
授業時数合計 140

〇 28３
学
期

A 単元
【知識及び技能】
　「工業技術基礎」の学習を通して、工業の各分野に共通に必要であ
る基礎的な知識、技術、態度を実験・実習を通して習得する意義を理
解する。
【思考力、判断力、表現力等】
　電気・電子・情報に関する基礎的な知識や計器・機器について習得
させ、基本的な回路製作や電気工事の技能を習得させ、実践させる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　実験・実習の結果を報告書としてまとめる手法を習得させる。

・指導事項
　①電気計測　②プログラミング
③電気工事
・教材
　実習用プリント　等
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
　「工業技術基礎」を学ぶ目的をよく理解させ、ものづくりが工業技術の中で果た
している役割についての知識と技能を身につけている。
【思考力・判断力・表現力】
　「工業技術基礎」では、何をどのように学ぶのかを適切に思考・判断し、その結
果を適切に相手に伝える表現力を身につける。
【主体的に学習に取り組む態度】
　「工業技術基礎」を学ぶ目的を理解し、工業の各分野に共通する知識や技術に興
味・関心を持つとともに、実験・実習に主体的に取り組む態度を身につけている。

〇 〇

〇 58

2
学
期

A 単元
【知識及び技能】
　「工業技術基礎」の学習を通して、工業の各分野
に共通に必要である基礎的な知識、技術、態度を実
験・実習を通して習得する意義を理解する。
【思考力、判断力、表現力等】
　電気・電子・情報に関する基礎的な知識や計器・
機器について習得させ、基本的な回路製作や電気工
事の技能を習得させ、実践させる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　実験・実習の結果を報告書としてまとめる手法を
習得させる。

・指導事項
　①電気計測　②プログラミング
③電気工事
・教材
　実習用プリント　等
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
　「工業技術基礎」を学ぶ目的をよく理解させ、ものづくりが
工業技術の中で果たしている役割についての知識と技能を身に
つけている。
【思考力・判断力・表現力】
　「工業技術基礎」では、何をどのように学ぶのかを適切に思
考・判断し、その結果を適切に相手に伝える表現力を身につけ
る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　「工業技術基礎」を学ぶ目的を理解し、工業の各分野に共通
する知識や技術に興味・関心を持つとともに、実験・実習に主
体的に取り組む態度を身につけている。

〇 〇

態
配当
時数

１
学
期

A 単元
【知識及び技能】
　「工業技術基礎」の学習を通して、工業の各分野
に共通に必要である基礎的な知識、技術、態度を実
験・実習を通して習得する意義を理解する。
【思考力、判断力、表現力等】
　電気・電子・情報に関する基礎的な知識や計器・
機器について習得させ、基本的な回路製作や電気工
事の技能を習得させ、実践させる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　実験・実習の結果を報告書としてまとめる手法を
習得させる。

・指導事項
　①電気計測　②プログラミング
③電気工事
・教材
　実習用プリント　等
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
　「工業技術基礎」を学ぶ目的をよく理解させ、ものづくりが
工業技術の中で果たしている役割についての知識と技能を身に
つけている。
【思考力・判断力・表現力】
　「工業技術基礎」では、何をどのように学ぶのかを適切に思
考・判断し、その結果を適切に相手に伝える表現力を身につけ
る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　「工業技術基礎」を学ぶ目的を理解し、工業の各分野に共通
する知識や技術に興味・関心を持つとともに、実験・実習に主
体的に取り組む態度を身につけている。

〇 〇 〇 54

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知 思

科目の目標

【知識及び技能】 【思考力、判断力、表現力等】 【主体的に学習に取り組む態度】

工業の各分野に関する基礎的な知識と技能を身につけ、工業
の発展と環境・資源などとの調和の取れたものづくりを合理
的に計画し、実際の仕事を適切に処理する技能を身につけ
る。

工業技術に関する諸問題の適切な解決を目指して、広い視
野から自ら活用して適切に判断し、その結果を的確に表現
し伝える能力を身につける。

工業技術について主体的に興味・関心を持ち、その改
善向上を目指して意欲的に取り組むとともに、社会の
発展に役立つ技能開発を積極的に学ぶ態度を身につけ
る。

教科の目標

【 知　識　及　び　技　能 】 ものづくりに関わる深い知識を持ち、習得した技能を活用できる。

【思考力、判断力、表現力等】 学習した法則・原理を、ものづくりへ活かし、事象の考察へと繋げ、様々な媒体を通して表現することが出来る。

【主体的に学習に取り組む態度】 広く社会に目を向け、新しい技術を獲得するために積極的に行動することができる。また、他者と協働することが出来る。

対象学年・組 1年Ｃ組

使用教科書 「工業技術基礎」　（7実教出版　工業701）

使用教材 実習プリント

東京都立杉並工業高等学校

令和4年度　年間授業計画
教科名 電子科 科目名 工業技術基礎 単位数 4



授業時数合計 70

学年末考査 〇 〇 1

1

３
学
期

G 単元
【知識及び技能】
　資料の文章から必要な知識を得ることができる。
【思考力、判断力、表現力等】
　生徒間で知識や考え方を表現することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの変容を自ら気づくことができる。

・指導事項
 　電流と磁気
・教材
　演習ノート、課題プリント等
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
　教科書を読み、内容に関わる用語や説明を理解することができる。
【思考力・判断力・表現力】
　資料より得た知識を対話により伝え、自らの考えを具体的に示すことが
できる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの学びを振り返り、自らの変容を理解し、深く学ぶためにどうする
か考えることができる。

〇 〇 〇 9

定期考査 ○ ○

・指導事項
 　電流と磁気
・教材
　演習ノート、課題プリント等
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
　教科書を読み、内容に関わる用語や説明を理解することができる。
【思考力・判断力・表現力】
　資料より得た知識を対話により伝え、自らの考えを具体的に示すことが
できる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの学びを振り返り、自らの変容を理解し、深く学ぶためにどうする
か考えることができる。

○ ○ ○ 7

1

2
学
期
期
末

F 単元
【知識及び技能】
　資料の文章から必要な知識を得ることができる。
【思考力、判断力、表現力等】
　生徒間で知識や考え方を表現することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの変容を自ら気づくことができる。

・指導事項
 　静電気
・教材
　演習ノート、課題プリント等
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
　教科書を読み、内容に関わる用語や説明を理解することができる。
【思考力・判断力・表現力】
　資料より得た知識を対話により伝え、自らの考えを具体的に示すことが
できる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの学びを振り返り、自らの変容を理解し、深く学ぶためにどうする
か考えることができる。

○ ○ ○ 8

F 単元
【知識及び技能】
　資料の文章から必要な知識を得ることができる。
【思考力、判断力、表現力等】
　生徒間で知識や考え方を表現することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの変容を自ら気づくことができる。

定期考査
○ ○

5

E 単元
【知識及び技能】
　資料の文章から必要な知識を得ることができる。
【思考力、判断力、表現力等】
　生徒間で知識や考え方を表現することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの変容を自ら気づくことができる。

・指導事項
 　電気回路の要素
・教材
　演習ノート、課題プリント等
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
　教科書を読み、内容に関わる用語や説明を理解することができる。
【思考力・判断力・表現力】
　資料より得た知識を対話により伝え、自らの考えを具体的に示すことが
できる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの学びを振り返り、自らの変容を理解し、深く学ぶためにどうする
か考えることができる。

○ ○ ○ 8

○ 1

2
学
期
中
間

D 単元
【知識及び技能】
　資料の文章から必要な知識を得ることができる。
【思考力、判断力、表現力等】
　生徒間で知識や考え方を表現することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの変容を自ら気づくことができる。

・指導事項
 　電気回路の要素
・教材
　演習ノート、課題プリント等
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
　教科書を読み、内容に関わる用語や説明を理解することができる。
【思考力・判断力・表現力】
　資料より得た知識を対話により伝え、自らの考えを具体的に示すことが
できる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの学びを振り返り、自らの変容を理解し、深く学ぶためにどうする
か考えることができる。

○ ○ ○

○ 8

D 単元
【知識及び技能】
　資料の文章から必要な知識を得ることができる。
【思考力、判断力、表現力等】
　生徒間で知識や考え方を表現することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの変容を自ら気づくことができる。

・指導事項
 　電気回路の要素
・教材
　演習ノート、課題プリント等
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
　教科書を読み、内容に関わる用語や説明を理解することができる。
【思考力・判断力・表現力】
　資料より得た知識を対話により伝え、自らの考えを具体的に示すことが
できる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの学びを振り返り、自らの変容を理解し、深く学ぶためにどうする
か考えることができる。

○ ○ ○ 7

1
学
期
期
末

C 単元
【知識及び技能】
　資料の文章から必要な知識を得ることができる。
【思考力、判断力、表現力等】
　生徒間で知識や考え方を表現することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの変容を自ら気づくことができる。

・指導事項
 　電気回路の要素
・教材
　演習ノート、課題プリント等
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
　教科書を読み、内容に関わる用語や説明を理解することができる。
【思考力・判断力・表現力】
　資料より得た知識を対話により伝え、自らの考えを具体的に示すことが
できる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの学びを振り返り、自らの変容を理解し、深く学ぶためにどうする
か考えることができる。

○ ○

定期考査 ○

8

定期考査 ○ ○ 1

B 単元
【知識及び技能】
　資料の文章から必要な知識を得ることができる。
【思考力、判断力、表現力等】
　生徒間で知識や考え方を表現することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの変容を自ら気づくことができる。

・指導事項
　直流回路
・教材
　演習ノート、課題プリント等
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
　教科書を読み、内容に関わる用語や説明を理解することができる。
【思考力・判断力・表現力】
　資料より得た知識を対話により伝え、自らの考えを具体的に示すことが
できる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの学びを振り返り、自らの変容を理解し、深く学ぶためにどうする
か考えることができる。

〇 ○ ○

態
配当
時数

１
学
期
中
間

A 単元
【知識及び技能】
　資料の文章から必要な知識を得ることができる。
【思考力、判断力、表現力等】
　生徒間で知識や考え方を表現することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの変容を自ら気づくことができる。

・指導事項
 　電気回路の要素
・教材
　演習ノート、課題プリント等
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
　教科書を読み、内容に関わる用語や説明を理解することができる。
【思考力・判断力・表現力】
　資料より得た知識を対話により伝え、自らの考えを具体的に示すことが
できる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　自らの学びを振り返り、自らの変容を理解し、深く学ぶためにどうする
か考えることができる。

〇 〇 〇 5

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知 思

科目の目標

【知識及び技能】 【思考力、判断力、表現力等】 【主体的に学習に取り組む態度】

・電気的諸量の相互関係を理解し、それらを式変形や計算に
より求めることができる。
・電気に関する諸量を測定するための基本的な技術を持って
いる。また、実験で得られた測定値をグラフに表し、そのグ
ラフから変数の関係を数式で表すことができる。

・いろいろな電気現象がなぜ起こるかを自ら学び、自ら考
えることができる。また、基礎的・基本的な知識をもとに
電気現象を数学的に考察し、表現することができる。

・電気の諸現象に関心を持ち、学習に意欲的に取り組
み、学習態度が真剣である。

教科の目標

【 知　識　及　び　技　能 】 ものづくりに関する深い知識を持ち、習得した技能を活用できる。

【思考力、判断力、表現力等】 学習した法則・原理を、ものづくりへ活かし、事象の考察へと繋げ、様々な媒体を通して表現することが出来る。

【主体的に学習に取り組む態度】 広く社会に目を向け、新しい技術の獲得に向けて積極的に動ける。また、他者と協働し作業することが出来る。

対象学年・組 １年Ｃ組

使用教科書 精選電気回路

使用教材 精選電気回路　演習ノート

東京都立杉並工業高等学校

令和4年度　年間授業計画
教科名 電子科 科目名 電気回路 単位数 2



教科名 電子科 科目名 電子実習 単位数 4

対象学年組・コース

期間 指導内容

授業時数合計 140

３
学
期

プレゼンテーション 【具体化する・抽象化する・関連付ける・順序だてる】
プレゼンテーション用ソフトウェアを使用し、発表用スライドの作成方法やプレゼンテーションに
ついての技術を身に付ける。

観点
・主体的に授業へ参加し、作業を行うことができ
る。
・プレゼンテーションソフトウェアを使用して、
発表を行うことができる。

方法
・実習への取り組み、態度、出席状況、レポート
の内容等を総合的に評価する。

32

２
学
期
中
間

2学期前半は、クラスを3班に分けて、
次の6テーマをローテーションして行
う。

①FETの特性
②波形整形回路
③シミュレーション１
④シミュレーション２
⑤マイコンプログラミング３
⑥マイコンプログラミング４

2学期後半と3学期の前半は、クラスを
3班に分けて、次の6テーマをﾛｰﾃｰｼｮﾝ
して行う。

①電源回路
②発振回路
③トランジスタの増幅回路１
④トランジスタの増幅回路２
⑤マイコンプログラミング５
⑥マイコンプログラミング６

【関連付ける・理由づけする・順序づける・比較する・多面的、多角的にみる】
①電界効果トランジスタ（FET）の動作原理について理解を深める。
②整流回路やクリップ回路などの波形成型回路について理解を深める。
③④コンピュータを利用した電子回路のシミュレーションについて体験的に学ぶ。
⑤⑥マイコンによる電子制御について体験的に学ぶ。

【関連付ける・理由づけする・順序づける・比較する・多面的、多角的にみる】
①各種回路の組み合わせによる交流-直流変換のための回路について学ぶ。
②交流信号を生成する回路について理解を深める。
③④トランジスタによる小信号増幅回路について理解を深める。
⑤⑥マイコンによる電子制御について体験的に学ぶ。

観点
・主体的に授業へ参加し、作業を行うことができ
る。
・実習レポートを各実習項目で毎回作成し、期限
内に提出できる。

方法
・実習への取り組み、態度、出席状況、レポート
の内容等を総合的に評価する。
・少人数指導に関しては、担当者間で生徒の実態
に即して進度・評価を検討する。

56

2
学
期
期
末

１
学
期
中
間

オリエンテーション
・実習の進め方
・実習ファイルの作成

1学期は、クラスを3班に分けて、次の
6テーマをローテーションして行う。

①ダイオードの静特性
②トランジスタの静特性
③論理回路１
④論理回路２
⑤マイコンプログラミング１
⑥マイコンプログラミング２

【見通す】
電子実習の授業を受けるにあたっての大切な事項等を理解することができる。

【順序づける】
計測機器の正しい取り扱い、計器の正しい読み取り方と記録の仕方を身に付ける。

【関連付ける・理由づけする・順序づける・比較する・多面的、多角的にみる】
①ダイオードの動作原理について理解を深める。
②トランジスタの動作原理について理解を深める。
③組み合わせ論理回路の設計手法の基礎について理解を深める。
④カルノー図を使った論理式の簡単化と応用的な論理回路の設計について理解を深める。
⑤はんだ付けによってマイコンボードを制作を通して、回路用部品の役割や電子回路の組み立て技
術について理解を深める。
⑥マイコンの入出力に関するプログラミング手法について体験的に学ぶ。

観点
・主体的に授業へ参加し、作業を行うことができ
る。
・実習レポートを各実習項目で毎回作成し、期限
内に提出できる。

方法
・実習への取り組み、態度、出席状況、レポート
の内容等を総合的に評価する。
・少人数指導に関しては、担当者間で生徒の実態
に即して進度・評価を検討する。

52

1
学
期
期
末

使用教材
自校作成プリント

具体的な指導目標 評価の観点・方法
配当
時数

令和4年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

2年C組

使用教科書
なし



教科名 電子科 科目名 電気基礎 単位数 2

対象学年組・コース

期間 指導内容

授業時数合計 70

３
学
期

三相交流
・三相交流の性質
・三相交流回路の計算

【関連付ける】
発電や電力伝送と三相交流の関係について理解する。

【分類する・比較する】
三相交流の結線方法について学び、相電圧と線間電圧を計算することができる。

【順序づける・理由づけする】
三相交流を数式で表すことができる。

観点
・電気現象について専門用語を用いて表現でき
る。
・電気に関する諸量を計算できる。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習や発問に対する応答により評価する。
・問いかけに対する反応や、ノートの記入、提出
物の状況によって評価する。

10

２
学
期
中
間

交流の基礎
・交流の波形
・正弦波交流の表し方

正弦波交流の計算の基礎
・ベクトル表示
・記号法の基礎

【関連付ける】
主要な語句の意味を理解し、専門用語による表現を身に付ける。
交流についての基礎を学び、交流が持つ利点について理解する。

【分類する・比較する】
直流と交流の違いについて理解し、その違いを説明できる。
交流の種類について比較し、各種の交流を波形であらわすことができる。

【順序づける・理由づけする】
交流を数式で表すことができる。
ベクトルによって交流の表すことができる。
複素数を用いて交流の表すことができる。

観点
・電気現象について専門用語を用いて表現でき
る。
・電気に関する諸量を計算できる。
・電気現象や応用例について、身近な電気製品と
の関連について気づくことができる。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習や発問に対する応答により評価する。
・問いかけに対する反応や、ノートの記入、提出
物の状況によって評価する。 18

2
学
期
期
末

正弦波交流の基本回路
・R、L、Cだけの回路

各種組合せ回路と交流回路の電力
・直列回路
・並列回路
・直並列回路
・交流の電力

【関連付ける】
主要な語句の意味を理解し、専門用語による表現を身に付ける。
R・L・Cが交流に与える位相の変化について理解する。

【分類する・比較する】
回路の種類を見分けて、インピーダンスや電力の計算をすることができる。
皮相電力、有効電力、無効電力について整理し、用語を使い分けることができる。

【順序づける・理由づけする】
交流の回路が持つインピーダンスを数式であらわすことができる。
交流の電力を数式で表すことができる。

観点
・電気現象について専門用語を用いて表現でき
る。
・電気に関する諸量を計算できる。
・電気現象や応用例について、身近な電気製品と
の関連について気づくことができる。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習や発問に対する応答により評価する。
・問いかけに対する反応や、ノートの記入、提出
物の状況によって評価する。 12

１
学
期
中
間

静電気の性質
・帯電と電荷
・電界と電束
・電界と電位
・静電誘導と静電遮蔽
・誘電分極と誘電体

【関連付ける】
主要な語句の意味を理解し、専門用語による表現を身に付ける。
帯電の原理および静電気の基本的な性質について学習し、身近な静電現象との関連を理解する。
静電誘導について理解し、その応用としての静電遮蔽についても理解する。

【分類する・比較する】
電界、電気力線、電束、電束密度について理解し、それぞれの語句を使い分けられるようになる。

【順序づける・理由づけする】
電界と電位（電圧）の関係を整理し、その概念について理解する。
静電現象に関わる諸量の計算をすることができる。

観点
・電気現象について専門用語を用いて表現でき
る。
・電気に関する諸量を計算できる。
・電気現象や応用例について、身近な電気製品と
の関連について気づくことができる。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習や発問に対する応答により評価する。
・問いかけに対する反応や、ノートの記入、提出
物の状況によって評価する。 12

1
学
期
期
末

静電容量とコンデンサ
・静電容量とその計算
・コンデンサの種類と構造
・コンデンサの接続と静電容量
・コンデンサに蓄えられるエネルギー

電気計測の基礎
・電流計と電圧計
・測定法と測定値の取扱い

【関連付ける】
主要な語句の意味を理解し、専門用語による表現を身に付ける。
コンデンサの構造の違いによる静電容量の変化について理解する。
コンデンサの充放電について学習し、コンデンサ内の電界が持つエネルギーについて考察すること
ができる。

【分類する・比較する】
種々のコンデンサについて学習し、その用途と性質について理解する。
コンデンサの接続方法を正しく見分け、合成静電容量を計算することができる。
種々の測定器について学習し、その用途と性質について理解する。

【順序づける・理由づけする】
測定値が持つ誤差について理解し、測定値を正しく取り扱うことができる。

観点
・電気現象について専門用語を用いて表現でき
る。
・電気に関する諸量を計算できる。
・電気現象や応用例について、身近な電気製品と
の関連について気づくことができる。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習や発問に対する応答により評価する。
・問いかけに対する反応や、ノートの記入、提出
物の状況によって評価する。 18

使用教材
オーム社「電気基礎　演習問題集」

具体的な指導目標 評価の観点・方法
配当
時数

令和4年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

2年C組

使用教科書
オーム社「電気基礎１・２」



教科名 電子科 科目名 電子回路 単位数 2

対象学年組・コース

期間 指導内容

授業時数合計 70

３
学
期

いろいろな増幅回路
・電力増幅回路
・高周波増幅回路

【関連付ける】
スピーカなどの大きな出力を得るために用いられる電力増幅回路について学習し、その特徴を理解
する。
無線通信などで用いられる高周波増幅回路について学習し、その特徴について説明することができ
る。

【分類する・比較する】
各種の増幅回路の特徴を理解し、それらを用途によって使い分けることができる。

観点
・増幅回路の応用例について、身近な電気製品と
の関連に気づくことができる。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習や発問に対する応答により評価する。
・問いかけに対する反応や、ノートの記入、提出
物の状況によって評価する。

10

２
学
期
中
間

増幅回路の基礎
・トランジスタによる小信号増幅回路
・トランジスタによる小信号増幅回路
の設計
・FETによる小信号増幅回路

【関連付ける】
主要な語句の意味を理解し、専門用語による表現を身に付ける。
小信号増幅回路の用途について理解し、身近な電気機器との関連について説明できる。

【分類する・比較する】
電圧増幅度と低域遮断周波数を計算することができる。
hパラメータの種類と意味について説明することができる。
FETを使った小信号増幅回路について学び、その特徴を説明できる。

【順序づける・理由づけする】
小信号増幅回路の設計手順について理解し、与えられた条件に従って回路を設計することができ
る。
周波数特性のグラフの読み取り方を理解し、遮断周波数と帯域幅を読み取ることができる。

観点
・電子回路について専門用語を用いて表現でき
る。
・増幅回路の応用例について、身近な電気製品と
の関連に気づくことができる。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習や発問に対する応答により評価する。
・問いかけに対する反応や、ノートの記入、提出
物の状況によって評価する。

18

2
学
期
期
末

いろいろな増幅回路
・負帰還増幅回路
・差動増幅回路と演算増幅器

【関連付ける】
主要な語句の意味を理解し、専門用語による表現を身に付ける。
帰還（フィードバック）の概念について学習し、その利点について理解する。
オペアンプが持つ特性について理解し、オペアンプが持つ利点を説明することができる。
差動増幅器とその応用回路である演算増幅器（オペアンプ）について理解する。

【分類する・比較する】
正帰還と負帰還の違いについて理解し、その特徴について説明することができる。
オペアンプを使った各種の演算回路について学び、それらの特徴を説明することができる。

【順序づける・理由づけする】
オペアンプを使った演算回路の設計方法について理解する。

観点
・電子回路について専門用語を用いて表現でき
る。
・増幅回路の応用例について、身近な電気製品と
の関連に気づくことができる。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習や発問に対する応答により評価する。
・問いかけに対する反応や、ノートの記入、提出
物の状況によって評価する。

12

１
学
期
中
間

電子回路素子
・半導体
・ダイオード
・トランジスタ
・FETとその他の半導体素子
・集積回路

【関連付ける】
主要な語句の意味を理解し、専門用語による表現を身に付ける。
不純物半導体の持つ性質について理解し、キャリアの振る舞いとの関連について説明することがで
きる。
ICなどの集積回路と電子回路の関係について理解する。

【分類する・比較する】
電子と正孔、ドナーとアクセプタについて理解し、これらの違いについて説明できる。
半導体を使った代表的な回路素子について学び、それらの動作の違いについて説明できる。

【順序づける・理由づけする】
電界と電位（電圧）の関係を整理し、その概念について理解する。
静電現象に関わる諸量の計算をすることができる。

観点
・電子回路について専門用語を用いて表現でき
る。
・半導体素子の応用例について、身近な電気製品
との関連に気づくことができる。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習や発問に対する応答により評価する。
・問いかけに対する反応や、ノートの記入、提出
物の状況によって評価する。

12

1
学
期
期
末

増幅回路の基礎
・増幅とは
・トランジスタ増幅回路の基礎
・トランジスタのバイアス回路

【関連付ける】
主要な語句の意味を理解し、専門用語による表現を身に付ける。
増幅回路の利用方法について学び、家電製品等との関連について説明できる。

【分類する・比較する】
電圧増幅度、電流増幅度、電力増幅度について理解し、計算することができる。
hパラメータの種類と意味について説明することができる。
種々のバイアス回路を種類について学び、その特徴を説明することができる。

【順序づける・理由づけする】
増幅の理論について説明することができる。
hパラメータによる等価回路を描くことができる。

観点
・電子回路について専門用語を用いて表現でき
る。
・増幅回路の応用例について、身近な電気製品と
の関連に気づくことができる。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習や発問に対する応答により評価する。
・問いかけに対する反応や、ノートの記入、提出
物の状況によって評価する。

18

使用教材
実教出版「電気基礎　演習ノート」

具体的な指導目標 評価の観点・方法
配当
時数

令和4年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

2年C組

使用教科書
実教出版「電子回路」



教科名 電子科 科目名 ハードウェア技術 単位数 2

対象学年組・コース

期間 指導内容

授業時数合計 70

３
学
期

1月/2月

機械語の機能と働き(第四章)
制御技術(第五章)
マイコン組み込み技術(第六章)

【分類する・比較する】
機械語以外の高級言語と比較しアセンブリ言語の特徴を説明することが出来る。

【順序だてる・構造化する】
制御の方法がどのような手順にて行われているか理解する。

【理由づけする・関連付ける】
電子実習や高学年で習うマイコンについてその内容に関連付けて理解できる。

観点
・データの流れを理解している。
・制御技術の概要について説明できる。

方法
・問題演習に取り組んでいるか観察する。
・問いかけに対する反応があるか観察する。
・定期テストでノートを回収する。
・その他、提出物の状況によって評価する。

15

２
学
期
中
間

9月/10月

論理回路の設計(第二章)
・順序回路
・コンピュータを用いた設計

【順序だてる・理由づけする】
順序回路を理解してタイムチャートを描き、動作を把握することが出来る。
順序回路を設計するための手順について理解し、仕様から設計を行える。

【順序だてる・理由づけする・分類する・比較する】
コンピュータによる論理シミュレーションを利用した論理回路の設計について学ぶ。

【関連付ける】
各種コンピュータの構成と機能を持った論理回路を関連付けて理解する。

観点
・順序回路の設計が行える。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習に取り組んでいるか観察する。
・問いかけに対する反応があるか観察する。
・定期テストでノートを回収する。
・その他、提出物の状況によって評価する。

15

2
学
期
期
末

11月/12月

基本機能と構成(第三章)
・種類と基本機能
・中央処理装置
・主記憶装置
・補助記憶装置
・入出力装置
・PCの構成例

【分類する・順序だてる・理由づけする・関連付ける・構造化する】
それぞれの装置がどのような役割を担っているか分類できる。
データの流れについて順序だてて説明することができる。
中央処理装置の性能を概算し評価することができる。

【分類する・理由づけする】
記憶階層について理解し、リソースの有効な活用について説明できる。
主記憶装置を構成している半導体について分類して理解することができる。

【分類する・比較する】
記憶装置の種類を理解し適切に分類し運用できる。
身近にある入出力装置の種類について分類し適切に運用できる。
マザーボードに取り付ける部品を中心として一般のパソコンに取り付ける部品を理解する。

観点
・各装置の機能を理解している。
・装置間のデータのやり取りを理解している。
・パソコンの部品について理解している。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習に取り組んでいるか観察する。
・問いかけに対する反応があるか観察する。
・定期テストでノートを回収する。
・その他、提出物の状況によって評価する。

15

１
学
期
中
間

4月/5月

論理回路の基礎(第一章)
・数値の表し方
・データの表現
・論理回路の基礎
・電子素子とディジタル回路

【見通す・理由づけする】
なぜ論理回路と進数を学習する必要があるのか理解した上で授業に臨める。

【関連付ける】
日常生活で使用している10進数と関連付けてコンピュータで扱われる進数を理解する。
2進数と、それに対応したディジタル回路、そしてそれを構成する素子を関連付けて理解する。

【順序づける・理由づけする】
進数変換を行う手順を理解してその作業を行うことが出来る。
2進数による四則演算の方法について学ぶ。
理論を実装するときになぜ具体的な回路がそう構成されているのかを説明できる。

【分類する・比較する】
数値だけでなく、文字データなどの取り扱いについて様々な手法があり特徴があることを知る。

観点
・進数変換や演算が行える。
・論理回路を構成する素子を理解している。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習に取り組んでいるか観察する。
・問いかけに対する反応があるか観察する。
・定期テストでノートを回収する。
・その他、提出物の状況によって評価する。 10

1
学
期
期
末

6月/7月

論理回路の設計(第二章)
・論理式の簡単化
・組み合わせ回路
・演算回路

【順序だてる・理由づけする】
基本論理回路（ＡＮＤ、ＯＲ、ＮＯＴなど）を組み合わせた回路を設計できる。
仕様から様々な機能を実現する論理回路を設計できる。
ブール代数や真理値表、カルノー図なとを用いた論理式の簡単化が行えるようになる。

【分類する・比較する】
エンコーダやマルチプレクサなどの応用的な論理回路について学ぶ。

【関連付ける】
各種コンピュータの構成と機能を持った論理回路を関連付けて理解する。

観点
・論理回路の機能を理解している。
・組み合わせ論理回路の設計が行える。
・論理回路の簡単化が行える。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習に取り組んでいるか観察する。
・問いかけに対する反応があるか観察する。
・定期テストでノートを回収する。
・その他、提出物の状況によって評価する。 15

使用教材
なし

具体的な指導目標 評価の観点・方法
配当
時数

令和4年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

2年C組

使用教科書
『ハードウェア技術』

実教出版



教科名 電子科 科目名 電子製図 単位数 2

対象学年組・コース

学期 指導内容

授業時数合計 70

３
学
期

1．ＣＡＤ製図
　①ＣＡＤシステム
　②ＣＡＤシステムに関する規格
　③ＣＡＤシステムによる製図

【関連付ける】
１．ＣＡＤなど、時代に即した作図技術の習得に関心を持ち、ＣＡＤシステムの基礎知識を身につ
け、作図技術の能力や態度が身についている。
 2．三次元ＣＡＤの機能およびそれを活用した設計製図について、基礎的な知識と技術を習得し、
具体的な事例を通して思考・判断し、簡単な設計製図ができるように取り組んでいる。
 3．ＣＡＤシステムを利用した二次元及び三次元図面の作図手順などについて、十分理解し、プリ
ント配線板などを作成できる技能を習得している。

【観点】
１．学習してきた知識や技能を活用し、実際の工業
製品の図面例を正確に書くことができる。
２．規格や、検図などの実際の現場で、図面を作成
していくために必要な知識技能を習得している。
【評価方法】
以下に示した項目から単元ごとで、総合的に評価する。

１．出席状況
２．授業態度、積極性、取組意欲
３．授業内容に対する理解度
　（質問に対する回答の内容など）
４．作品評価

24

１
学
期

１．授業内オリエンテーション
２．製図の基礎
①電子製図と規格について学ぶ。
②図面に用いる文字と線について実演
と体験を通じて、学習する。

３．図面に用いる文字と線
①製図文字の練習
②図面に用いる線の練習
４．基礎的な図形の書き方
①線の等分
②垂線
③円に接する正六角形

５．図面に用いる文字と線
①製図用文字の練習
②図面に用いる線の練習
６．基礎的な図面の書き方

７．図面に用いる文字と線
①製図用文字の練習
②図面に用いる線の練習
８．基礎的な図面の書き方

電子製図で学習する内容の説明を行い、授業の進め方授業の進め方と作品の提出、履修と習得及び
評価、製図室及び製図機械の使い方などについて理解させる。

【関連づける】
実際の現場における図面の役目や製図の規格について理解させる。
【分類する】
１．常用文字と製図文字の違いについて理解させ、規格に基づいた文字の書き方を習得
　　する。
２．線の形と太さ、線の種類と用途、線のひき方などを習得する。
３．線分の等分、垂線、円に接する正六角形などの作画法を理解し、製図用具だけで作
　　図できる能力を習得する。
【分類・関連づける】
１．実際の現場における図面で使われる線や図形の書き方と、役目について分類し、実
　　際のものづくり製図の規格について理解させる。
２．線分の等分、垂線、円に接する正六角形などの作画法を理解し、製図用具だけで作
　　図できる能力を習得する。
３．線分の等分、垂線、円に接する正六角形などの作画法を理解し、製図用具だけで作
　　図できる能力を習得する。

【観点】
１．製図の必要について理解している。
２．製図を書くために必要な基本的な知識・技能
を習得している。

【評価方法】
以下に示した項目から単元ごとで、総合的に評価
する。
１．出席状況
２．授業態度、積極性、取組意欲
３．授業内容に対する理解度
　（質問に対する回答の内容など）
４．作品評価

22

２
学
期

１．図面に用いる文字と線
①製図用文字の練習
２．投影図のえがき方
３．立体的な図示法

１．図面に用いる文字と線
①製図用文字の練習
２．投影図のえがき方
３．立体的な図示法

１．図面に用いる文字と線
①製図用文字の練習
２．投影図のえがき方
３．立体的な図示法

１．図面に用いる文字と線
①製図用文字の練習
２．投影図のえがき方
３．立体的な図示法

【関連づける・分類する】
１．実際を書く上で、必要な知識と関連づけ、図面に用いる文字について理解させ、規
　　格に基づいた文字の書き方を習得する。
２．投影法
　　正投影図、第三角法、等角図、投影図、立体的な図示法など、図面の書き方をそれ
　　ぞれ分類し、図面の基本的な書き方を習得する。
【見通す】
　　生産現場で、必要な図面を書くために必要な事項を見通して、図面を書くことが
　　できる。

【観点】
１．製図の文字について、技能を習得している。
２．図面の基礎となる、投影図や、等角図、三面
図などの基本的な図面の書き方を習得している。

【評価方法】
以下に示した項目から単元ごとで、総合的に評価
する。
１．出席状況
２．授業態度、積極性、取組意欲
３．授業内容に対する理解度
　（質問に対する回答の内容など）
４．作品評価

24

使用教材
電子製図練習ノート（実教出版株式会社）

具体的な指導目標 評価の観点・方法
配当
時数

令和４年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

２年 Ｃ組

使用教科書
電子製図（実教出版株式会社　工業３０４）



教科名 電子科 科目名 課題研究 単位数 3

対象学年組・コース

学期 指導内容

授業時数合計 105

２
学
期

作品の製作および研究

文化祭発表用のパネル作成

作品展示

作品の改良及び仕上げ

最終報告書の提出

プレゼンテーション準備

【具体化する】
10月の文化祭で作品を展示するのに合わせて製作を進める。
文化祭で展示する作品を仕上げる。また、作品の紹介用パネルを制作する。
文化祭の展示までに間に合わなかった部分、またはこれまでに気づいた改良を作品に反映させる。

【関連付ける・構造化する】
これまで行った研究成果についてまとめ、報告書を提出する。

【見通す・順序づける】
課題研究発表会の準備をする。

観点
・適切な計画を立案し実行できている。
・調査を行い必要な知識を身に着けている。
・積極的に取り組む姿勢がみられる。

方法
・取り組み状況を観察する。
・成果物によって評価する。
・報告書などの提出物を評価する。

40

３
学
期

プレゼンテーション準備

課題研究発表会
【理由付けする・構造化する】
1年間の成果を発表する。プレゼンテーションソフトウェアを使用し、すべての生徒が発表を行
う。また、発表に当たって研究要旨も作成する。

観点
・適切な計画を立案し実行できている。
・調査を行い必要な知識を身に着けている。
・積極的に取り組む姿勢がみられる。

方法
・取り組み状況を観察する。
・成果物によって評価する。
・報告書などの提出物を評価する。

25

使用教材 なし

具体的な指導目標 評価の観点・方法
配当
時数

１
学
期

オリエンテーション

年間スケジュールの計画

ニーズ調査、予備調査

テーマの決定

作品の製作および研究

作品の製作および研究

中間報告書の提出

作品の製作および研究

休業期間中のスケジュールを決定

【見通す・順序づける】
課題研究の年間を通した進め方を確認する。
長期休業期間中も含めて、年間のスケジュールを決める。

【関連付ける】
これまで電子科で学習してきた内容を踏まえて、どのような分野に向けてどのような作品を製作す
るのかを決めるための調査を行う。

【分類する・比較する・具体化する】
調査に基づいてテーマを決定する。
作品の製作を通して、新たに学ぶ必要のある知識や技術を見出し、その習得を目指す。
1学期に行った製作及び研究をまとめ、報告書として提出する。

【見通す・順序づける】
長期休業期間中の時間を利用して、製作および研究を行うための具体的なスケジュールを決める。

観点
・適切な計画を立案し実行できている。
・調査を行い必要な知識を身に着けている。
・積極的に取り組む姿勢がみられる。

方法
・取り組み状況を観察する。
・成果物によって評価する。
・報告書などの提出物を評価する。

40

令和4年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

3年CD組

使用教科書 なし



教科名 電子科 科目名 電子実習 単位数 4

対象学年組・コース

学期 指導内容

授業時数合計 140

３
学
期

⑤Visual C++ （第1回）
⑥Visual C++ （第2回）
⑦ＰＩＣマイコンⅣ（第1回）
⑧ＰＩＣマイコンⅣ（第2回）

【関連付ける・見通す】
⑤⑥Microsoft　Visual C++を使い、MFC (Microsoft Foundation Class) ライブラリに基づく
Windowsアプリケーションを制作し、アプリケーション制作の手法を理解して習得する。
⑦⑧PICマイコン総合開発環境MPLAB　IDE、CCS社C言語コンパイラを使用し、A/D変換、センサの接
続方法を理解して習得する。

【観点】
実習に関する知識を身につけているか。
報告書が適切に書かれているかどうか。
報告書が期限内に提出されているかどうか。
主体的に学習に取り組む態度が見れらるか。
【方法】
全実習を行い、レポートを提出する。実習への取
り組み、態度、出欠状況、レポートの内容等を総
合的に評価する。

16

１
学
期

オリエンテーション

1学期は、クラスを4班に分けて、次の
8テーマをローテーションして行う。
①無線送受信機の特性測定
②無線送信機の特性測定
③オペアンプ
④フリップフロップ
⑤ネットワーク実習（第1回）
⑥ネットワーク実習（第2回）
⑦ＰＩＣマイコンⅢ（第1回）
⑧ＰＩＣマイコンⅢ（第2回）

【関連付ける・見通す】
①特性測定を通して、無線受信機、無線送信機、無線測定機器の取り扱い方法を習得する。
②送信機の定格測定、AM変調入力レベルの測定、AM変調周波数特性の測定を通し、変調のしくみと
操作を理解して習得する。
③OPアンプICを使って、演算増幅回路の基本である反転増幅回路、非反転増幅回路の入出力特性を
測定し、OPアンプの基礎を習得する。
④ディジタルICを使い、フリップフロップの動作について理解して習得する。
⑤PuppyLinuxを使って、基本的なLinuxコマンドによるファイル操作やネットワーク設定方法を学
び、LANケーブルを作成する。
⑥PuppyLinuxを使って、SSHによる接続と暗号化技術を学ぶ。公開鍵と暗号鍵の生成、セキュリ
ティ向上について学ぶ。
⑦⑧PICマイコン総合開発環境MPLAB　IDE、CCS社C言語コンパイラを使用し、モータのPWM駆動につ
いて理解して習得する。

【観点】
実習に関する知識を身につけているか。
報告書が適切に書かれているかどうか。
報告書が期限内に提出されているかどうか。
主体的に学習に取り組む態度が見れらるか。
【方法】
全実習を行い、レポートを提出する。実習への取
り組み、態度、出欠状況、レポートの内容等を総
合的に評価する。

60

２
学
期

2学期および3学期は、クラスを4班に
分けて、次の8テーマをローテーショ
ンして行う。
①移動無線実習（第1回）
②移動無線実習（第2回）
③ｽﾃﾚｵﾐﾆｱﾝﾌﾟの製作（第1回）
④ｽﾃﾚｵﾐﾆｱﾝﾌﾟの製作（第2回）

【関連付ける・見通す】
①②無線局運用のための通信方法を理解し、基地局、移動局と交信を行い、地形、距離、その他の
状況により通信状況がどのように変化するか測定し、理解して習得する。
③④ステレオミニアンプの製作を通して、今まで学んだ基板製作、半田付け、ケース加工の知識を
生かし、もの作りの基本を習得する。

【観点】
実習に関する知識を身につけているか。
報告書が適切に書かれているかどうか。
報告書が期限内に提出されているかどうか。
主体的に学習に取り組む態度が見れらるか。
【方法】
全実習を行い、レポートを提出する。実習への取
り組み、態度、出欠状況、レポートの内容等を総
合的に評価する。

64

使用教材
自校作成プリント

具体的な指導目標 評価の観点・方法
配当
時数

令和４年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

3年 C組　D組

使用教科書
なし



教科名 電子科 科目名 ハードウェア技術 単位数 2

対象学年組・コース

期間 指導内容

授業時数合計 71

３
学
期

1月・2月・3月

アセンブラを用いたプログラミング 【具体化する】
コンピュータの構成を意識しながら所望の処理をアセンブラを用いて実現することが出来る。

観点
・アセンブリ言語の基礎を理解している。
・データの流れを意識しながらプログラミングで
きている。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習に取り組んでいるか観察する。
・問いかけに対する反応があるか観察する。
・定期テストでノートを回収する。
・その他、提出物の状況によって評価する。

17

2
学
期
期
末

11月

入出力装置
パーソナルコンピューターの構成

【分類する・比較する】
身近にある入出力装置の種類について分類し適切に運用できる。
マザーボードに取り付ける部品を中心として一般のパソコンに取り付ける部品を理解する。

観点
・パソコンの部品について理解している。
・コンピュータ内においてデータのやり取りを理
解している。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習に取り組んでいるか観察する。
・問いかけに対する反応があるか観察する。
・定期テストでノートを回収する。
・その他、提出物の状況によって評価する。 13

12月

機械語とアセンブラ
【順序だてる】
コンピュータによる機械語の処理の手順を理解する。
高級言語ではない機械語を意識したプログラミングを体験することでコンピュータの仕組みを理解
する。

２
学
期
中
間

9月

主記憶装置
【分類する・理由づけする】
主記憶装置の記憶階層について理解し、リソースの活用について説明できる。
主記憶装置を構成している半導体の種類について分類して理解することができる。

観点
・記憶装置の機能を理解している。
・装置間のデータのやり取りを理解している。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習に取り組んでいるか観察する。
・問いかけに対する反応があるか観察する。
・定期テストでノートを回収する。
・その他、提出物の状況によって評価する。

15
10月

補助記憶装置 【分類する・比較する】
補助記憶装置の記録方式について手順と方法を説明することが出来る。
補助記憶装置の種類を理解し適切に分類し運用できる。

1
学
期
期
末

6月

中央処理装置
【分類する・順序だてる・理由づけする・関連付ける】
それぞれの装置がどのような役割を担っているか分類できる。
データの流れについて順序だてて説明することができる。

観点
・中央処理装置の機能を理解している。
・装置間のデータのやり取りを理解している。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習に取り組んでいるか観察する。
・問いかけに対する反応があるか観察する。
・定期テストでノートを回収する。
・その他、提出物の状況によって評価する。

15
7月

中央処理装置
【分類する・順序だてる・構造化する】
中央処理装置の性能を概算し評価することができる。
制御装置と他の装置とのデータのやり取りについて関連付けることが出来る。

１
学
期
中
間

4月

論理回路の設計
【順序づける】
論理素子を組み合わせて、簡単な論理回路の設計方法を習得する。

観点
・論理回路が果たす機能を理解している。
・装置間のデータのやり取りを理解している。
・主体的に授業に参加している。

方法
・問題演習に取り組んでいるか観察する。
・問いかけに対する反応があるか観察する。
・定期テストでノートを回収する。
・その他、提出物の状況によって評価する。

11
5月

コンピュータの種類と基本機能
【分類する・比較する】
コンピュータの種類を理解し、分類することができる。
コンピュータの五大装置について意味を理解しデータの流れを示すことが出来る。

使用教材
なし

具体的な指導目標 評価の観点・方法
配当
時数

令和４年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

3年CD組　 電子回路コース・情報コース

使用教科書
ハードウェア技術：実教出版



教科名 電子科 科目名 アプリケーション応用 単位数 2

対象学年組・コース

学期 指導内容

授業時数合計 70

３
学
期

・「Excel」の応用的な表現
・プレゼンテーションソフト
「PowerPoint」について基本的な操作

（具体化する、多面的、多角的に見る）
・エクセルのデータ群をテーブルごとに管理し、データベースとして扱うことができる。
・パワーポイントの基本的な操作を習得する。
・パワーポイントの基本的な操作を応用し、発表資料を作成することができる。
・発表する上での表現力や礼儀を身に着ける。

（観点）
・問題解決能力があるかどうか
・ソフトウェアの機能を正しく理解しているか
・ソフトウェアの機能を正しく表現できるか
・主体的に学習に取り組む態度が見れらるか
・意欲的に発表する姿勢がみられるか
（方法）
授業態度、課題の作成、課題の進み方、提出物、
出席率を総合的に判断して評価する。

12

１
学
期

・文書作成ソフト「ワード」について
の基本的な操作について
・文書作成における基本的な決まり事
について
・タイピングスピード向上を目指した
課題
・ワープロ検定について

(分類する・比較する）
・ワードのページ設定、基本的な操作について習得する。
・例題を読み取り、適切な図や表を挿入することができる。
・文書作成する上で必要な操作を習得し、課題に表現することができる。
・タイピングスピード3級合格程度の文書作成能力・タイピング能力を身に着ける。

（観点）
・問題解決能力があるかどうか
・ソフトウェアの機能を正しく理解しているか
・ソフトウェアの機能を正しく表現できるか
・主体的に学習に取り組む態度が見れらるか
（方法）
授業態度、課題の作成、課題の進み方、提出物、
出席率を総合的に判断して評価する。

28

２
学
期

・表計算ソフト「エクセル」について
の基本的な操作
・関数を用いた表計算
・表計算からグラフ等への出力
・データのソートや抽出などのマネジ
メント
・表計算検定について

(構造化する。関連付ける）
・エクセルの基本的な操作の習得する。
・SUM,AVERAGE,RANKなどの基本的な関数について学び、エクセルで動作させることができる。
・表計算で求めた値を用いて、グラフ等に出力することができる。
・表計算データから、必要なデータを取り出したり、並べ替えを行ったり、データの集まりを構造
化してとらえることができ、エクセル上で表現することができる。

（観点）
・問題解決能力があるかどうか
・ソフトウェアの機能を正しく理解しているか
・ソフトウェアの機能を正しく表現できるか
・主体的に学習に取り組む態度が見れらるか
（方法）
授業態度、課題の作成、課題の進み方、提出物、
出席率を総合的に判断して評価する。

30

使用教材
学校作成プリント、検定過去問プリントなど

具体的な指導目標 評価の観点・方法
配当
時数

令和４年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

3年CD組 電子回路コース・情報コース

使用教科書
なし



教科名 電子科 科目名 電子技術 単位数 4

対象学年組・コース

期間 指導内容

授業時数合計 140

2
学
期
期
末

データ通信システム
・画像通信
・通信関係法規

【構造化する・理由付けする・比較する】
データ伝送の種類、品質について理解する。
様々な通信技術について学び理解する。
ファクシミリ、テレビジョンの原理を理解する。

観点
・データ転送の種類や品質を理解できているか。
・各通史に関する技術を、用途や利用場所等で使
われていることを理解できているか。
・ファクシミリやテレビジョンの原理について、
基礎的な部分を理解できているか。
・主体的に学習に取り組む態度が見れらるか。

方法
・問題演習や課題プリント
・問いかけに対する積極的な態度や発言
・小テストの提出

30

３
学
期

音響機器
映像機器

【構造化する・理由付けする・比較する】
音の伝わり方を学習し、音の伝わり方などを学ぶ。
アンプの構造を理解し、実際に使われている様々な活用例を参考に理解する。

観点
・音について正しい知識を身につけているか。
・アンプの基本的な原理を理解できているか。
・主体的に学習に取り組む態度が見れらるか。

方法
・問題演習や課題プリント
・問いかけに対する積極的な態度や発言
・小テストの提出

10

1
学
期
期
末

有線通信システム
・通信の多重化
・無線通信システム
・電波とアンテナ

【構造化する・理由付けする・比較する】
多重化の方法を理解する。また様々な多重化の方法を理解する。
電波の仕組み、分類伝搬等について学び、どのように電波が届くかを理解する。
アンテナの構造を理解し、どのような特徴及び性質があるかを理解する。

観点
・電波の原理について身につけているか。
・多重化の特徴を理解し、用途別に分類できる。
・アンテナの種類を理解できているか。
・主体的に学習に取り組む態度が見れらるか。

方法
・問題演習や課題プリント
・問いかけに対する積極的な態度や発言
・小テストの提出

35

２
学
期
中
間

無線通信システム
・各種の無線通信
・無線送信機
・無線受信機

【構造化する・理由付けする・比較する】
無線局の種類を理解する。無線通信について理解する。
電波の形式、変調の方式を理解する。
ＡＭ、ＦＭ変調の方式について違いを理解し、どのような特徴及び性質があるかを理解する。

観点
・無線局の運用について理解し、多重化の意味を
理解できているか。
・電波の形式について理解しているか。また変調
について正しく考えられるか。
・主体的に学習に取り組む態度が見れらるか。

方法
・問題演習や課題プリント
・問いかけに対する積極的な態度や発言
・小テストの提出 30

使用教材 『電子技術演習ノート』

具体的な指導目標 評価の観点・方法
配当
時数

１
学
期
中
間

有線通信システム
・電話機
・電話交換
・通信線路
・伝送理論
・通信の多重化

【構造化する・理由付けする・比較する】
電話機の原理を理解する。様々な電話機を学び確認する。
通信線路に利用されているケーブルについて学び、比較検討し理解する。

観点
・電話機の原理について身につけているか。
・ケーブルの特徴を理解し用途別に分類できる。
・主体的に学習に取り組む態度が見れらるか。

方法
・問題演習や課題プリント
・問いかけに対する積極的な態度や発言
・小テストの提出

35

令和4年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

3年Ｃ組・Ｄ組 回路コース

使用教科書 実教出版『電子技術』



教科名 電子科 科目名 電子技術 単位数 2

対象学年組・コース

期間 指導内容

授業時数合計 70

３
学
期

画像通信
　ファクシミリ
　テレビジョン

学年末考査

【構造化する・理由付けする・比較する】
　走査・同期について学び、ファクシミリについて理解する
　ランレングスについて学び、圧縮技術について理解する
　順次走査と飛び越し走査について学ぶ
　多機能となった地上波テレビジョンとその電波・変調について学ぶ

【観点】
ファクシミリやテレビジョンの原理について、基
礎的な部分でも理解できているか。主体的に学習
に取り組む態度が見れらるか。

【方法】
問題演習や課題プリントの結果、問いかけに対し
て積極的な態度や発言により評価する。小テスト
を提出し、その内容によって評価する。

8

２
学
期
中
間

有線通信システム
　電話機
　電話交換
　通信線路
　伝送理論
　通信の多重化

中間考査

【構造化する・理由付けする・比較する】
　電話機の原理を理解し、様々な電話機を学ぶ。
　通信線路に利用されているケーブルについて学び、比較検討し理解する。
　ツイストペア、同軸ケーブル、光ファイバケーブルについて学ぶ
　伝送損失と利得及びインピーダンス整合について学ぶ
　多重化及び周波数分割多重方式・時分割多重方式について学ぶ
　電波の放出・伝搬の仕組みを学ぶ
　電波の種類について学ぶ
　特性差について学ぶ

【観点】
電話機の原理について身につけており、各ケーブ
ルの特徴を理解し、用途別に考えられるか。主体
的・積極的に学習に取り組む態度が見れらるか。

【方法】
問題演習や課題プリントの結果、問いかけに対し
て積極的な態度や発言により評価する。小テスト
を提出し、その内容によって評価する。

19

2
学
期
期
末

データ通信システム
　データの伝送方式
　コンピュータを用いた通信
　インターネット
データ通信システム
　インターネット期末考査

【構造化する・理由付けする・比較する】
　直列、並列伝送を学び、双方の違いについて理解する
　公共回線を利用したコンピュータ通信(ISDN。ADSL、FTTH)について学ぶ
　OSIの7階層に触れながら、LANの構成について学ぶ
　IPアドレス、TCP/IP、WWW、メールシステムについて学ぶ
　IPアドレス、TCP/IP、WWW、メールシステムについて学ぶ

【観点】
データ転送の種類や品質について理解できている
か。各通史に関する技術を、用途や利用場所等で
使われていることを理解している。主体的に学習
に取り組む態度が見れらるか。

【方法】
問題演習や課題プリントの結果、問いかけに対し
て積極的な態度や発言により評価する。小テスト
を提出し、その内容によって評価する。

19

１
学
期
中
間

パルス回路
　パルス波形及び波形整形回路

変調回路

復調回路

無線通信システム
　各種の無線通信
　無線送信機
　無線受信機
　電波とアンテナ

中間考査

【構造化する・理由付けする・比較する】
　パルス波形について特徴を理解する。
　パルスの波形を整える回路について学ぶ
　無線局の種類を理解する
　無線通信について理解する。
　電波の形式、変調の方式を理解する。
　ＡＭ、ＦＭ変調の方式について違いを理解する。
　アンテナの形式について学ぶ。

【観点】
無線局の運用について理解し、変調・復調の意味
を理解できているか。電波の形式について理解し
ているか。主体的に学習に取り組む態度が見れら
るか。

【方法】
問題演習や課題プリントの結果、問いかけに対し
て積極的な態度や発言により評価する。小テスト
を提出し、その内容によって評価する。

11

1
学
期
期
末

各種の無線通信
　無線局
　無線送信機
各種の無線通信
　無線受信機データ通信システム
　データ伝送の種類

期末考査

【構造化する・理由付けする・比較する】
　移動通信、衛星通信について学ぶ
　電波形式と振幅変調
　周波数変調について学ぶ
　各種送信機の特徴と構成について学ぶ
　各種受信機の特徴と構成について学ぶ
　デジタルとアナログの違いとデータ伝送形式について学ぶ
　信号の情報量、データ信号速度、変調速度を学び、その関係と計算ができる

【観点】
多重化の意味を理解できているか。電波の形式に
ついて理解しているか。また変調について正しく
考えられるか。主体的に学習に取り組む態度が見
れらるか。

【方法】
問題演習や課題プリントの結果、問いかけに対し
て積極的な態度や発言により評価する。小テスト
を提出し、その内容によって評価する。

13

使用教材
電子技術演習ノート（実教出版）および自校作成プリント

具体的な指導目標 評価の観点・方法
配当
時数

令和４年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

3年 情報コース

使用教科書
電子技術：実教出版



教科名 電子科 科目名 プログラミング技術 単位数 4

対象学年組・コース

期間 指導内容

授業時数合計 140

３
学
期

実際のプログラミング
アルゴリズム 【構造化する・関連付ける】

　UNIX互換OSの基本操作
　UNIX互換OSのネットワーク設定
　学年末考査

【観点】
　応用プログラムに取り組んでいる。
　OSの基礎知識を有している。
　主体的に授業に参加している。

【方法】
　問題演習に取り組んでいるか観察する。
　問いかけに対する反応があるか観察する。
　その他、提出物の状況によって評価する。

18

２
学
期
中
間

実際のプログラミング
応用プログラム 【構造化する・関連付ける】

　パソコンを使ったプログラミング演習　MinGW(GCC)の使い方・変数とデータ型
　応用プログラム　配列・パソコンを使ったプログラミング演習　式と演算子・制御文
　応用プログラム　ポインタ
　パソコンを使ったプログラミング演習　配列・ポインタ
　応用プログラム　構造体中間考査・パソコンを使ったプログラミング演習　構造体
　応用プログラム　関数
　答案返却指導

【観点】
　応用プログラムに取り組んでいる。
　主体的に授業に参加している。

【方法】
　問題演習に取り組んでいるか観察する。
　問いかけに対する反応があるか観察する。
　その他、提出物の状況によって評価する。

32

2
学
期
期
末

実際のプログラミング
応用プログラム 【構造化する・関連付ける】

　パソコンを使ったプログラミング演習　関数
　応用プログラム　ファイルとレコード・パソコンを使ったプログラミング演習　関数
　応用プログラム　ファイル操作
　期末考査答案返却
　パソコンを使ったプログラミング演習
　ファイル操作

【観点】
　応用プログラムに取り組んでいる。
　主体的に授業に参加している。

【方法】
　問題演習に取り組んでいるか観察する。
　問いかけに対する反応があるか観察する。
　その他、提出物の状況によって評価する。

30

１
学
期
中
間

コンピュータの基礎
プログラム作成能力

【構造化する・関連付ける】

　問題演習を積極的に行う。
　コンピュータの基礎とＣ言語のプログラム作成能力が習得できるように指導する。

　中間考査

【観点】
　コンピュータの基礎知識を有している。
　基本的な文法を理解している。
　主体的に授業に参加している。

【方法】
　問題演習に取り組んでいるか観察する。
　問いかけに対する反応があるか観察する。
　その他、提出物の状況によって評価する。

30

1
学
期
期
末

コンピュータの基礎
プログラム作成能力

【構造化する・関連付ける】

　問題演習を積極的に行う。
　コンピュータの基礎とＣ言語のプログラム作成能力が習得できるように指導する。

　期末考査

　答案返却指導

　まとめ

【観点】
　コンピュータの基礎知識を有している。
　基本的な文法を理解している。
　主体的に授業に参加している。

【方法】
　問題演習に取り組んでいるか観察する。
　問いかけに対する反応があるか観察する。
　その他、提出物の状況によって評価する。

30

使用教材
なし

具体的な指導目標 評価の観点・方法
配当
時数

令和４年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

3年 情報コース

使用教科書
プログラミング技術：実教出版



教科名 電子科 科目名 ロボット製作技術 単位数 2

対象学年組・コース

期間 指導内容

授業時数合計 70

2
学
期
期
末

プログラム開発能力（比例制御、ＰＩ
Ｄ制御、フィードバック制御）

(構造化する。関連付ける）
・ライントレースロボットを作り比例制御、フィードバック制御を理解する、また、ＰＩＤ制御の
基本を理解することができる

観点
・主体的に授業に参加している。
・課題に沿って作品が完成しているか。
・人に自分の考えを伝えているか。

方法
・授業に取り組んでいるか観察する。
・問いかけに対する反応があるか観察する。
・ノートを評価する。
・作品が適切に動作するか評価する。
・プレゼンテーションを評価する。 15

３
学
期

課題に対しての問題解決能力 （具体化する、多面的、多角的に見る）
・ロボットコンテスト課題を行い問題解決することができる
・応用的プログラムを作成し理解することができる
・プログラムの簡略化、整頓化をすることができる
・チームとしての自分の役割分担を行うことができる

観点
・主体的に授業に参加している。
・課題に沿って作品が完成しているか。
・人に自分の考えを伝えているか。

方法
・授業に取り組んでいるか観察する。
・問いかけに対する反応があるか観察する。
・ノートを評価する。
・作品が適切に動作するか評価する。
・プレゼンテーションを評価する。

15

1
学
期
期
末

C言語を用いた制御
各種センサの取り扱い

(分類する・比較する）
・ギヤ比について理解する
・インタラクティブサーボモータの制御を習得する
・光、超音波、サウンド、タッチセンサの制御を習得する
(関連付ける）
・センサを使った応用的な動作をするプログラムを組み立て理解することができる

観点
・主体的に授業に参加している。
・課題に沿って作品が完成しているか。
・人に自分の考えを伝えているか。

方法
・授業に取り組んでいるか観察する。
・問いかけに対する反応があるか観察する。
・ノートを評価する。
・作品が適切に動作するか評価する。
・プレゼンテーションを評価する。 15

２
学
期
中
間

各種センサの応用
センサ制御への応用
ソフトを使った制御

(構造化する。関連付ける）
・動力伝達の仕組みを理解する
・プログラムの流れについて理解できる
・ライントレースをロボを製作し、プログラムについて理解することができる

観点
・主体的に授業に参加している。
・課題に沿って作品が完成しているか。
・人に自分の考えを伝えているか。

方法
・授業に取り組んでいるか観察する。
・問いかけに対する反応があるか観察する。
・ノートを評価する。
・作品が適切に動作するか評価する。
・プレゼンテーションを評価する。 15

使用教材 ＬＥＧＯ社ＥＶ３基本セット、ワークシート等

具体的な指導目標 評価の観点・方法
配当
時数

１
学
期
中
間

RobotC EV3用ソフトの使い方
ブロックEV3の使い方

(分類する・比較する）
・ソフトウェアの使用法を習得する
・インテリジェントブロックＥＶ３の使い方を習得する
(関連付ける）
・センサを使って簡単な動作をするプログラムを組み立て理解することができる

観点
・主体的に授業に参加している。
・課題に沿って作品が完成しているか。
・人に自分の考えを伝えているか。

方法
・授業に取り組んでいるか観察する。
・問いかけに対する反応があるか観察する。
・ノートを評価する。
・作品が適切に動作するか評価する。
・プレゼンテーションを評価する。 10

令和4年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

3年CD組 電子回路コース

使用教科書 なし


