
年間授業計画　新様式例

高等学校 令和４年度（１学年用） 教科  科目
教　科： 科　目： 単位数： 単位

対象学年組：第 1 学年 1 組～ 4 組

使用教科書：（ ）

教科 の目標：

【思考力、判断力、表現力等】

【学びに向かう力、人間性等】

科目 の目標：

話・
聞 書 読

【知識・技能】
・主張と根拠などの関係について理解してい
る。[⑵ア]
【思考・判断・表現】
・「読むこと」において、文章の種類をふま
えて、内容や構成、論理の展開などについて
叙述をもとに的確にとらえ、要旨や要点を把
握している。[C⑴ア]
【主体的に学習に取り組む態度】
・筆者の主張をふまえて、「現代の国語」の
学習に前向きに取り組もうとしている。

○ ○ ○

○

6

○

○

○

○ 1

7

【学びに向かう力、人間性等】

言葉がもつ価値への認識を深めるとともに，
生涯にわたって読書に親しみ自己を向上さ
せ，我が国の言語文化の担い手としての自覚
をもち，言葉を通して他者や社会に関わろう
とする態度を養う。

現代の国語

配当
時数

【 知　識　及　び　技　能 】生涯にわたる社会生活に必要な国語について，その特質を理解し適切に使うことができるようにする。

国語 現代の国語 2

態

現代の国語国語

実社会に必要な国語の知識や技能を身に付ける
ようにする。

論理的に考える力や深く共感したり豊かに想
像したりする力を伸ばし，他者との関わりの
中で伝え合う力を高め，自分の思いや考えを
広げたり深めたりすることができるようにす
る。

新編　現代の国語　大修館書店

国語

知

〇

【知識・技能】
・文、文章の効果的な組立て方や接続の仕方
について理解している。［⑴オ］
・個別の情報と一般化された情報との関係に
ついて理解している。［⑵イ］
【思考・判断・表現】
・「読むこと」において、内容や構成、論理
の展開などについて叙述をもとに的確にとら
え、要旨や要点を把握している。［C⑴ア］
【主体的に学習に取り組む態度】
・積極的に学習に取り組み、説明のしかたを
とらえようとしている。

〇

３　わかりやすく説明する
【知識及び技能】
　文、文章の効果的な組立て方や接
続の仕方について理解する。個別の
情報と一般化された情報との関係に
ついて理解する。
【思考力、判断力、表現力等】
　「読むこと」において、内容や構
成、論理の展開などについて叙述を
もとに的確にとらえ、要旨や要点を
把握する。
【学びに向かう力、人間性等】
　積極的に学習に取り組み、説明の
しかたをとらえようとする。

・指導事項
・教材「生きることと食べること
の意味」
・一人１台端末の活用　等

生涯にわたる社会生活における他者との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力や想像力を伸ばす。

言葉のもつ価値への認識を深めるとともに，言語感覚を磨き，我が国の言語文化の担い手としての自覚
をもち，生涯にわたり国語を尊重してその能力の向上を図る態度を養う。

5

２　日本語を使いこなす
【知識及び技能】
　場面や目的に応じた適切な言葉、
敬語の正しい使い方、類義語のニュ
アンスについて正しく理解する。
【思考力、判断力、表現力等】
　「話すこと・聞くこと」におい
て、話し言葉の特徴をふまえ、場面
に応じた適切な言葉や表現を工夫す
る。
　「書くこと」において、場面や目
的に応じた適切な言葉を選び、表現
のしかたを工夫する。
【学びに向かう力、人間性等】
　言葉を正しく使い分けることに意
欲をもち、言葉を意識して、自らの
言語生活を豊かにする。

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 思

○

【知識・技能】
・場面や目的に応じた適切な言葉、敬語の正
しい使い方、類義語のニュアンスについて正
しく理解している。［(1)イ］
【思考・判断・表現】
・「話すこと・聞くこと」において、話し言
葉の特徴をふまえ、場面に応じた適切な言葉
や表現を工夫している。［A(1)ウ］
・「書くこと」において、場面や目的に応じ
た適切な言葉を選び、表現のしかたを工夫し
ている。［B(1)ウ］
【主体的に学習に取り組む態度】
・言葉を正しく使い分けることに意欲をも
ち、言葉を意識して、自らの言語生活を豊か
にしようとしている。

【知識及び技能】 【思考力、判断力、表現力等】

○ ○○

１
学
期

１　ことばをひらく
【知識及び技能】
　主張と根拠などの関係について理
解する。
【思考力、判断力、表現力等】
　「読むこと」において、文章の種
類をふまえて、内容や構成、論理の
展開などについて叙述をもとに的確
にとらえ、要旨や要点を把握する。
【学びに向かう力、人間性等】
　筆者の主張をふまえて、「現代の
国語」の学習に前向きに取り組もう
としている。

・指導事項
ことばの学びに向けて
・教材「『変わる』ことを楽しも
う」

・指導事項
さまざまな場面に応じた言葉を考
える
・教材「ことばの使い分け」
・一人１台端末の活用　等

〇

定期考査

領域
評価規準



6

【知識・技能】
・主張と根拠の関係や、話の効果的な組み立
て方について理解している。[⑴オ、⑵ア]
【思考・判断・表現】
・「話すこと・聞くこと」において、自分の
考えが的確に伝わるよう、自分の立場や考え
を明確にするとともに、相手の反応を予想し
て論理の展開を考えるなど、話の構成や展開
を工夫している。［Ａ(1)イ、⑵ア］
【主体的に学習に取り組む態度】
・討論をすることに興味をもち、意欲的に取
り組もうとしている。

7

1

【知識・技能】
・話し言葉の特徴をふまえ、適切な言葉遣い
や表現を理解し、使っている。［⑴イ］
【思考・判断・表現】
・「話すこと・聞くこと」において、適切な
テーマを決め、必要な情報を収集するために
インタビューのしかたを工夫している。［A⑴
ア］
・「話すこと・聞くこと」において、相手の
反応を予想して話の内容や展開、質問のしか
たを工夫しながらインタビューを行ってい
る。［A⑴エ］
【主体的に学習に取り組む態度】
・インタビュー活動に興味をもち、積極的に
学習に取り組もうとしている。

〇 〇

7

○ ○

○

〇 〇

〇

【知識・技能】
・話し言葉の特色をふまえ、相手に配慮した
言葉遣い、わかりやすい言葉遣いを理解して
いる。［⑴イ］
【思考・判断・表現】
・「話すこと・聞くこと」において、目的に
応じて情報を収集、整理し、自分の立場や考
えを明確にして、構成や展開を工夫しながら
話している。［A⑴ア、イ］
・「話すこと・聞くこと」において、議論の
広げ方や深め方、結論の出し方を工夫して話
し合っている。［A⑴オ、⑵ウ］
【主体的に学習に取り組む態度】
・話し合いの活動に興味をもち、よりよい話
し合いをしようとしている。

〇 〇 〇 〇 〇

8○

【知識・技能】
・比喩、例示、言い換えなどの修辞や、直接
的な述べ方や婉曲的な述べ方について理解し
ている。［⑴カ］
・個別の情報と一般化された情報との関係に
ついて理解している。［⑵イ］
【思考・判断・表現】
・「読むこと」において、文章の種類をふま
えて、内容や構成、論理の展開などについて
叙述をもとに的確にとらえ、要旨や要点を把
握している。［C⑴ア］
【主体的に学習に取り組む態度】
・積極的に学習に取り組み、具体と抽象の関
係、具体例の役割、筆者の主張などをとらえ
ようとしている。

○ ○

定期考査
○ ○

〇

〇

２
学
期

４　聞く力を育む
【知識及び技能】
　話し言葉の特徴をふまえ、適切な
言葉遣いや表現を理解し、使う。
【思考力、判断力、表現力等】
　「話すこと・聞くこと」におい
て、適切なテーマを決め、必要な情
報を収集するためにインタビューの
しかたを工夫する。
【学びに向かう力、人間性等】
　インタビュー活動に興味をもち、
積極的に学習に取り組もうとする。

・指導事項
日本語を使いこなす
・教材「ミニインタビューをしよ
う」
・一人１台端末の活用　等

７　説得力を高める
【知識及び技能】
　主張と根拠の関係や、話の効果的
な組み立て方について理解する。
【思考力、判断力、表現力等】
　「話すこと・聞くこと」におい
て、自分の考えが的確に伝わるよ
う、自分の立場や考えを明確にする
とともに、相手の反応を予想して論
理の展開を考えるなど、話の構成や
展開を工夫する。
【学びに向かう力、人間性等】
　討論をすることに興味をもち、意
欲的に取り組もうとする。

・指導事項
分かりやすく説明する方法
・教材「ミニ討論会をしよう」
・一人１台端末の活用　等

定期考査

５　論理を読み取る
【知識及び技能】
　比喩、例示、言い換えなどの修辞
や、直接的な述べ方や婉曲的な述べ
方について理解する。個別の情報と
一般化された情報との関係について
理解する。
【思考力、判断力、表現力等】
　「読むこと」において、文章の種
類をふまえて、内容や構成、論理の
展開などについて叙述をもとに的確
にとらえ、要旨や要点を把握する。
【学びに向かう力、人間性等】
　積極的に学習に取り組み、具体と
抽象の関係、具体例の役割、筆者の
主張などをとらえようとする。

・指導事項
論理的文章の読解方法
・教材「水の東西」
・一人１台端末の活用　等

６　伝え合いのレッスン
【知識及び技能】
　話し言葉の特色をふまえ、相手に
配慮した言葉遣い、わかりやすい言
葉遣いを理解する。
【思考力、判断力、表現力等】
　「話すこと・聞くこと」におい
て、目的に応じて情報を収集、整理
し、自分の立場や考えを明確にし
て、構成や展開を工夫しながら話
す。「話すこと・聞くこと」におい
て、議論の広げ方や深め方、結論の
出し方を工夫して話し合う。
【学びに向かう力、人間性等】
　話し合いの活動に興味をもち、よ
りよい話し合いをしようとする。

・指導事項
伝達方法の習得
・教材「テーマを決めて話し合お
う」
・一人１台端末の活用　等

１
学
期

1



6〇〇

３
学
期

〇 〇 〇

【知識・技能】
・話し言葉と書き言葉の特徴や役割、表現の
特色をふまえ、正確にわかりやすく話した
り、効果的な発表資料を作成したりしてい
る。［⑴イ］
【思考・判断・表現】
・「話すこと・聞くこと」において、場の状
況に応じて資料や機器を効果的に用いなが
ら、相手の心を動かすことができるよう表現
を工夫して発表している。［A⑴ウ、⑵エ］
【主体的に学習に取り組む態度】
・プレゼンテーションすることに意欲をも
ち、積極的に学習に取り組んでいる。

９　他者を動かす
【知識及び技能】
　話し言葉と書き言葉の特徴や役
割、表現の特色をふまえ、正確にわ
かりやすく話したり、効果的な発表
資料を作成したりする。
【思考力、判断力、表現力等】
　「話すこと・聞くこと」におい
て、場の状況に応じて資料や機器を
効果的に用いながら、相手の心を動
かすことができるよう表現を工夫し
て発表する。
【学びに向かう力、人間性等】
　プレゼンテーションすることに意
欲をもち、積極的に学習に取り組
む。

・指導事項
分かりやすく伝える技術の習得
・教材「プレゼンテーションをし
よう」
・一人１台端末の活用　等

２
学
期

８　情報と向き合う
【知識及び技能】
　主張と根拠など情報と情報との関
係について理解する。情報の妥当性
や信頼性の吟味のしかたについて理
解を深める。
【思考力、判断力、表現力等】
　「読むこと」において、文章や図
形などに含まれている情報を相互に
関係づけながら、内容や書き手の意
図を解釈したり、文章の構成や論理
の展開などについて評価したりし、
自分の考えを深める。
【学びに向かう力、人間性等】
　視点や根拠に注意し、文章や図形
などから必要な情報を読み取ろうと
する。

・指導事項
論理的文章の読解方法
・教材「情報の力関係」
・一人１台端末の活用　等

定期考査
○ ○ 1

〇

【知識・技能】
・主張と根拠など情報と情報との関係につい
て理解している。[⑵ア]
・情報の妥当性や信頼性の吟味のしかたにつ
いて理解を深めている。[⑵エ]
【思考・判断・表現】
・「読むこと」において、文章や図形などに
含まれている情報を相互に関係づけながら、
内容や書き手の意図を解釈したり、文章の構
成や論理の展開などについて評価したりし、
自分の考えを深めている。[C⑴イ]
【主体的に学習に取り組む態度】
・視点や根拠に注意し、文章や図形などから
必要な情報を読み取ろうとしている。

〇 〇 〇 6

7

1

１０　社会に目を向けて
【知識及び技能】
　例示や言い換えなどの述べ方につ
いて理解する。筆者の主張とその根
拠の関係について理解する。
【思考力、判断力、表現力等】
　「読むこと」において、筆者の主
張とその根拠となる具体例について
とらえる。「読むこと」において、
文章の内容について自分の考えを深
める。
【学びに向かう力、人間性等】
　進んで文章の内容をとらえようと
するとともに、自分の考えをもち、
意欲的に伝えようとする。

・指導事項
論理的文章の読解方法
・教材「何のために『働く』の
か」
・一人１台端末の活用　等

〇

【知識・技能】
・例示や言い換えなどの述べ方について理解
している。[⑴カ]
・筆者の主張とその根拠の関係について理解
している。[⑵ア]
【思考・判断・表現】
・「読むこと」において、筆者の主張とその
根拠となる具体例についてとらえている。[C
⑴ア]
・「読むこと」において、文章の内容につい
て自分の考えを深めている。[C⑴イ]
【主体的に学習に取り組む態度】
・進んで文章の内容をとらえようとするとと
もに、自分の考えをもち、意欲的に伝えよう
としている。

合計

70

定期考査

○ ○


