レポート発表

④
10

①

11 ②

生活

12 ③
④

①
1 レポート発表

②

2
③

協力 ④
3

インター
ネットによ
る情報収集

保健において
適応行動など
の分野で活用

現代社会における青年期の諸問題などについて自己との
関わりに着目して課題を見いだし、様々な観点から多面
的、多角的に考察し、様々な立場や考え片を踏まえその
過程や結果を適切に表現している。

現代の経済社会における諸現象に関わる様々な問題が生
じていることを理解し、その知識を身に付けている。

諸資料を収集し適切に選択し活用している。

現代社会における青年期の諸問題などに関する諸資料を
様々なメディアを通して収集し適切に選択し活用してい
る。

ＩＣＴを利
用してレ
ポート作成

現代社会における青年期の諸問題などに関わる様々な問
題が生じていることを理解し、その知識を身に付けてい
る。

第２章　日本国憲法の基本的性格

２　現代の民主政治と日本国憲法 現代の民主社会の諸事象に関わる様々な課題に対する関
心が高まり意欲的に追求している。 １８歳選挙権につ

いてなど社会的問
題に関してディ
ベートを行う

書画カメ
ラや映像

現代の民主社会における諸現象から課題を見いだし、
様々な観点から多面的、多角的に考察し、様々な立場や
考え片を踏まえ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

現代の民主社会における諸問題に関する諸資料を様々な
メディアを通して収集し適切に選択し活用している。

現代の民主社会における諸現象に関わる様々な問題が生
じていることを理解し、その知識を身に付けている。

テーマに対する自分
の意見を発表する

インター
ネットによ
る情報収集

現代の経済社会における諸現象から課題を見いだし、
様々な観点から多面的、多角的に考察し、様々な立場や
考え片を踏まえその過程や結果を適切に表現している。

第１章　現代国家と民主政治

第３章　日本の政治機構と政治

３　現代の経済生活と国民生活　

評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

第１章　自分らしく生きる

第２章　人間としてよく生きる

第３章　日本人としての自覚

第１部　わたしたちの生きる社会

第１章　地球環境問題

第２章　資源・エネルギー問題

第３章　生命科学と情報技術の

第２部　現代社会と人間

現代社会における生命、情報、環境に関わる様々な課題
に対する関心が高まり意欲的に追求している。

書画カメ
ラや映像

現代社会における生命、情報、環境の諸問題について自
己との関わりに着目して課題を見いだし、様々な観点か
ら多面的、多角的に考察し、様々な立場や考え片を踏ま
えその過程や結果を適切に表現している。

理科において
環境の分野で
活用

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

テーマに対する自分
の意見を発表する現代社会における生命、情報、環境の諸問題に関する諸

資料を様々なメディアを通して収集し適切に選択し活用
している。現代社会における生命、情報、環境に関わる様々な問題
が生じていることを理解し、その知識を身に付けてい
る。現代社会における青年期の諸問題などに関わる様々な課
題に対する関心が高まり意欲的に追求している。

教科 科目 教科書等

公民 現代社会 最新現代社会 新訂版（実教出版）

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・理解広い視野に立って、現代の社会について
主体的に考察させ、理解を深めさせると
ともに、人間としての在り方生き方につ
いての自覚を育て、平和で民主的な国
家・社会の有為な形成者として必要な公
民としての資質を養う。

現代の社会と人間にかかわる
事柄に対する関心を高め、意
欲的に課題を追求するととも
に、平和で民主的なよりよい
社会の実現に向けて参加、協
力する態度を身に付けようと
する。

現代の社会と人間にかかわる事
柄から課題を見いだし、社会的
事象の本質や人間の存在及び価
値などについて広い視野に立っ
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。

現代の社会と人間にかかわる
事柄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。

現代の社会的事象と人間として
の在り方生き方とにかかわる基
本的な事柄を理解し、その知識
を身に付けている。

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
人間の尊重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
会の基本的な問題について主体的に考察
し、公正に判断するとともに自ら人間と
しての在り方・生き方について考察する
力の基礎を養い、良識ある公民として必
要な能力と態度を育てる。

現代の社会と人間にかかわる
事柄に対する関心を高め、意
欲的に課題を追求するととも
に、平和で民主的なよりよい
社会の実現に向けて参加、協
力する態度を身に付けようと
する。

現代の社会と人間にかかわる事
柄から課題を見いだし、社会的
事象の本質や人間の存在及び価
値などについて広い視野に立っ
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。

現代の社会と人間にかかわる
事柄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。

現代の社会的事象と人間として
の在り方生き方とにかかわる基
本的な事柄を理解し、その知識
を身に付けている。

｢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。

10% 50%

各期末及び学年末における評価について

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

現代の経済社会の諸事象に関わる様々な課題に対する関
心が高まり意欲的に追求している。

言語活動

国際社会における政治や経済の諸問題に関わる様々な課
題に対する関心が高まり意欲的に追求している。

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１章　現代の経済社会

第２章　日本経済の特質と国民

書画カメ
ラや映像

国際社会における諸問題について自己との関わりに着目
して課題を見いだし、様々な観点から多面的、多角的に
考察し、様々な立場や考え片を踏まえその過程や結果を
適切に表現している。 テーマに対する自分

の意見を発表する国際社会における政治、経済の諸問題に関する諸資料を
様々なメディアを通して収集し適切に選択し活用してい
る。

４　国際社会と人類の課題
第１章　国際政治の動向

第２章　国際経済の動向と国際

国際社会における政治、経済に関わる様々な問題が生じ
ていることを理解し、その知識を身に付けている。
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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 2年

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4 ①
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
①

6 選択Ⅰバドミントン ①
選択Ⅰ卓球

②

水泳 ①
7 ③

④

8 体つくり運動 ②

選択Ⅰバドミントン ①
9

選択Ⅰ卓球 ②

10 体育理論 ④

選択Ⅰバドミントン ①

選択Ⅰ卓球 ②
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

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。

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

グループや班での練
習法などの話合い
や、交流や発表

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

陸上競技の学習に主体的に取り組もうとしている。

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。

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。

フェアーなプレイを大切にしようとしている。

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。

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。

科目
評価の割合（％） 30% 30%

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。

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。

教科 科目 教科書等

保健体育 体 育 アクティブスポーツ（大修館書店）

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。

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。

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

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。

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。

iPadや
映像カメ
ラ

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

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。

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。

フェアーなプレイを大切にしようとしている。

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。

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。

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。

自己に適したペースを維持して走ることができている。
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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 2年

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4 ①

②
5

②

6 ①

③

7
②

①

8

②

9
②

10 ③

第３単元　　社会生活と健康

①

11
①

12 ②

③
1

②

2
①

3 ②

①②③

評価方法 評価方法

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関心をもち、意欲的に
学習に取り組もうとする。

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、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 科目 教科書等

保健体育 保健 最新高等保健体育改訂版

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（％）

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。

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。

40%

各期末及び学年末における評価について 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

職場が行う健康増進対策，余暇活用の方法について，調べたこ
とをもとに課題を見つけ整理して説明している。

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

第2単元　生涯を通じる健康

思春期と健康

性への関心・欲求と性行動

妊娠・出産と健康

避妊法と人工妊娠中絶

結婚生活と健康

中高年期と健康

一年間の復習

性意識の男女差，性情報が性行動の選択に影響を及ぼすことに
ついて，資料等で調べたことをもとに課題を見つけたり，整理
したりするなどして，それらを説明している。

妊娠・出産の過程における健康課題，妊娠・出産期に活用でき
る母子保健サービスについて，調べたことをもとに課題を見つ
けたり，整理するなどして，それらを説明している。

家族計画の意義と適切な避妊法，人工妊娠中絶が女性の心身に
及ぼす影響について，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。

年をとることに伴う心身の変化，中高年期の健康を支える社会
的な取り組みについて，調べたことをもとに課題を見つけた
り，整理したりするなどして，それらを説明している。

さまざまな医療機関の役割，医療サービスについて，資料等で
調べたことをもとに課題を見つけたり，整理したりするなどし
て，それらを説明している。

保健行政の役割，保健サービスの活用について，資料等で調べ
たことをもとに課題を見つけたり，整理したりするなどして，
それらを説明している。

民間機関・国際機関などの保健活動や対策，ヘルスプロモー
ションにもとづく保健活動について，基礎的な事項を理解して
いる。

大気汚染の原因とその健康影響，地球規模の環境問題につい
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。

思春期における体の変化，思春期の心の発達にかかわる健康課
題について，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。

心身の発達と結婚生活の関係，結婚生活を健康的に送るために
必要な考え方や行動について，基礎的な事項を理解している。

観察・発表・
レポート・定
期考査で総合
的に評価する

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

働く人の健康づくり

医薬品の正しい使用法，医薬品の安全性を守る取り組みについ
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。

ごみ処理の現状，ごみ処理をめぐる課題，上下水道のしくみと
整備の現状について，基礎的な事項を理解している。

行政，生産・製造者による食品安全のための対策，食品の安全
のために私たち消費者がおこなうべきことについて，資料等で
調べたことをもとに課題を見つけたり，整理したりするなどし
て，それらを説明している。

水質汚濁および土壌汚染の原因とその健康影響について，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。

こんにちの環境汚染の特徴，環境汚染を防ぐためのさまざまな
取り組みについて，調べたことをもとに課題を見つけたり，整
理したりするなどして，それらを説明している。

働く人の健康問題，労働災害の防ぎ方について，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。

医薬品とその活用

書画カメ
ラや映像

書画カメ
ラや映像

書画カメ
ラや映像

医療サービスとその活用

保健サービスとその活用

さまざまな保健活動や対策

　大気汚染と健康

水質汚濁，土壌汚染と健康

環境汚染を防ぐ取り組み

ごみの処理と上下水道の整備

食品の安全を守る活動

働くことと健康
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

4 2

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4

5

Lesson3  Saint Bernard Dogs

6

Sound Practice 1,2

Lesson4 Chanel's Style

7

8 Lesson5 Science of Love

9

10

11
Sound Practice 3,4

12

1 Lesson9 AI and Our Future

2

3

言語活動

Lesson7 Letters from
 a Battlefield

・手紙の書き手である栗林と硫黄島について理解する。
・硫黄島の戦いや、栗林中将の作戦について理解する。
・地下壕を掘る際に日本兵が抱えた問題を理解する。
・硫黄島にいた日本兵がどうなったかを理解する。
・手紙や戦争などに関して会話、意見交換する。
〈複合関係詞、対比を表すwhile、動名詞の意味上の主語、完
了形の分詞

Lesson8 Sustainable　Society

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。

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。

①②
③④

・AIとは何か理解する。
・「デｲ プラーニング」を用いてAIができることについて理
解する。
・Aiがもたらしうる利点について理解する。
・AIの潜在的な危険性について理解する。
・AIについて意見交換する。
〈仮定法、進行形の受動態、as ifを使った仮定法〉

Lesson10 Bhutan: A Happy
Country

・ブータンがどのような国か理解する。
・ブータンのGNHへの捉え方について理解する。
・ブータン政府の政策について理解する。
・ブータン社会について理解する。
・幸福などに関して会話・意見交換する。

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

Lesson1 I'm the Strongest! ・車いすテニス選手の国枝慎吾について理解する。
・慎吾が精神を鍛えるために行ったことを理解する。
・慎吾がプロ車いすテニス選手になった理由を理解する。
・スポーツやスポーツ選手について会話する。
〈現在完了形、If(Whether)を使う間接疑問文、関係代名詞省
略〉

Lesson2  Tokyo's Seven-minute
               Miracle

・新幹線の清掃員が7分間で行うことについて理解する。
・清掃員が何と呼ばれているか、彼らのどのような点が
　評価されているか理解する。
・清掃員に対する高い評価の背景を理解する。
・新幹線や掃除などについて会話する。

・セントバーナード犬の救助犬としての歴史を理解する。
・救助犬バリーが有名となるきっかけになって出来事について
理解する。
・セントバーナード犬に関する衝撃的なニュース、それを知ら
された人々が取った行動について理解する。
・スイスや動物などについて会話する。
〈現在完了進行形、現在完了受動態、S＋V＋分詞〉

・IT業界とファッション業界、それぞれの革新者について理解
する。
・シャネルの服がパリで流行した背景を理解する。
・シャネルが考案したファッション品について理解する。
・シャネルが何に影響をもたらしたか理解する。
・シャネルの商品などについて会話し、革新者について意見交
換する。
〈S＋V＋分詞、関係代名詞の非限定用法、関係副詞whyと非
限定用法〉
・生徒たちが行っていることを理解する。
・恋愛と子供の頃の記憶との関わりについて理解する。
・恋愛と遺伝子との関わりについて理解する。
・恋愛と化学物質との関わりについて理解する。
・恋愛などについて会話。意見交換する。
〈同格that節、疑問詞＋do you think＋S＋V？〉

Lesson6 Gaudi and His
Messenger

・ガウデｲとサグラダ・ファミリアの歴史を理解する。
・ガウデｲの死後のサグラダ・ファミリアについて理解する。
・外尾がサグラダ・ファミリアの彫刻家となった経緯について
理解する。
・ガウデｲの歴史や自然との関わりについて理解する。
・ガウデｲの建築物などについて会話する。
〈分詞構文、S＋V(知覚V）＋O＋C、付帯状況のwith〉

・英語の音声の特徴について理解する。

・持続可能な社会とはどのようなものか理解する。
・江戸時代の循環型社会について理解する。
・江戸時代の循環型社会がもたらした変化を理解する。
・江戸時代の循環型社会が成功した理由を理解する。
・江戸時代やエコを考えた行動などについて会話する。
〈前置詞＋関係代名詞、使役動詞、助動詞＋have＋pp,完了形
の不定詞〉

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。

英語やその運用についての知識を
身に付けているとともに、言語の
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。

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。

教科 科目 教科書等

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ LANDMARK Fit English Communidation Ⅱ, Pair＆Share2,Word Navi 3000

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。

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

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。

世界史、地理、
科学、体育

科学、美術、
日本史、
現代社会

科学、世界史

ＩＣＴ

Reading The Fall of the Leaf ・フレデｲの過ごした日々の様子を理解する。
・ダニエルがフレデｲに述べた、存在する理由や生の意味につ
いて理解する。

①②
③④

①②
③④

①②
③④

①②
③④

①②
③④

①②
③④

①②
③④

①②
③④

①②
③④
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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 2

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4 Show & Tell 紹介・発表の仕方 ②③ 紹介する内容について考えをまとめ、原稿を書いて発表する。

Lesson 1 紹介 ① ・モデル会話に関心を持ち、聞き、発話しようとする。

文の種類 ② ・紹介するトピックを決め、原稿を書くことができる。

相づちを打つ ③ ・相手の言ったことを正しく聞き取り、相づちを打ったり、

5 聞き直す ④ 聞き直すことができる。

Lesson 2 興味・関心 ① ・モデル会話に関心を持ち、聞き、発話しようとする。

文型と動詞 ② ・興味・関心のあることについて書いたり話し合ったりできる。

言いかえる ③ ・５文型と自動詞・他動詞の区別を理解し、言いかえの表現や、

話題を変える ④ 話題を変える表現を使って会話ができる。

Lesson 3 旅行 ① ・モデル会話に関心を持ち、聞き、発話しようとする。 ICT

6 時制 ② ・最近の休日にしたことやこれから一ヶ月以内の予定について

計画する ③ 書いてまとめたり、話し合ったりできる。

予定する ④ ・３つの時制について活用できる。

Lesson 4 スポーツ ① ・モデル会話に関心を持ち、聞き、発話しようとする。

完了形 ② ・完了形を使って、これまでに体験したことについて英文を

原因・理由を述べる ③ 作り、説明することができる。

④ ・原因・理由の表現を理解し、活用できる。

7 Lesson 5 食事 ① ・モデル会話に関心を持ち、聞き、発話しようとする。

助動詞 ② ・助動詞を使って、校則や過去の習慣について説明できる。

許可を求める ③ ・レストランでの会話を聞き取ったり、会話を行える。

依頼する ④ ・許可を求めたり、依頼する際の表現を活用できる。
8 Lesson 6 観光 ① ・モデル会話に関心を持ち、聞き、発話しようとする。

9 受動態 ② ・受動態を使って、好きな曲や絵画に本、また最近驚いたこと

喜ぶ ③ について、書いて説明することができる。

驚く ④ ・観光名所についての会話を行うことができる。

Useful Wordsトピック別の単語・ ② ・トピック別・場面別に役立つさまざまな単語とフレーズを

& Phrases フレーズ ③ 活用し、英文を作成することができる。

Lesson 7 交際 ① ・モデル会話に関心を持ち、聞き、発話しようとする。

10 不定詞 ② ・不定詞を使って、将来の夢について、書いて発表できる。

感謝する ③ ・頼まれたことやもらったものについて説明できる。

謝罪する ④ ・不定詞を理解し、感謝や謝罪の表現ができる。

Lesson 8 娯楽 ① ・モデル会話に関心を持ち、聞き、発話しようとする。

動名詞 ② ・動名詞を使って、得意なことや楽しみにしていることについ

11 勧誘する ③ て書いて、説明することができる。 ICT

申し出る ④ ・動名詞を理解し、勧誘や申し出の表現を活用できる。

Lesson 9 ルール ① ・モデル会話に関心を持ち、聞き、発話しようとする。

分詞 ② ・分詞を使って、写真の人物について説明できる。

賛成する ③ ・日本の高校生の特徴について説明ができる。

反対する ④ ・学校のルールについて賛成と反対に分かれて話し合うこと

12 ができる。

Lesson 10 文化 ① ・モデル会話に関心を持ち、聞き、発話しようとする。

関係詞 ② ・関係詞を使って、知っている人物について説明できる。

説明する ③ ・必要としているものについて説明できる。

④ ・日本の文化について説明できる。

1 Lesson 11 社会 ① ・モデル会話に関心を持ち、聞き、発話しようとする。

比較 ② ・２つのうちどちらが好きか説明できる。

意見を述べる ③ ・最も有名だと思う日本人について説明できる。

主張する ④ ・比較表現を使って、目的地への交通手段について説明する

ことができる。

2 Lesson 12 悩み事 ① ・モデル会話に関心を持ち、聞き、発話しようとする。 ICT

仮定法 ② ・事実と違うことを述べたり、仮定の話をすることができる。

助言する ③ ・自分自身や家族の望むことについて述べることができる。

提案する ④ ・悩み事に対して助言することができる。

3 Linking ② ・つなぎの言葉について理解し、文やパラグラフをつないだり

Words/Paragraph ③ 文章全体にまとまりを持たせることができる。

国語、地理、
体育、家庭科

国語、地理、
現代社会

国語、
現代社会

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。

言語活動

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。

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。

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。

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 英語表現Ⅰ Vision Quest English ExpresionⅠCore, Vintage

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。

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、事実や意見などを多様な観点か
ら考察し、論理の展開や表現の方法を工
夫しながら伝える能力を養う。

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。

事実や意見などを多様な観点
から考察し、論理の展開や表
現の方法を工夫しながら英語
で伝えている。

英語やその運用についての知識
を身に付けているとともに、言
語の背景にある文化などを理解
している。

２
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

３
学
期

各活動、ワー
クシート、
ノート、課題
への取り組
み、定期考査
などを総合的
に評価する。

各活動、ワー
クシート、
ノート、課題
への取り組
み、定期考査
などを総合的
に評価する。

各活動、ワー
クシート、
ノート、課題
への取り組
み、定期考査
などを総合的
に評価する。
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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 2

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4 ①
④

5

6 ①
②
③
④

7 ④

②
③

8 ①
9 ②

③
④

レポート発表

10 調理実習

11 ①
②
③
④ レポート発表

12 ① レポート発表

②
③
④

1 ①
②

2 ①
3 ②

③
④

言語活動

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

第1章　自分らしい人生をつくる 生涯発達の考え方にたち、各ライフステージの特徴と課題について具体
的に考えようとしている。

第６章　衣生活をつくる 各ライフステージに適した衣服の役割、適切な着装、衣生活の管理につ
いて考えを深め、理解している。
健康と安全に配慮した被服計画を立てることができる。
衣服の購入から活用、手入れ、保管、再利用、廃棄を考えた衣生活の必
要性を理解している。

第８章　経済生活を営む 家庭の経済生活の諸課題を理解し、家計管理や経済計画の重要性を理解
している。                                                               キャッシュレ
ス社会のメリット・デメリットを考え，契約や消費者信用，多重債務問
題などを学習し，消費者として適切な判断ができるようになる。

生活の中に課題を見つけることができ、解決するために計画を立て、実
践できる。

授業中の活動、
課題やレポート
の取り組み状
況、実習への取
り組み、定期考
査などを参考に
して総合的に評
価する

第2章　子どもと共に育つ 子どもの心身の発達について関心をもち、家族･社会の果たす役割や保
育の重要性について考え、子育てにおける課題解決に向けて考えようと
している。
幼稚園や保育所の実習で、子どもと適切にかかわったり、子どもの発達
の実際や生活の様子について観察することができる。
子どもと触れ合う学習活動について、学習目標・実習中の判断・学習後
の振り返りなどの成果をレポートにまとめ発表できる。
子育ての意義の重要性について理解している。

第3章　高齢社会を生きる

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・理解人の一生と家族・家庭及び福祉、衣食
住、消費生活などに関する基礎的・基本
的な知識と技術を習得させ、その充実向
上を目指して主体的に取り組むととも
に、実践的な態度を育てる。

人の一生と家族・家庭及び福
祉、衣食住、消費生活などに
ついて関心をもち、その充実
向上を目指して主体的に取り
組むとともに、実践的な態度
を身に付けている。

人の一生と家族・家庭及び福
祉、衣食住、消費生活などにつ
いて課題を見いだし、その解決
を目指して思考を深め、適切に
判断し、工夫し創造する能力を
身に付けている。

人の一生と家族・家庭及び福
祉、衣食住、消費生活などに
関する基礎的・基本的な技術
を身に付けている。

人の一生と家族・家庭及び福
祉、衣食住、消費生活などに関
する基礎的・基本的な知識を身
に付けている。

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・理解人間の生涯にわたる発達と生活の営みを
総合的にとらえ、家族・家庭の意義、家
族・家庭と社会とのかかわりについて理
解させるとともに、生活に必要な知識と
技術を習得させ、男女が協力して主体的
に家庭や地域の生活を創造する能力と実
践的な態度を育てる。

家庭や地域の生活について関
心をもち、その充実向上を目
指して主体的に取りくもうと
するとともに、実践的な態度
を身に付けている。

家庭や地域の生活について課題
を見いだし、その解決を目指し
て思考を深め、適切に判断し工
夫し創造する能力を身に付けて
いる。

家庭や地域の生活を充実向上
するために必要な基礎的・基
本的な技術を身に付けてい
る。

家庭生活の意義や役割を理解
し、家庭や地域の生活を充実向
上するために必要な基礎的・基
本的な知識を身に付けている。

教科 科目 教科書等

家庭 家庭基礎 家庭基礎　自立・共生・創造（東京書籍）

30% 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 評価方法 評価方法
授業の出席、授業中の態度、発表、実習等のレポー
ト、課題のそれぞれについては、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
評価する。最終的に、観点別の評価結果を数値化
し、その総合点をもとに各期末における評価点（５
点刻み１００点法）を決定する。学年末は各期末の
評価点をもとに学年末の評価点(１００点)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。

授業態度、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。 実習レポート、実習技能など
により評価する。

定期考査により評価する。

食生活をよりよくするための基礎的基本的な技術を身につけている。
調理実習に積極的に取り組もうとしている。
調理実習を通して食生活の自立に必要な知識を身に付けている。

ホームプロジェクト

テーマに対する自分
の意見を発表する

インター
ネットによ
る情報収集

授業中の活動、
課題やレポート
の取り組み状
況、実習への取
り組み、定期考
査などを参考に
して総合的に評
価する

テーマに対する自分
の意見を発表する

インター
ネットによ
る情報収集

インター
ネットによ
る情報収集

理科における繊
維物質の特徴

テーマに対する自分
の意見を発表する

第５章　食生活をつくる
　栄養と食品について理解する 自分や家族の食生活に関心をもち、食生活と健康の関わりを考え、意欲

的に食生活の改善向上に努めようとしている。
食事摂取基準や食品群別摂取量の目安について考え食生活の課題をまと
め発表している。
主体的に食生活を営むために必要な情報を収集整理し、活用することが
できる。
食品成分表を活用して、栄養計算をすることができ、適切な献立作成が
できる。
食生活をよりよくするための基礎的基本的な技術を身につけている。

インター
ネットによ
る情報収集

現代社会におけ
る高齢化の問題

第4章　共に生き，共に支える 共生社会に関心をもつとともに、社会の一員としての自覚をもち主体的
に行動しようとしている。
社会制度やボランティアの在り方について考えを深め、社会活動につい
ての情報を収集し、活動に必要な技術を身につけている。

第７章　住生活をつくる 安全で快適な住まい方や住環境について考え工夫しようとしている。
よりよい居住環境を整備するために必要な平面図を読み取ることができ
る。
住居の機能、住環境など快適な住まいについて理解している。

授業中の活動、
課題やレポート
の取り組み状
況、実習への取
り組み、定期考
査などを参考に
して総合的に評
価する

テーマに対する自分
の意見を発表する

インター
ネットによ
る情報収集

ＩＣＴを利
用してレ
ポート作成

高齢社会の現状と課題、高齢者の心身の特徴や生活などについて考え、
高齢期の生活について考えようとしている。
高齢者や高齢者を取り巻く社会、高齢者も含めて共生社会の実現に向け
て自分のできることは何か情報を収集整理し実践にいかす技術を身につ
けている。

ＩＣＴを利
用してレ
ポート作成

ＩＣＴを利
用してレ
ポート作成

テーマに対する自分
の意見を発表する
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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 ２年

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 ① ・情報や知識についての意味を理解している。
　入力・保存先・フォルダ概念 ②④
１章　情報社会とわたしたち

5 　1．情報社会
　2．情報とメディア ②④

　3．情報モラルと社会のルール ＩＣＴ 特になし
① ・情報の信憑性や信頼性に注意している。

6 ②
２章 情報機器とディジタル表現
　1．情報機器とディジタル ③

　2．ディジタル表現
7 ② ・アナログとディジタルとを適切に選択できる。

④

①②
8 ③④

　2．ディジタル表現

①
9 ３章 表現と伝達

　1．表現の工夫 ②

　2．表計算ソフトの利用 ③
10

　3．プレゼンテーション ④ ・プレゼンテーション制作の流れを理解している。

　3．プレゼンテーション ① ＩＣＴ 特になし
・条件に応じて適切なグラフや関数を利用できる。

11 ② ・表計算ソフトの正確なデータ入力等ができる。
③
④

　1．コミュニケーション ④
12

　2．ネットワーク ①④

1
　3．情報セキュリティ ①

2 5章 情報社会と問題解決 ②④
　1．情報システムと人間 ②④ ＩＣＴ 特になし

　2．問題解決 ④
3

　３．情報発信 ③

グループ発表等

作品制作と発表

作品制作と発表

作品制作と発表

情報の特徴と情報化が社会に果
たす役割と及ぼす良い影響や負
の影響を理解し、安全をベース
に、情報化社会に参画できる。

30% 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

・座席の予約やPOSなど身近な情報システムの仕組みと
働きについて学ぶ。・クラウドコンピューティングの概
要を知る。
・ディジタルデバイドなど情報社会の課題について考え
る。・データの統計処理とグラフ化，及びグラフを利用
した簡単な分析ができる。
・アンケートの集計ができる・タグで簡単なWebサイト
を制作できる。リンクの設定ができる。

定期考査の点数と、ネットワークを使っ
て提出する年間約７回の作品の評価、お
よび平常点（授業への取り組み、技能、
工夫、対応力、取り掛かり）を、上記４
観点に照らし総合的に評価します。

課題に素早く取り掛かること
ができる。ICTを使い調べたり
計算したり、比較しようとす
る。教科書で予習し授業で質
問したり、協働学習したりす
ることができる。

情報社会における問題を解決す
るために、適切な機器と方法を
用いて調べ、考察し、思考を深
め、適切に判断し表現すること
ができる。

ICT機器を効果的に用い、ア
プリを組み合わせて、課題解
決や説得力のある作品制作が
できる。

作品制作と発表

プレゼンテー
ション制作と発
表

・表計算ソフトのデータ入力・グラフ作成・関数の
利用に意欲的に取り組んでいるか。

・グラフの種類や機能について知識を持ち、条件に
合わせて、関数を選択できる。
・サイバー犯罪の種類と具体例を理解し，受信者の
リスクや対策について考える。

・サイバー犯罪の種類と具体例を理解し，受信者の
リスクや対策について考える。

・技術進歩やメディアの発達史に関する知識を持っ
ている。

・インターネットやネットワークの仕組み・特性に
興味を持ち、理解している。

グループ発表等

④知識・理解
情報及び情報技術を活用するための知識
と技術を習得させ、情報に関する科学的
な見方や考え方を養うとともに、社会の
中で情報及び情報技術が果たしている役
割や影響を理解させ、社会の情報化の進
展に主体的に対応できる能力と態度を育
てる。

情報や情報社会に関心を持
ち、身の回りの問題を解決す
るために、自ら進んで情報及
び情報技術を活用し、社会の
情報化の進展に主体的に対応
しようとする。

情報や情報社会における身の回
りの問題を解決するために、情
報に関する科学的な見方や考え
方を活かすとともに情報モラル
を踏まえて、思考を深め、適切
に判断し、表現している。

情報及び情報技術を活用する
ための基礎的・基本的な技能
を身に付け、目的に応じて情
報及び情報技術を適切に扱っ
ている。

情報及び情報技術を活用するた
めの基礎的・基本的な知識を身
に付け、社会における情報及び
情報技術の意義や役割を理解し
ている。

情報や情報社会における身の回
りの問題を解決するために、情
報の特徴と情報化が社会に果た
す役割と及ぼす影響について、
思考を深め、適切に判断し表現
している。

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
情報を収集、処理、表現する
ための技能を身に付け、効果
的にコミュニケーションを
行っている。

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情報を
収集、処理、表現するための知
識を身に付け、情報の特徴と情
報化が社会に果たす役割と及ぼ
す影響を理解している。

言語活動

教科 科目 教科書等

情報 社会と情報 実教出版　「最新社会と情報 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）

学習意欲
課題内容
作品内容
とりかか
りと締切
小テスト
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
発表態度
発表内容
考査得点

学習意欲
課題内容
作品内容
とりかか
りと締切
小テスト
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
発表態度
発表内容
考査得点

学習意欲
課題内容
作品内容
とりかか
りと締切
小テスト
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
発表態度
発表内容
考査得点

科目
評価の割合（％） 20% 30%

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
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。

情報の特徴と情報化が社会に
果たす役割や及ぼす影響に関
心を持ち、身の回りの問題を
解決するために、情報機器や
情報通信ネットワークを活用
し、情報社会に積極的に参画
する。

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

４章 コミュニケーションとネットワーク

・情報のディジタル化によるコミュニケーションや
情報機器の変化を理解している。身近な情報化事例
に関心を持ち、光と影を捉えることができている。
・個人情報、メール、SNS活用の際のモラルやマ
ナーを理解し、適切に利用できる判断力がある。

・情報の特徴やメディアの種類や構成について考
え、状況に応じてメディアを選択することができ
・メディアリテラシーを身に付け、情報を適切に取
り扱う技能がある。

・アナログとディジタルの概念と相違を理解してい
る。

・情報量について興味を持ち、適切な単位で表現で
きる。
・2進数・10進数・16進数の相互変換ができ、そ
の計算方法を理解している。
・他者へわかりやすく情報伝達するため、個人で計
画的・積極的に調べる意欲が見られる。
・プレゼンテーションソフトを活用し、目的や対象
に沿った表現やデザインの工夫をする事ができる。
・目的や対象に応じた画像やデータを取り入れる事
ができる。

9



高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

1 2

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

・ギリシアの美術
石膏像について

5

・ローマの美術

6
・中世美術 ビザンティン

初期中世
ロマネスク
ゴシック

7 ・期末考査

8
・ルネサンスの美術

9 ・ロココの美術

・バロックの美術
10

・印象主義の美術

11 ・ポスト印象主義の美術

・期末考査
12

1 ・２０世紀と現代の美術
戦中から戦後へ
１９６０年まで
１９６０年代

2 １９７０年代
現在の美術

3 ・学年末考査

イタリアルネサンス、
北方ルネサンス、マニエリスム

③

主体的・創造的に設定単元時代の美術の学習に取り組ん
でいる。

①

感性を働かせて感じ取ったこと等を基に豊かに発想して
いる。

②

世界史・国語

感性や想像力を働かせて、作品を創造的に鑑賞してい
る。

作品、時代、社会等を考察しながら、知識・理解を深め
る。

考察を深めながら、表現方法を創意工夫して鑑賞してい
る。

観察・発表内容
学習プリント

発問に対する発表

授業態度、単元ごとの学習プリントにつ
いて観点別に点数で評価する。また学期
末考査の点数を合わせて評価結果を数値
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。

授業各時間の取り組み状況や
出席状況、また学習プリント
の記録を総合的に評価する。

単元ごとの提出された学習プリ
ント中の思考力・判断力がうか
がえる観点別評価欄の数値、学
期末考査の思考・判断力部分の
観点の数値を総合的に評価す
る。

単元ごとの提出された学習プリ
ント中の技能・表現力がうかが
える観点別評価欄の数値、学期
末考査の技能・表現力部分の観
点の数値を総合的に評価する。

単元ごとの提出された学習プリ
ント中の知識・理解がうかがえ
る観点別評価欄の数値、学期末
考査の知識・理解を問う問題部
分の点数を総合的に評価する。

25% 40%

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 西洋美術史 改訂版　西洋・日本美術史の基本（美術出版社）

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

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。

創造的な美術の表現をするため
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% 25%

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

(1)文化遺産や美術文化について理解を深
めることができるようにする。
(2)新たな美術文化を創造していく基礎と
なる思考力、判断力、表現力等を育成す
る。
(3)伝統と文化を尊重する態度を養う。

　西洋の美術文化を尊重し、
主体的・創造的に西洋美術史
の学習に取り組もうとする。
　西洋美術史の変遷や多様な
表現に関心を持ち、新たな美
術文化を創造していく基礎と
なる能力を高めようとしてい
る。

　作品と時代や社会との関わ
り、作者の主張などを考察し、
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
基に豊かに発想している。作品
そのもののよさや美しさなどを
考え、創造的・機能的で個性豊
かな鑑賞の構想を練っている。

　創造的な美術の鑑賞をするた
めに必要な造形的視点や西洋美
術史の専門的な知識・技能を身
に付け、広く西洋美術史につい
ての考察を深めながら、表現方
法を創意工夫して鑑賞してい
る。

　西洋美術史における美術作品
や文化遺産、美術文化などにつ
いて、作品と時代や社会との関
わり、作者の主張などを考察し
ながら、知識・理解を深めるこ
とができる。
　感性や想像力を働かせて西洋
美術史上の作品の価値や美意識
を感じ取り、創造的に味わって
いる。

言語活動

① 主体的・創造的に美術の学習に取り組んでいる。

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

教科オリエンテーション
4

以下各単元毎に同様の設定

観察・発表内容
学習プリント

鑑賞時発表
学習プリント記入
学習プリント使用

時
相互発表

④

鑑賞に必要な造形的視点、専門的な知識・技能を身に付
ける。

パソコ
ン・モニ
ターを使
用しての
作品鑑賞

10



高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

4 2

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

学習のはじめに
4 素描について ①

・静物 ②

③

5 ・石膏像 ＩＣＴ

（アマゾン/アポロン） ④ 図書館
・静物
（瓶・リンゴ・木片） ⑤

6 ・構成 ⑥

（手）

・石膏像（アリアス）
⑦

7 ・人物デッサン
⑧

⑨
⑩

8 ・自由制作１ ①
（制作展に向けて） ②

③
9 〃 ＩＣＴ

④ 図書館

・自由制作２ ⑤
10 （制作展に向けて）

⑥

・静物
11 （レンガ・ワイン瓶・植物） ⑦

⑧
・石膏像

12 （パジャント/ジョルジョ） ⑨
・構成（コーラ瓶・紙風船） ⑩

1 ・石膏像
（ヘルメス/マルス）

ＩＣＴ
図書館

2

3 ・石膏像
（ブルータス）

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

（ブロック・コーラ瓶・パイプ・
トイレットペーパー））

・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。）

・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。）

・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。）

・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。）

・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。）

・提出期限を守る。
・出席状況。制作や準備、片付けの態度。

・静物（桶・玉ねぎ・アルミパイプ）

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。

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。鉛筆の角度、紙の目へ
のつき方など、意図に応じて
創造的に活用する。

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。

言語活動

教科 科目 教科書等

美術 素描（鉛筆） 高校生の美術２

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。

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 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

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

デッサンレポート
(自己評価表)
自分の作品の説明

(自己評価
表)、出席状
況

・提出期限を守る。
・出席状況。制作や準備、片付けの態度。

 １、２学期と同様。

授業での作
品、休日課
題、デッ

デッサンレポート

(自己評価表)
自分の作品の説明

(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。）

・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。）

・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。）

・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。）

・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。）

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

デッサンレポート
(自己評価表)

自分の作品の説明

(自己評価
表)、出席状
況
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

4 2

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

学習のはじめに・素描について

・石膏像（胸像）

③

7 ・自画像

・石膏像（胸像）

・制作展のための制作

2
①②
④

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）

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

・石膏像（胸像）

・構成デッサン（油画専攻）
・石膏像胸像（彫刻専攻）

・静物（質感に特徴のあるもの・
基本立体要素のある複数モチー
フ）

・人物（ヌード）

・構成デッサン（油画専攻）
・石膏像胸像（彫刻専攻）

①②
④

①

③

③

③

③

③

③

①

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

作品評価

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。

4

5

6

9

教科 科目 教科書等

芸術 素描 日文　高校美術２

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。

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

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
・自主設定課題（春休み課題）

3

11

1
・静物（質感に特徴あるもの・基
本立体要素を含むもの複数モチー
フ）

12

8

10

・静物（基礎的な形体・特徴ある
質感の複数モチーフ組み合わせ）

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

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。

科目
評価の割合（％） 20% 15%

１
学
期

・石膏像（胸像）

観察し描こうとする姿勢（よく見ようとしているか）

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）

12



高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 2

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4

図書館

5

6

7

8

9 図書館

10

11

③

12

1

2 図書館

3

言語活動

透明水彩の使い方を知り、適切に扱うことが出来てい
る。

作品として成立するよう長期間の制作に向けて計画的に
取り組もうとしている。

④
日本画絵の具を正確に扱い、画面にしっかりのせること
ができたかお互いに考察し合っている。

（２）麻紙ボードに制作（F４号）
　　　「箔制作」

発問に対する発表

講評会での発表観察
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

（１）花を描く（F６号）

①
日本画材料や用具についての説明をよく聞き、これから
の学習に生かそうとしている。

観察
スケッチ

②
日本画の独特な色彩や特性などについて知り、どのよう
に絵の具をのせたらよいか構想を練っている。

観察
下図

③
材料や用具の特性を理解し、微妙なさじ加減を体得しな
がら表現している。

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

　日本画の伝統的な岩絵の具、箔、墨
　にかわ等の材料や用具の特性を学び
　さまざまな表現による日本画に関す
　る学習を通して、表現と鑑賞の能力
　を高める。

　現代絵画としての日本画の
　在り方を追求し、主体的、
　創造的に日本画の学習に取
　り組もうとする。

　日本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。

　日本画の創造的な表現活動
　をするために必要な材料や
　用具の特性の理解と専門的
　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。

日本画の美術作品や文化遺産、日本
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 構成Ⅱ 同朋舎「画材と技法」

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。

　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。

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。

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。

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

発問に対する発表

講評会での発表

②
自ら設定したテーマにそって、アイデアスケッチをする
とともに、日本画絵の具の特徴をふまえながら、主題に
あった構想を練っている。

観察
スケッチ
下図

①
箔を扱う上での材料や用具について理解し、慎重な態度
で学習に臨んでいる。

観察
スケッチ

発問に対する発表

講評会での発表

②
薄紙と箔をくっつける箔あかしと箔を画面に張る箔押し
を学びよさや美しさなどを考えて構想を練っている。

観察
下図

③
箔制作に必要な材料や用具の特性を理解し、実践できる
ように努力している。

観察
作品

④
お互いの作品を鑑賞しあうことで、箔の表現効果につい
て考察し、作者の意図を感じ取っている。

観察
発表

発問に対する発表

講評会での発表

②
自ら設定したテーマにそって、アイデアスケッチをするとともに、日本
画絵の具の特徴をふまえながら、主題にあった構想を練っている。

観察
下図

発問に対する発表

講評会での発表

②
鉛筆での下描きのポイントを知り、モチーフの形を正確に捉え
表現している

観察
作品

③
観察
下図

④
お互いの作品にたいし意見を言い合うことで、自信の作品のいいところ
悪いところを発見し今後に生かせる。

観察
発表

① 日本画における着彩画の知識を知る。
観察
スケッチ

水彩絵具の扱いができ、質感・空間が表現できている。 実技テスト

①

３
学
期

③
作品として成立するよう、これまで学んできた材料の扱いや造形感覚に
よって表現方法を創意工夫して表現している。

観察
作品

④
お互いの作品を鑑賞することで、作者の意図や心情を創造的に味わって
いる。

観察
発表

作品として成立するよう長期間の制作に向けて計画的に取り組もうとし
ている。

観察
スケッチ

２
学
期

③
作品として成立するよう、これまで学んできた材料の扱
いや造形感覚によって表現方法を創意工夫して表現して
いる。

観察
作品

④
お互いの作品を鑑賞することで、作者の意図や心情を創造的に
味わっている。

観察
発表

（４）着彩画

　着彩画の実技テスト

（５）パネルに制作（F５０号）

（３）パネルに制作（F５０号）
　　　「制作展の自由制作」

①
観察
コンセプト
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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 2

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
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

油画 モチーフの主題を効果的に表現するために、形体、色彩、構成 下層部描写 講評会発表 図書館
4 などを工夫して創造的な表現の構想をねっている。 ドローイング

油画の独自の技法や材料、用具の特性や効果を主体的に生かし 中層部描写
　　　・自画像 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 上層部描写
感じ取り、理解しようとしている。 講評
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 ドローイング

5 にテーマを生成し、イメージの構成を練ろうとしている。 下書き
油画（平面性） テーマを生成し、油画の表現形式の特性を生かして、形、色彩 下層部描写

構成バルール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
油画の独自の技法や材料、用具の特性や効果を生かし、主題を 中層部描写

       ・県美展作品制作（Ｆ５０） 追求し、目的や意図に応じて表現方法を工夫しながら表現する

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 上層部描写
感じ取り、理解を深めようとしている。 講評

6 学んだ技法や材料を生かして、創意工夫使用としている 下層部描写

想定描写（ミクストメディア） 自らのテーマを基に、高次な造形的な美しさを考えている。 上層部描写 講評会発表 図書館
講評

テーマに応じたより効果的な技法で表現している 中層部描写
          ・県美展作品制作（Ｆ５０） 上層部描写

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 講評

① 学んだ技法や材料を生かして、創意工夫使用としている アイデア・
7 制作展（準備・コンセプト） ～ 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 コンセプト

④ 感じ取り、理解しようとしている 提出
モチーフに興味を持ち、その特性（質感や形体）を理解し アイデアドローイング

8 制作展・作品制作 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 下層部描写
モチーフの主題を効果的に表現するために、形体、色彩、構成 中層部描写 講評会発表 図書館
質感などを工夫して創造的な表現の構想をねっている。

モチーフに興味を持ち、その特性（質感や形体）を理解し 中層部描写
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

9 モチーフの主題を効果的に表現するために、形体、色彩、構成 下層部描写
質感などを工夫して創造的な表現の構想をねっている。

③ 油画の独自の技法や材料、用具の特性や効果を主体的に生かし 中層部描写
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。

10 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 上層部描写
感じ取り、理解しようとしている。 講評
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 下描き

自由制作 にテーマを生成し、イメージの形成を構築する。 下層部描写
11 テーマを生成し、油画の表現形式の特性を生かして、形、色彩 講評会発表 図書館

想定描写 構成・質感・バルールなどを工夫し創造的な表現の構想を練る 中層部描写
12 　　・どこでもない場所 油画独自の技法や材料、用具の特性や効果を生かし、テーマを 中層部描写

追求し、目的や意図に応じて表現方法を工夫し表現する

1 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、理解を深めようとしている。 講評

３
学
期

学んだ技法や材料を生かして、創意工夫しようとしている アイデア

静物画（身近なモチーフ） プラン
2 　　　　各自セッティング ② 自らのテーマを基に、より高次な造形的な美しさを考えている 下層部描写 講評会発表 図書館

③ テーマに応じて、より効果的な技法で表現している 中層部描写
3

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 上層部描写
感じ取り、理解し自らの言語を見いだし表現ようとしている 講評

科目
評価の割合（％） 20% 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（油彩画や・混合技
法・ドローイング等）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。

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。

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。

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。

教科 科目 教科書等

美術Ⅰ 絵画（油画） 日文　高校美術２

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

評価方法

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。

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。

言語活動

④

①

②

単元及び指導事項 評価規準

④

①

②
　　・壁にモチーフ
　　・美しい風景

③

①

②
　　　・卓上
　　　・自由制作

③

①

　　　・自然観
　　　・自分について描きなさい

③

２
学
期

④

①

②

①

②

①

　　　・Ｆ５０号　
②

③

④

１
学
期
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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 2

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4

5

6

7

①

②
③
④ お互いの進度を確認し、機能美を味わっている。

8

9

10

11

12

1

2

3

（７）人体の構成（スケッチ）

①

人体構造の美しさに興味をもち、主体的、創造的に立体
作品の諸要素の理解や構成学習に取り組もうとする。 観察、スケッチ

プリント
☆発問に対する発
表

☆講評会での発表

②
想像力を働かせて感じ取ったことを基に、人体解剖学の
美しさなどを考え、創造的な形体、構成の構想を練って
いる。

観察、作品
スケッチ

③
観察、作品
スケッチ

④
お互いの作品を鑑賞することで、作者の感じ方のよさを
創造的に味わっている。

観察、発表

☆発問に対する発
表

☆講評会での発表④
美術作品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。

観察、作品
スケッチ

（５）木材と工具
（木彫制作を通して）

①
観察、スケッチ
プリント

☆発問に対する発
表

☆講評会での発表

②
素材のよさや美しさを考えながら、構造を考え、形体の
構想を練っている。

観察、作品
スケッチ

③
各部位の量とバランス、構造を意識した動勢を工夫し、
木の特質を理解しながら、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、作者の心情やよさを創
造的に味わっている。

観察、発表

③ 観察、作品

④ お互いの作品を鑑賞することで、作者の心情やよさを創 観察、発表

（６）作家に見る構成（鑑賞）
①

美術文化を尊重し、主体的、創造的に立体制作に係わる
諸要素の理解に取り組もうとする。

観察、スケッチ

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

③
コンセプトにあった形体と構成を考えながら、量、バラ
ンス、空間、表面を創意工夫して表現している。

観察、作品

④
お互いの作品を鑑賞することで、作者の心情やよさを創
造的に味わっている。

観察、発表

抽象作品制作を通して、コンセプトと形体などに対して
興味をもち、その理解や構成学習に取り組もうとする。

観察、スケッチ

②
感性や想像力を働かせて発想した主題に沿って、創造的
で個性豊かな立体構成の構想を練っている。

観察、作品
スケッチ

教科 科目 教科書等

美術 構成（彫刻） 日本文教出版「高校生の美術２」、授業プリント

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。

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

造形的な創造活動の基本となる諸要素の
理解を深め、感性や造形感覚、創造的に
構成する能力を高めることをねらいとし
ている。

美術文化を尊重し、主体的、
創造的に立体制作に係わる諸
要素の理解や構成学習に取り
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
で個性豊かな形体、色彩、材
料、構成等の構想を練ってい
る。

創造的な制作活動をするために
必要な立体制作に係わる諸要素
（形体・色彩、材料、構成等）
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いな
がら、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。

言語活動

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。

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。

実技テストと単元ごとの作品に
より、総合的に評価する。

作品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。

50% 15%

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

（１）量感について
（風船の塑像制作）

①
風船制作を通して、量感と動勢に対して興味をもち、そ
の理解や構成学習に取り組もうとする。

観察、スケッチ

②
感性や想像力を働かせて感じ取ったことを基に、よさや
美しさなどを考え、創造的な形体、構成等の構想を練っ
ている。

観察、作品
スケッチ

③
へらや金切のこの刃などの道具を利用しながら、量感と
軸の関係について理解し、表現している。

観察、作品

各部位の量感、均衡、動勢や空間、面等を工夫し、着色
仕上げまで計画的に制作、表現している。

木彫制作を通して、試行錯誤しながら、個性豊かな制作
をしようとしている。

④
お互いの作品を鑑賞することで、量感や道具の工夫方法
のよさを創造的に味わっている。

（２）身近なことから
～コンセプトと空間～

（抽象的な作品）

（３）素材に学ぶ
（FRP）

樹脂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

各部位の量とバランス、構造を意識した動勢を工夫し、
筋肉の動きを理解しながら、スケッチしている。

☆発問に対する発
表

☆講評会での発表

観察、発表

①

☆発問に対する発表手順を理解した上で、先を考え行動している。 観察、作品
樹脂の堅さを調整して樹脂取りしている。 観察、作品

観察、姿勢

（４）制作展制作と絡めて
（コンセプトと空間）
（量感、均衡、動勢）

（形体と色彩）

①
立体作品の構成要素は何か考えながら、主体的、創造的
に学習に取り組み、計画的に制作しようとする。

観察、計画表

☆中間チェック
１，２でのプレゼ

ンテーション

②
自ら設定したテーマにそって、アイデアスケッチをする
とともに、コンセプトや素材の特徴を考えながら、主題
にあった構想を練っている。

観察、作品
コンセプト用紙
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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 ２年

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

①
②
③
④
①
②

④

8

9

10

11

12

1

2

④
①

3 ②
③

④

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。

言語活動

自分や他の作品の良さを感じ取っている。

観察、下絵

レポート

平面構成の基礎的な方法、要領を理解できている。

コラージュ表現を発展させて、伝えたい内容を明確にし
た表現を習得しようと取り組んでいる。

材料や技法の性質を理解し、表現方法を工夫して構想を
練っている。

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

ニーズ、コンセプトなどデザイン要素を理解している。

伝達のためのデザインについて理解できている。

課題に対して多角的に考え、より的確な構想を練っている。

キャッチコピーが伝わるデザインとして表現できている。

１
学
期

4

5

6

7

レポート

観察、下絵

地塗りから始まる手順を理解して制作している。

モチーフを選択して、意図的な表現ができている。イラストレーション１（リアルな
表現）

色彩演習１（トーン＋α）
構成演習１（円を用いた構成）
構成演習２（直線による分割）
構成演習３（線による構成、烏口）
レタリング演習
レタリング１（明朝体、ゴシック体）

レタリング２（４文字）

課題作品

観察、下絵

図書館

図書館

図書館

講評

教科 科目 教科書等

芸術 構成（デザイン） 高校生の美術２（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%

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

20%

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。

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。

制作展制作

平面構成１（自然物を使って）

平面構成２（物＋直線分割）

平面構成３（イメージ問題）

デザインの基礎的な要素を理解しながら、美しい画面
構成を目指して取り組んでいる。

造形要素の形や色を考えながら、効果的でバランスのよ
い画面を構成をしようとしている。

溝引き、烏口を的確に扱って、色も的確でシャープな仕
上がりの表現ができている。

画面分割や色彩の効果を考えて、意図的な制作ができ
ている。他の生徒作品のよさを感じとっている。

画面構成、色彩の強弱やバランスを考え、意図した表現
ができている。

①

②

③

④

③

①

②

③

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、多様な視点から理解しようとし
ている。

様々な技法を活用し、表現方法を創意工夫している。
技法や材料、用具の特性や効果を主体的に生かして
いる。

主体的にテーマを探し、様々な資料を活用し、コンセプ
トを明確にして計画的に取り組もうと努力している。

意図に合った表現方法を模索し効果的な表現ができる。

描写方法、意図に応じて生かして表現している。
地塗り、画材、描画方法などを理解している。
平面構成の諸要素を理解して興味を持って取り組んでいる。

課題に対して多角的に考え、アイデアを出している。

技法や材料、用具の特性や効果を主体的に生かして、意
図する表現ができている。

アイデアの深め方、イラストや印刷の技術を理解する
ことで、表現の

ポスター（B3）

抽象表現

ボックスアート

様々な素材に興味を持ち、自らの主題を明確にし、関
心をもって取り組んでいる。

マチエールや表現の深さなどアート的な傾向の制作を
通して、平面デザインとは異なる表現ができる。

偶発性も取り入れた表現方法を理解し、立ち上がる作品
と対峙しながらアート的な方法で、表現の幅を広げた制
作ができている。

コラージュ（意外な組合せ）

イラストレーション２（ペンを
使って）

シルクスクリーン

①

②

③

①

②

③

④

課題作品

レポート

観察、下絵

課題作品

講評会での発表

講評会での発表

講評会での発表

講評会での発表

講評会での発表

講評会での発表

講評会での発表

課題作品

レポート

課題作品

課題作品

レポート

観察、下絵

観察、下絵

課題作品

プレゼンテーション

観察、下絵

図書館

図書館

図書館

図書館
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

4 2

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4

図書館

5

6

7

8

9 図書館

10

11

③

12

1

2 図書館

3

２
学
期

④
お互いの作品を鑑賞することで、作者の意図や心情を創造的に味わって
いる。

観察
発表

観察
スケッチ

発問に対する発表

講評会での発表

②
自ら設定したテーマにそって、アイデアスケッチをするとともに、日本
画絵の具の特徴をふまえながら、主題にあった構想を練っている。

観察
下図

発問に対する発表

講評会での発表

②
観察
作品

③
観察
下図

④
お互いの作品にたいし意見を言い合うことで、自信の作品のいいところ
悪いところを発見し今後に生かせる。

観察
発表

　着彩画の実技テスト 水彩絵具の扱いができ、質感・空間が表現できている。 実技テスト

（５）パネルに制作（F５０号）

①
作品として成立するよう長期間の制作に向けて計画的に取り組もうとし
ている。

（３）パネルに制作（F５０号）
　　　「制作展の自由制作」

①
観察
コンセプト

透明水彩の使い方を知り、適切に扱うことが出来てい
る。

③
作品として成立するよう、これまで学んできた材料の扱
いや造形感覚によって表現方法を創意工夫して表現して
いる。

観察
作品

④
お互いの作品を鑑賞することで、作者の意図や心情を創造的に
味わっている。

観察
発表

（４）着彩画

①
観察
スケッチ

日本画における着彩画の知識を知る。

鉛筆での下描きのポイントを知り、モチーフの形を正確に捉え
表現している

③
作品として成立するよう、これまで学んできた材料の扱いや造形感覚に
よって表現方法を創意工夫して表現している。

観察
作品

発問に対する発表

講評会での発表

②
自ら設定したテーマにそって、アイデアスケッチをする
とともに、日本画絵の具の特徴をふまえながら、主題に
あった構想を練っている。

観察
スケッチ
下図

（２）麻紙ボードに制作（F４号）
　　　「箔制作」

④
お互いの作品を鑑賞しあうことで、箔の表現効果につい
て考察し、作者の意図を感じ取っている。

観察
発表

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。

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。

単元及び指導事項 評価規準 評価方法 言語活動

観察
作品

発問に対する発表

講評会での発表

１
学
期

（１）花を描く（F６号）

①
日本画材料や用具についての説明をよく聞き、これから
の学習に生かそうとしている。

観察
スケッチ

発問に対する発表

講評会での発表

②
日本画の独特な色彩や特性などについて知り、どのよう
に絵の具をのせたらよいか構想を練っている。

観察
下図

③
材料や用具の特性を理解し、微妙なさじ加減を体得しな
がら表現している。

観察
作品

④
日本画絵の具を正確に扱い、画面にしっかりのせること
ができたかお互いに考察し合っている。

観察
発表

①
箔を扱う上での材料や用具について理解し、慎重な態度
で学習に臨んでいる。

観察
スケッチ

②
薄紙と箔をくっつける箔あかしと箔を画面に張る箔押し
を学びよさや美しさなどを考えて構想を練っている。

観察
下図

③

作品として成立するよう長期間の制作に向けて計画的に
取り組もうとしている。

箔制作に必要な材料や用具の特性を理解し、実践できる
ように努力している。

教科 科目 教科書等

美術 日本画Ⅱ 同朋舎「画材と技法」

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。

　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。

３
学
期

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

　日本画の伝統的な岩絵の具、箔、墨
　にかわ等の材料や用具の特性を学び
　さまざまな表現による日本画に関す
　る学習を通して、表現と鑑賞の能力
　を高める。

　現代絵画としての日本画の
　在り方を追求し、主体的、
　創造的に日本画の学習に取
　り組もうとする。

　日本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。

　日本画の創造的な表現活動
　をするために必要な材料や
　用具の特性の理解と専門的
　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。

日本画の美術作品や文化遺産、日本
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。

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
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

4 2

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
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

油画 モチーフの主題を効果的に表現するために、形体、色彩、構成 下層部描写 講評会発表 図書館
4 などを工夫して創造的な表現の構想をねっている。 ドローイング

油画の独自の技法や材料、用具の特性や効果を主体的に生かし 中層部描写
　　　・自画像 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 上層部描写
感じ取り、理解しようとしている。 講評
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 ドローイング

5 にテーマを生成し、イメージの構成を練ろうとしている。 下書き
油画（平面性） テーマを生成し、油画の表現形式の特性を生かして、形、色彩 下層部描写

構成バルール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
油画の独自の技法や材料、用具の特性や効果を生かし、主題を 中層部描写

       ・県美展作品制作（Ｆ５０） 追求し、目的や意図に応じて表現方法を工夫しながら表現する

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 上層部描写
感じ取り、理解を深めようとしている。 講評

6 学んだ技法や材料を生かして、創意工夫使用としている 下層部描写

想定描写（ミクストメディア） 自らのテーマを基に、高次な造形的な美しさを考えている。 上層部描写 講評会発表 図書館
講評

テーマに応じたより効果的な技法で表現している 中層部描写
          ・県美展作品制作（Ｆ５０） 上層部描写

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 講評

① 学んだ技法や材料を生かして、創意工夫使用としている アイデア・
7 制作展（準備・コンセプト） ～ 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 コンセプト

④ 感じ取り、理解しようとしている 提出
モチーフに興味を持ち、その特性（質感や形体）を理解し アイデアドローイング

8 制作展・作品制作 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 下層部描写
モチーフの主題を効果的に表現するために、形体、色彩、構成 中層部描写 講評会発表 図書館
質感などを工夫して創造的な表現の構想をねっている。

モチーフに興味を持ち、その特性（質感や形体）を理解し 中層部描写
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

9 モチーフの主題を効果的に表現するために、形体、色彩、構成 下層部描写
質感などを工夫して創造的な表現の構想をねっている。

③ 油画の独自の技法や材料、用具の特性や効果を主体的に生かし 中層部描写
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。

10 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 上層部描写
感じ取り、理解しようとしている。 講評
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 下描き

自由制作 にテーマを生成し、イメージの形成を構築する。 下層部描写
11 テーマを生成し、油画の表現形式の特性を生かして、形、色彩 講評会発表 図書館

想定描写 構成・質感・バルールなどを工夫し創造的な表現の構想を練る 中層部描写
12 　　・どこでもない場所 油画独自の技法や材料、用具の特性や効果を生かし、テーマを 中層部描写

追求し、目的や意図に応じて表現方法を工夫し表現する

1 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、理解を深めようとしている。 講評

３
学
期

学んだ技法や材料を生かして、創意工夫しようとしている アイデア

静物画（身近なモチーフ） プラン
2 　　　　各自セッティング ② 自らのテーマを基に、より高次な造形的な美しさを考えている 下層部描写 講評会発表 図書館

③ テーマに応じて、より効果的な技法で表現している 中層部描写
3

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 上層部描写
感じ取り、理解し自らの言語を見いだし表現ようとしている 講評

①

　　　・自然観
　　　・自分について描きなさい

③

２
学
期

④

①

②

①

②

①

　　　・Ｆ５０号　
②

③

④

１
学
期

①

②
　　　・卓上
　　　・自由制作

③

④

①

②
　　・壁にモチーフ
　　・美しい風景

③

④

①

②

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

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。

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。

言語活動

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

美術Ⅰ 絵画（油画） 日文　高校美術２

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%

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（油彩画や・混合技
法・ドローイング等）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。

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。

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。
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

4 2

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4

5

6

7
①
②
③
④ お互いの進度を確認し、機能美を味わっている。

8

9

10

11

12

1

2

3

美術文化を尊重し、「内と外」をテーマにして、主体
的、創造的に美術の学習に取り組もうとする。

主題に合わせて各自選択した素材の特質を工夫し、展示
方法に至るまで、計画的に制作、表現している。

☆発問に対する
発表観察、作品

観察、姿勢

☆発問に対する発
表

☆講評会での発表

☆発問に対する発
表

☆中間チェック
１，２でのプレゼ

ンテーション

☆発問に対する発
表

☆講評会でのプレ
ゼンテーション

言語活動

各部位の量感、均衡、動勢や空間、面等を工夫し、着色
仕上げまで計画的に制作、表現している。

動物をテーマに、試行錯誤しながら、個性豊かな制作を
しようとしている。

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。

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、
創造的に塑像や木彫等の学習
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
で個性豊かな彫刻の構想を練っ
ている。

創造的な彫刻活動をするために
必要な造形要素（量感、均衡、
動勢、面、空間）や素材の性質
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いな
がら、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。

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

①
自らの手をテーマに、試行錯誤しながら、個性豊かな制作をしよ
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

教科 科目 教科書等

美術 彫刻Ⅱ 日本文教出版「高校生の美術２」、授業プリント

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。

実技テストと単元ごとの作品に
より、総合的に評価する。

作品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。

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

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

①
自身をテーマに、試行錯誤しながら、個性豊かな制作をしようと
している。

観察、スケッチ

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。

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。

自らの手をテーマに、アイデアスケッチをしながら、ポーズを考
え、主題にあった構想を練っている。

観察、作品
スケッチ

③
手各部位の量とバランス、構造を意識した動勢を工夫し、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

②
自身をテーマに、アイデアスケッチをしながら、ポーズを考え、
主題にあった構想を練っている。

観察、作品
スケッチ

③
首像各部位の量とバランス、構造を意識した動勢を工夫し、表現
している。

観察、作品

②
自ら設定したテーマにそって、アイデアスケッチをする
とともに、素材の特徴を考えながら、主題にあった構想
を練っている。

観察、作品
コンセプト用紙

③ 観察、作品

④
お互いの作品を鑑賞することで、作者の心情やよさを創
造的に味わっている。

観察、発表

☆発問に対する発
表

☆講評会での発表

②
アイデアスケッチをしながら、構造を考え、主題にあっ
た構想を練っている。

観察、作品
スケッチ

③
各部位の量とバランス、構造を意識した動勢を工夫し、
木の特質を理解しながら、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、作者の心情やよさを創
造的に味わっている。

観察、発表

観察、作品

④
お互いの作品を鑑賞することで、作者の心情やよさを創
造的に味わっている。

観察、発表

① 観察、スケッチ

☆発問に対する発
表

☆講評会での発表

②
感性や想像力を働かせて感じ取ったことを基に、主題を
発想し、創造的で個性豊かな彫刻の構想を練っている。

観察、作品
スケッチ

④
お互いの作品を鑑賞することで、作者の心情やよさを創
造的に味わっている。

観察、発表

２
学
期

３
学
期

②
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、テーマに沿った主題を
発想し、創造的で個性豊かな彫刻の構想を練っている。

観察、作品
スケッチ

③ 観察、作品

（７）短期課題「内と外」（表
現）

（６）人物立像制作（塑像）

①
人物が立つ自然の法則に興味をもち、試行錯誤しなが
ら、個性豊かな制作をしようとしている。

観察、スケッチ

（５）動物を彫る（木彫）

①
観察、スケッチ
プリント

（４）制作展制作（自由制作）

①
彫刻作品とは何か考えながら、主体的、創造的に塑像や
木彫等の学習に取り組み、計画的に制作しようとする。

観察、計画表

③
各部位の量とバランス、構造を意識した動勢を工夫し、
人体解剖学の知識を理解しながら、表現している。
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

4 ２年

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

①
②
③
④
①
②

④

8

9

10

11

12

1

2

④
①

3 ②
③

④

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。

言語活動

自分や他の作品の良さを感じ取っている。

観察、下絵

レポート

平面構成の基礎的な方法、要領を理解できている。

コラージュ表現を発展させて、伝えたい内容を明確にし
た表現を習得しようと取り組んでいる。

材料や技法の性質を理解し、表現方法を工夫して構想を
練っている。

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

ニーズ、コンセプトなどデザイン要素を理解している。

伝達のためのデザインについて理解できている。

課題に対して多角的に考え、より的確な構想を練っている。

キャッチコピーが伝わるデザインとして表現できている。

１
学
期

4

5

6

7

レポート

観察、下絵

地塗りから始まる手順を理解して制作している。

モチーフを選択して、意図的な表現ができている。イラストレーション１（リアルな
表現）

色彩演習１（トーン＋α）
構成演習１（円を用いた構成）
構成演習２（直線による分割）
構成演習３（線による構成、烏口）
レタリング演習
レタリング１（明朝体、ゴシック体）

レタリング２（４文字）

課題作品

観察、下絵

図書館

図書館

図書館

講評

教科 科目 教科書等

芸術 デザイン 高校生の美術２（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%

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

20%

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。

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。

制作展制作

平面構成１（自然物を使って）

平面構成２（物＋直線分割）

平面構成３（イメージ問題）

デザインの基礎的な要素を理解しながら、美しい画面
構成を目指して取り組んでいる。

造形要素の形や色を考えながら、効果的でバランスのよ
い画面を構成をしようとしている。

溝引き、烏口を的確に扱って、色も的確でシャープな仕
上がりの表現ができている。

画面分割や色彩の効果を考えて、意図的な制作ができ
ている。他の生徒作品のよさを感じとっている。

画面構成、色彩の強弱やバランスを考え、意図した表現
ができている。

①

②

③

④

③

①

②

③

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、多様な視点から理解しようとし
ている。

様々な技法を活用し、表現方法を創意工夫している。
技法や材料、用具の特性や効果を主体的に生かして
いる。

主体的にテーマを探し、様々な資料を活用し、コンセプ
トを明確にして計画的に取り組もうと努力している。

意図に合った表現方法を模索し効果的な表現ができる。

描写方法、意図に応じて生かして表現している。
地塗り、画材、描画方法などを理解している。
平面構成の諸要素を理解して興味を持って取り組んでいる。

課題に対して多角的に考え、アイデアを出している。

技法や材料、用具の特性や効果を主体的に生かして、意
図する表現ができている。

アイデアの深め方、イラストや印刷の技術を理解する
ことで、表現の

ポスター（B3）

抽象表現

ボックスアート

様々な素材に興味を持ち、自らの主題を明確にし、関
心をもって取り組んでいる。

マチエールや表現の深さなどアート的な傾向の制作を
通して、平面デザインとは異なる表現ができる。

偶発性も取り入れた表現方法を理解し、立ち上がる作品
と対峙しながらアート的な方法で、表現の幅を広げた制
作ができている。

コラージュ（意外な組合せ）

イラストレーション２（ペンを
使って）

シルクスクリーン

①

②

③

①

②

③

④

課題作品

レポート

観察、下絵

課題作品

講評会での発表

講評会での発表

講評会での発表

講評会での発表

講評会での発表

講評会での発表

講評会での発表

課題作品

レポート

課題作品

課題作品

レポート

観察、下絵

観察、下絵

課題作品

プレゼンテーション

観察、下絵

図書館

図書館

図書館

図書館
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