
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～ 6 組

教科担当者：

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

（1組：田口） （2組：田口） （3組：田口） （4組：田口） （5組：田口） （6組：田口）

国語 現代の国語
国語 現代の国語 2

現代の国語

【知識及び技能】 【思考力、判断力、表現力等】 【学びに向かう力、人間性等】

実社会に必要な国語の知識や技能を身に付
けている。

「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこと」の
各領域において、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して
いる。

言葉を通して積極的に他者や社会に関わったり、ものの見
方、感じ方、考え方を深めたりしながら、言葉がもつ価値
への認識を深めようとしているとともに、読書に親しむこ
とで自己を向上させ、我が国の言語文化の担い手としての
自覚をもとうとしている。

高等学校　現代の国語(第一学習社) 715

国語

【 知　識　及　び　技　能 】実社会に必要な国語の知識や技能を身に付けている。
「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこと」の各領域において、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している。

言葉を通して積極的に他者や社会に関わったり、ものの見方、感じ方、考え方を深めたりしながら、言葉がもつ価値への認識を深めようとして
いるとともに、読書に親しむことで自己を向上させ、我が国の言語文化の担い手としての自覚をもとうとしている。

思 態
配当
時数

１
学
期

「生きもの」として生きる（中村桂子）

【知識及び技能】
筆者の提案する人間の生き方について、文
章構成をもとに把握し、自分に照らして考
えを深める。（(1)ウ）
【思考力、判断力、表現力等】
内容や構成、論理の展開を的確に捉え、要
旨を把握する。（C(1)ア）
【学びに向かう力、人間性等】
粘り強く本文の構成と論理の展開を捉え、
学習課題に沿ってまとめる。

・文章構成をもとに把握させる
・自分に照らして考えを深めさせ
る。
・教科書
・ワークシート
・一人１台端末の活用

〇

【知識及び技能】
筆者の提案する人間の生き方について、文章構成をも
とに把握し、自分に照らして考えを深めることができ
る。（(1)ウ）
【思考力、判断力、表現力等】
内容や構成、論理の展開を的確に捉え、要旨を把握す
ることができる。（C(1)ア）
【学びに向かう力、人間性等】
粘り強く本文の構成と論理の展開を捉え、学習課題に
沿ってまとめようとしている。

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容
領域

評価規準 知

○ 4

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

話し方の工夫

【知識及び技能】
話し言葉と書き言葉の特徴や役割、表現の
特色を理解する（(1)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
相手・目的・場面に応じた言葉遣いなど伝
わりやすい表現方法を工夫する（A(1)ア）
【学びに向かう力、人間性等】
積極的に場の状況に応じて言葉遣いを選
び、学習課題に沿って使用する。

・話し言葉と書き言葉の特徴を理解
させる。
・相手・目的・場面に応じた言葉遣
いを理解させる。
・相手により伝わりやすい表現方法
を理解させる。
・教科書
・ワークシート
・一人１台端末の活用

〇

【知識及び技能】
話し言葉と書き言葉の特徴や役割、表現の特色を理解
することができる（(1)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
相手・目的・場面に応じた言葉遣いなど伝わりやすい
表現方法を工夫することができる（A(1)ア）
【学びに向かう力、人間性等】
積極的に場の状況に応じて言葉遣いを選び、学習課題
に沿って使おうとしている。

【知識及び技能】
主題に至る論の構造を把握し、主張に説得力を持たせ
るための論の展開について考えることができる。（(1)
オ）
【思考力、判断力、表現力等】
主題に至る論の構造を把握し、主張に説得力を持たせ
るための論の展開について考えることができる。
（C(1)ア）
【学びに向かう力、人間性等】
反論を示すことによって自分の主張の正しさを補強す
る推論の仕方を理解し、粘り強く論理の展開を把握し
ようとしている。

○ ○

「本当の自分」幻想（平野啓一郎）

【知識及び技能】
　主題に至る論の構造を把握し、主張に説
得力を持たせるための論の展開について考
える。（(1)オ）
【思考力、判断力、表現力等】
主題に至る論の構造を把握し、主張に説得
力を持たせるための論の展開について考え
る。（C(1)ア）
【学びに向かう力、人間性等】
反論を示すことによって自分の主張の正し
さを補強する推論の仕方を理解し、粘り強
く論理の展開を把握する。

・主題に至る論の構造を把握させ
る。
・主張に説得力を持たせるための論
の展開について考えさせる。
・教科書
・ワークシート
・一人１台端末の活用 〇

○ ○ ○ 1

水の東西（山崎正和）

【知識及び技能】
東西の対比関係を用いながら、日本の水文
化に見られる特徴について論じる叙述の方
法を把握する。（(2)ア）
【思考力、判断力、表現力等】
東西の文化を比較して述べた文章を読み、
自分の意見や考えを論述する。（C(1)ア）
【学びに向かう力、人間性等】
情報と情報を対比させながら展開する評論
を粘り強く読み、学習課題に沿って論理の
展開を分析する。

・東西の対比関係に着目させる。
・日本の水文化に見られる特徴につ
いて論じる叙述の方法を把握させ
る。
・教科書
・ワークシート
・一人１台端末の活用

〇

【知識及び技能】
東西の対比関係を用いながら、日本の水文化に見られ
る特徴について論じる叙述の方法を把握することがで
きる。（(2)ア）
【思考力、判断力、表現力等】
東西の文化を比較して述べた文章を読み、自分の意見
や考えを論述することができる。（C(1)ア）
【学びに向かう力、人間性等】
情報と情報を対比させながら展開する評論を粘り強く
読み、学習課題に沿って論理の展開を分析しようとし
ている。

定期考査

○ ○ ○ 4

4

ものとことば（鈴木孝夫）

【知識及び技能】
　具体（例示）と抽象（意見）の関係を整
理して論理構成を把握し、筆者が主張する
言語の性質を理解する。（(3)ア）
【思考力、判断力、表現力等】
言葉には、認識や思考を支えるはたらきが
あることを理解する。（C(1)イ）
【学びに向かう力、人間性等】
・筆者の主張に従って具体例を言葉で定義
し、表現の仕方を工夫して説明する。

・具体（例示）と抽象（意見）の関
係を理解させる。
・筆者が主張する言語の性質を理解
させる。
・教科書
・ワークシート
・一人１台端末の活用 〇

【知識及び技能】
　具体（例示）と抽象（意見）の関係を整理して論理
構成を把握し、筆者が主張する言語の性質を理解する
ことができる。（(3)ア）
【思考力、判断力、表現力等】
言葉には、認識や思考を支えるはたらきがあることを
理解することができる。（C(1)イ）
【学びに向かう力、人間性等】
・筆者の主張に従って具体例を言葉で定義し、表現の
仕方を工夫して説明しようとしている。

○ ○ ○



１
学
期

書き方の基礎レッスン

【知識及び技能】
表記・表現の基本ルールを理解する。
（(1)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
自分の考えが的確に伝わるよう、接続や比
喩表現の仕方を工夫する。（B(1)ウ）
【学びに向かう力、人間性等】
効果的に書くための方法を積極的に理解
し、表現の工夫を身につける。

・表記・表現の基本ルールを理解さ
せる。
・接続表現の種類や用法を理解させ
る。
・比喩などの表現技法を理解させ
る。
・教科書
・ワークシート
・一人１台端末の活用

〇

【知識及び技能】
表記・表現の基本ルールを理解することができる。
（(1)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
自分の考えが的確に伝わるよう、接続や比喩表現の仕
方を工夫することができる。（B(1)ウ）
【学びに向かう力、人間性等】
効果的に書くための方法を積極的に理解し、表現の工
夫を身につけようとしている。

○ ○ ○ 1

定期考査

○ ○ ○ 1

２
学
期

論理分析【対比】「間」の感覚（高階秀
爾）

【知識及び技能】
文章を分析的に読み、対比構造を用いた論
理の展開について理解する。（(1)オ）
【思考力、判断力、表現力等】
文章に含まれている情報を相互に関係づけ
ながら、文章の構成や論理の展開を的確に
捉え、要旨を把握する。（C(1)イ）
【学びに向かう力、人間性等】
情報と情報を対比させながら展開する評論
を粘り強く読み、学習課題に沿って論理の
展開を分析する。

・「論理の型」（対比）を理解させ
る。
・教科書
・ワークシート
・一人１台端末の活用

〇

【知識及び技能】
文章を分析的に読み、対比構造を用いた論理の展開に
ついて理解することができる。（(1)オ）
【思考力、判断力、表現力等】
文章に含まれている情報を相互に関係づけながら、文
章の構成や論理の展開を的確に捉え、要旨を把握する
ことができる。（C(1)イ）
【学びに向かう力、人間性等】
情報と情報を対比させながら展開する評論を粘り強く
読み、学習課題に沿って論理の展開を分析しようとし
ている。

○ ○ ○ 3

論理分析【具体と抽象】日本語は世界をこ
のように捉える（小浜逸郎）

【知識及び技能】
文章を分析的に読み、具体例を多用した論
理の展開について理解する。（(1)ア）
【思考力、判断力、表現力等】
文章に含まれている情報を相互に関係づけ
ながら、文章の構成や論理の展開を的確に
捉え、要旨を把握する。（C(1)ア）
【学びに向かう力、人間性等】
具体例を示しながら展開する評論を粘り強
く読み、学習課題に沿って論理の展開を分
析する。

・「論理の型」（具体と抽象）を理
解させる。
・教科書
・ワークシート
・一人１台端末の活用

〇

【知識及び技能】
文章を分析的に読み、具体例を多用した論理の展開に
ついて理解することができる。（(1)ア）
【思考力、判断力、表現力等】
文章に含まれている情報を相互に関係づけながら、文
章の構成や論理の展開を的確に捉え、要旨を把握する
ことができる。（C(1)ア）
【学びに向かう力、人間性等】
具体例を示しながら展開する評論を粘り強く読み、学
習課題に沿って論理の展開を分析しようとしている。

○ ○ ○ 3

無彩の色（港千尋）

【知識及び技能】
ネズミ色のイメージをマイナスからプラス
に転じる論展開と、筆者が論拠としてあげ
る事例を把握する（(2)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
日本文化について述べた文章を読み、自分
の意見や考えを論述する。（C(1)ア）
【学びに向かう力、人間性等】
本文で例示された「茶の湯」と「千利休」
について調べたことを進んで報告し、自分
の考えを深める。

・マイナスからプラスに転じる論展
開と、筆者が論拠としてあげる事例
を把握させる。
・教科書
・ワークシート
・一人１台端末の活用

〇

【知識及び技能】
ネズミ色のイメージをマイナスからプラスに転じる論
展開と、筆者が論拠としてあげる事例を把握すること
ができる。（(2)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
日本文化について述べた文章を読み、自分の意見や考
えを論述することができる。（C(1)ア）
【学びに向かう力、人間性等】
本文で例示された「茶の湯」と「千利休」について調
べたことを進んで報告し、自分の考えを深めることが
できる。

○ ○ ○ 3

待遇表現

【知識及び技能】
話し言葉と書き言葉の特徴や役割、表現の
特色を理解する。（(1)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
相手や場に応じた表現が選択できるように
なる。（A(1)ウ）
【学びに向かう力、人間性等】
積極的に敬語表現を理解し、学習課題に
沿って使用する。

・敬語表現を意識した言葉遣いを理
解させる。
・敬語表現が選択される視点を理解
させる。
・相手や場に応じた表現が選択でき
るようにさせる。
・教科書
・ワークシート
・一人１台端末の活用

〇

【知識及び技能】
話し言葉と書き言葉の特徴や役割、表現の特色を理解
することができる。（(1)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
相手や場に応じた表現が選択できるようになることが
できる。（A(1)ウ）
【学びに向かう力、人間性等】
積極的に敬語表現を理解し、学習課題に沿って使おう
としている。

○ ○ ○ 2

1

「文化」としての科学（池内了）

【知識及び技能】
筆者が主張する科学と技術の違いを対比的
に整理し、現状における科学と技術の関係
を理解する（(2)ア）
【思考力、判断力、表現力等】
科学や技術について述べた文章を読み、自
分の意見や考えを論述する方法を学ぶ。
（C(1)ア）
【学びに向かう力、人間性等】
文章から主張と論拠を読み取り、表現の仕
方を工夫して自分の考えをまとめる。

・科学と技術の違いを対比し理解さ
せる。
・現状における科学と技術の関係を
理解させる。
・教科書
・ワークシート
・一人１台端末の活用 〇

【知識及び技能】
筆者が主張する科学と技術の違いを対比的に整理し、
現状における科学と技術の関係を理解することができ
る。（(2)ア）
【思考力、判断力、表現力等】
科学や技術について述べた文章を読み、自分の意見や
考えを論述する方法を学ぶことができる。（C(1)ア）
【学びに向かう力、人間性等】
文章から主張と論拠を読み取り、表現の仕方を工夫し
て自分の考えをまとめようとしている。

○ ○ ○ 4

定期考査

○ ○ ○

現代の「世論操作」（林香里）

【知識及び技能】
情報操作の具体例を通して筆者が提起する
課題を理解し、メディア社会に生きる者と
して問題意識を持つ。（(2)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
情報やメディアの現状について述べた文章
を読み、自分の意見や考えを論述する。
（B(1)ウ）
【学びに向かう力、人間性等】
現代社会の課題を把握し、根拠の示し方や
説明の仕方を考えて書く。。

・問題提起を理解させる。
・メディア社会に生きる者として問
題意識を持させる。
・教材
・ワークシート
・一人１台端末の活用

〇

【知識及び技能】
情報操作の具体例を通して筆者が提起する課題を理解
し、メディア社会に生きる者として問題意識を持つこ
とができる。（(2)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
情報やメディアの現状について述べた文章を読み、自
分の意見や考えを論述することができる。（B(1)ウ）
【学びに向かう力、人間性等】
現代社会の課題を把握し、根拠の示し方や説明の仕方
を考えて書こうとしている。

○ ○ ○ 4



２
学
期

現代の「世論操作」（林香里）

【知識及び技能】
情報操作の具体例を通して筆者が提起する
課題を理解し、メディア社会に生きる者と
して問題意識を持つ。（(2)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
情報やメディアの現状について述べた文章
を読み、自分の意見や考えを論述する。
（B(1)ウ）
【学びに向かう力、人間性等】
現代社会の課題を把握し、根拠の示し方や
説明の仕方を考えて書く。。

・問題提起を理解させる。
・メディア社会に生きる者として問
題意識を持させる。
・教材
・ワークシート
・一人１台端末の活用

〇

3

定期考査

【知識及び技能】
情報操作の具体例を通して筆者が提起する課題を理解
し、メディア社会に生きる者として問題意識を持つこ
とができる。（(2)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
情報やメディアの現状について述べた文章を読み、自
分の意見や考えを論述することができる。（B(1)ウ）
【学びに向かう力、人間性等】
現代社会の課題を把握し、根拠の示し方や説明の仕方
を考えて書こうとしている。

○ ○ ○ 4

身近な製品の取扱説明書を作成する

【知識及び技能】
情報を的確に説明する方法を理解する。
（(1)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
情報を相手にわかりやすく説明する表現方
法を工夫する。（B(1)ウ）
【学びに向かう力、人間性等】
教科書の例を参考に、説明や表現の仕方を
工夫して、積極的に身近な製品の取扱説明
書を書く。

・情報を的確に説明する方法を理解
させる。
・情報を相手にわかりやすく説明す
る方法を理解させる。
・わかりやすい説明を実践できるよ
うにさせる。
・教材
・ワークシート
・一人１台端末の活用

〇

3

○

○

〇

【知識及び技能】
筆者が自説を述べるための論の進め方を捉え、「社会
的共通資本」と「フェアな競争」との関係を押さえる
ことができる。（(1)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
現代の社会や政治について述べた文章を読み、自分の
意見や考えを論述することができる。（B(1)ア）
【学びに向かう力、人間性等】
本文で示された哲学者の事績について粘り強く調べ、
内容との関わりがわかるようにまとめようとしてい
る。

○ ○ ○

論理的な表現

【知識及び技能】
論理的に表現するための、主張と理由の関
係性や妥当性について理解する。（(2)
ア）
【思考力、判断力、表現力等】
説得力を意識した表現など自分の考えが的
確に伝わるよう、話の構成や展開を工夫す
る。（A(1)イ）
【学びに向かう力、人間性等】
進んで主張と根拠と理由付けの関係性を理
解し、学習課題に沿って話し合う。

・論理的に表現するための、主張と
理由の関係性や妥当性について理解
させる。
・説得力を意識した表現のしかたに
ついて理解させる。
・教科書
・ワークシート
・一人１台端末の活用

〇

【知識及び技能】
論理的に表現するための、主張と理由の関係性や妥当
性について理解することができる。（(2)ア）
【思考力、判断力、表現力等】
説得力を意識した表現など自分の考えが的確に伝わる
よう、話の構成や展開を工夫することができる。
（A(1)イ）
【学びに向かう力、人間性等】
進んで主張と根拠と理由付けの関係性を理解し、学習
課題に沿って話し合ったりしようとしている。

3
学
期

フェアな競争（内田樹）

【知識及び技能】
筆者が自説を述べるための論の進め方を捉
え、「社会的共通資本」と「フェアな競
争」との関係を押さえる。（(1)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
現代の社会や政治について述べた文章を読
み、自分の意見や考えを論述する。（B(1)
ア）
【学びに向かう力、人間性等】
本文で示された哲学者の事績について粘り
強く調べ、内容との関わりがわかるように
まとめる。

・筆者が自説を述べるための論の進
め方を捉えさせる。
・｢社会的共通資本｣と｢フェアな競
争｣との関係を押させる。
・教科書
・ワークシート
・一人１台端末の活用

【知識及び技能】
情報を的確に説明する方法を理解することができる。
（(1)イ）
【思考力、判断力、表現力等】
情報を相手にわかりやすく説明する表現方法を工夫す
ることができる。（B(1)ウ）
【学びに向かう力、人間性等】
教科書の例を参考に、説明や表現の仕方を工夫して、
積極的に身近な製品の取扱説明書を書こうとしてい
る。

○ ○

○ ○ 1

○ ○ ○ 2


