
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 地理歴史　  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：

地理歴史に関する諸事象を理解し，さまざまな情報を適切かつ効果的に調べる技能を身に付ける。

態

○ ○

【知識及び技能】
地図についての基本的な事柄を理解させ，そ
の知識を身に付けている。
【思考力、判断力、表現力等】
さまざまな地図について，縮尺・媒体・用途
などに着目させ，適切に整理している。
【学びに向かう力、人間性等】
紙の地図やGISに対する関心を高め，閲覧や
作業を通して，それらの特徴をとらえてい
る。

配当
時数

○ 10

定期考査

・地図の分類についての基本的な
事柄を理解する。
・地形図や地理院地図についての
基本的な事柄を理解する。
・主題図についての基本的な事柄
を理解する。
・地理情報システム（GIS）につい
ての基本的な事柄を理解する。
・教材：
・教科書、資料集、地図帳
・一人１台端末等

A 私たちが暮らす世界
【知識及び技能】
世界地図や地球儀での表現方法な
らびに日本の位置や領域について
の基本的な事柄を理解し，その知
識を身に付ける。
【思考力、判断力、表現力等】
・地球上の位置に関する事柄につ
いて，緯度・経度や世界地図・地
球儀や領域の特徴をふまえて多面
的・多角的に考察し，その過程や
結果を適切に表現する。
【学びに向かう力、人間性等】
・地球上の位置に関する事柄に対
する関心と課題意識を高め，それ
らを意欲的に追究する。

・緯度や経度の基本的な事柄を理
解する。
・世界地図と地球儀についての基
本的な事柄を理解する。
・日本の位置と領域，日本が抱え
る領土問題について理解する。
教材：
・教科書、資料集、地図帳
・一人１台端末等

【知識及び技能】
世界地図や地球儀での表現方法ならびに日本
の位置や領域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。
【思考力、判断力、表現力等】
・地球上の位置に関する事柄について，緯
度・経度や世界地図・地球儀や領域の特徴を
ふまえて多面的・多角的に考察し，その過程
や結果を適切に表現している。
【学びに向かう力、人間性等】
・地球上の位置に関する事柄に対する関心と
課題意識を高め，それらを意欲的に追究して
いる。

地理に関わる諸事象について，よりよい社会の
実現を視野にそこで見られる課題を主体的に追
究，解決しようとする態度を身に付けている。

【学びに向かう力、人間性等】【知識及び技能】 【思考力、判断力、表現力等】

地理に関わる諸事象を理解し，さまざまな情報
を適切かつ効果的に調べまとめる技能を身に付
けている。

地理に関わる諸事象を多面的・多角的に考察し
たり，地理的な課題の解決に向けて構想したり
する力や，考察・構想をもとに議論する力を身
に付けている。

地理歴史

地理歴史の諸事象を多面的・多角的に考察し，その内容を適切に表現できるようになる。

地理歴史の諸事象に関わる課題を主体的に追及し，よりよい社会の実現に寄与する姿勢を身に付ける。

地理総合

【 知　識　及　び　技　能 】

地理歴史 地理総合

（１組：　永田　） （２組：　永田　） （３組：　永田　） （４組：　永田　）

地理歴史 地理総合 2

（５組：　永田　） （６組：　永田　）

○ ○

○ 2

○ 3

B 地図や地理情報システムの役割
【知識及び技能】
地図についての基本的な事柄を理
解させ，その知識を身に付ける。
【思考力、判断力、表現力等】
さまざまな地図について，縮尺・
媒体・用途などに着目し，適切に
整理する。
【学びに向かう力、人間性等】
紙の地図やGISに対する関心を高
め，閲覧や作業を通して，それら
の特徴をとらえる。

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容

1

定期考査

○

○ ○

○

・交通の発達と世界の一体化，さ
まざまな交通手段についての基本
的な事柄を理解する。
・情報通信網やさまざまな通信技
術，それらの発達についての基本
的な事柄を理解する。
・国境をこえて移動をする人々や
その目的，移動する地域について
の基本的な事柄を理解する。
・世界の貿易額の増大，日本を含
む各国の貿易の特徴や産業構造の
変化についての基本的な事柄を理
解する。
・世界にあるさまざまな国家群に
ついての基本的な事柄を理解す
る。
・教材：
・教科書・資料集・地図帳
・一人１台端末等

【知識・技能】
交通・通信の利用・整備の状況や国境をこえ
た人・モノ・情報の移動，世界の国家群など
について理解している。
【思考・判断・表現】
・グローバル化の加速によって形成された地
域経済圏や国家群について，地域性や日常生
活との関連をふまえて多面的・多角的に考察
し，適切に表現できる。
【主体的に学習に取り組む態度】
・グローバル化の進む現代世界において，政
治的・経済的な国家間の結び付きが強まって
いることに対する関心と課題意識を高めてい
る。

○ ○

C 資料から読み取る現代世界
【知識及び技能】
・交通・通信の利用・整備の状況
や国境をこえた人・モノ・情報の
移動，世界の国家群などについて
基本的な事柄と追究の方法を理解
する。
【思考力、判断力、表現力等】
・グローバル化の加速によって形
成された地域経済圏や国家群につ
いて，地域性や日常生活との関連
をふまえて多面的・多角的に考察
させ，適切に表現する。
【学びに向かう力、人間性等】
・グローバル化の進む現代世界に
おいて，政治的・経済的な国家間
の結び付きが強まっていることに
対する関心と課題意識を高める。

１
学
期

評価規準 知 思

1



定期考査

定期考査

Ｂ 様々な地球的課題と国際協力
【知識及び技能】
さまざまな要因がからむ地球的な
課題についての基本的な事柄を理
解し，その知識を身に付ける。
【思考力、判断力、表現力等】
地球的な課題について，地域性や
歴史的背景，日常生活との関連や
国際社会の変化をふまえて多面
的・多角的に考察し，その過程や
結果を適切に表現する。
【学びに向かう力、人間性等】
各国の社会状況にあった具体的な
解決が求められる地球的な課題に
対する関心を高め，それらを意欲
的に追究し，とらえる。

・大気や海洋に関わる環境問題に
ついての基本的な事柄を理解す
る。
・森林減少や砂漠化についての基
本的な事柄を理解する。
・世界中で需要が高まっているエ
ネルギー資源についての基本的な
事柄を理解する。
・地球規模で起きている課題とそ
れに対する国際協力についての基
本的な事柄を理解する。
・さまざまな要因がからむ世界の
人口問題について，基本的な事柄
や追究の方法を理解する。
・深刻さを増す民族問題・難民問
題についての基本的な事柄を理解
する。

Ｂ 様々な地球的課題と国際協力
【知識及び技能】
さまざまな要因がからむ地球的な課題につい
ての基本的な事柄を理解し，その知識を身に
付けている。
【思考力、判断力、表現力等】
地球的な課題について，地域性や歴史的背
景，日常生活との関連や国際社会の変化をふ
まえて多面的・多角的に考察し，その過程や
結果を適切に表現している。
【学びに向かう力、人間性等】
各国の社会状況にあった具体的な解決が求め
られる地球的な課題に対する関心を高め，そ
れらを意欲的に追究し，とらえている。

〇 〇

定期考査
〇 〇

〇 〇

３
学
期

Ａ自然環境と防災
【知識及び技能】
多発している日本列島の自然災害
とその克服について，基本的な事
柄と追究の方法を理解し，その知
識を身に付ける。
【思考力、判断力、表現力等】
日本列島の地形や気候と自然災害
について，地域性や日常生活との
関連をふまえて多面的・多角的に
考察し，その過程や結果を適切に
表現する。
【学びに向かう力、人間性等】
日本列島の豊かな自然環境と近年
増大している自然災害に対する関
心と課題意識を高め，それを意欲
的に追究し，とらえる。

・世界的な視点からみた日本列島
の気候の特徴と，自然災害や人々
の生活との関係性についての基本
的な事柄を理解する。
・地震や津波の発生メカニズム
や，それによってもたらされる被
害の状況についての基本的な事柄
を理解する。
・季節ごとに生じる気象災害の発
生メカニズム，それがもたらす被
害の状況や人々の生活に与える影
響，災害軽減に向けた対応策につ
いての基本的な事柄を理解する。

Ａ自然環境と防災
【知識及び技能】
多発している日本列島の自然災害とその克服
について，基本的な事柄と追究の方法を理解
し，その知識を身に付けている。
【思考力、判断力、表現力等】
日本列島の地形や気候と自然災害について，
地域性や日常生活との関連をふまえて多面
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。
【学びに向かう力、人間性等】
日本列島の豊かな自然環境と近年増大してい
る自然災害に対する関心と課題意識を高め，
それを意欲的に追究し，とらえている。

〇 〇

２
学
期

A 人々の生活文化と多様な地理的
環境
【知識及び技能】
世界にみられる多様な文化につい
て，基本的な事柄と追究の方法を
理解し，その知識を身に付ける。
【思考力、判断力、表現力等】
世界各地で多様な地形や気候・植
生がみられることについて多面
的・多角的に考察し，その過程や
結果を適切に表現する。
【学びに向かう力、人間性等】
さまざまな自然環境に対応した
人々の生活や産業の工夫について
関心と課題意識を高め，それらを
意欲的に追究する。

・文化の地域的な多様性について
の基本的な事柄を理解する。
・世界の宗教分布と信者数につい
て，地図や図表の読み取りを通じ
て理解する。
・さまざまな地形の特徴やそれら
の土地利用について，基本的な事
柄を理解する。
・地球上における気候の違いと，
それによって生まれた異なる景観
について，グラフ・地図や写真の
読み取りを通じて基本的な事柄を
理解する。
・各気候区の気候の特徴につい
て，雨温図や写真などの読み取り
を通じて基本的な事柄を理解す
る。
・各地域の農業生産の特徴や食文
化のグローバル化について，基本
的な事柄を理解する。

A 人々の生活文化と多様な地理的環境
【知識及び技能】
世界にみられる多様な文化について，基本的
な事柄と追究の方法を理解し，その知識を身
に付けている。
【思考力、判断力、表現力等】
世界各地で多様な地形や気候・植生がみられ
ることについて多面的・多角的に考察し，そ
の過程や結果を適切に表現している。
【学びに向かう力、人間性等】
さまざまな自然環境に対応した人々の生活や
産業の工夫について関心と課題意識を高め，
それらを意欲的に追究している。

〇 〇

〇 〇

1

合計

70

〇 15

1

〇 15

〇 20

1


