
教科 学年　

国語 2

学期 月 評価の観点 評価方法

4 知識・技能 観察

4 思考・判断・表現 提出物

4 思考・判断・表現 提出物

5 思考・判断・表現 提出物

5 知識・技能 提出物

5 思考・判断・表現 提出物

5 知識・技能 期末テスト

5 思考・判断・表現 提出物

6 知識・技能 提出物

6 思考・判断・表現 提出物

6 知識・技能 期末テスト

6 知識・技能 提出物

7 思考・判断・表現 提出物

7 思考・判断・表現 提出物

7 知識・技能 期末テスト

7 知識・技能 提出物

7 知識・技能 提出物

7 知識・技能 提出物

令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

・光村図書「国語2」
（光村図書出版株式会社）

・５回書き込み式漢字練習ノート　光　２年（とうほう）
・国語便覧　神奈川県版（浜島書店）

教科目標

（１）目的や場面に応じ、日常生活にかかわることなどについて構成を工夫して話す能力、話し手の意図を考えながら聞く能力、話題や方向をとらえて話し合う能力を身に付けさせるとともに、話したり聞いたりして
考えをまとめようとする態度を育てる。
（２）目的や意図に応じ、日常生活にかかわることなどについて、構成を考えて的確に書く能力を身に付けさせるとともに、進んで文章を書いて考えをまとめようとする態度を育てる。
（３）目的や意図に応じ、様々な本や文章などを読み、内容や要旨を的確にとらえる能力を身に付けさせるとともに、読書を通してものの見方や考え方を広げようとする態度を育てる。

評価の観点 基本的な評価の方法

知識・技能
言葉の特徴や使い方に関する事項、話や文章に含まれている情報の扱い方に関する事項、我が国の言語文化に関する事項についての知識及び技能を観察、提出物、小テスト、定期テ
スト、実技テスト等から見取る。

思考・判断・表現
話すこと・聞くこと、書くこと、読むことについての思考・判断・表現を観察、提出物、小テスト、定期テスト、実技テスト等から見取る。※定期テストでは、教科書外の作品を扱う場合もある。
下記「評価の観点」欄の「思考・判断・表現」は、「知識・技能」を活用した上で、思考、判断、表現しているかどうか見取っている。

   話し合いを通し、自分の考えを整理して書くことができる。

文章全体と部分との関係に注意しながら、登場人物の設定のしかたなどを捉えることができる。

問いを立てながら聞く 意見と根拠、具体と抽象など情報と情報との関係について理解することができる。

枕草子 文章を読んで理解したことや考えたことを知識や経験と結び付け、自分の考えを広げたり深めたりすることができる。

思考の視覚化 情報と情報との関係のさまざまな表し方を理解し使うことができる。

多様な方法で情報を集めよう
目的や意図に応じて、社会生活の中から題材を決め、多様な方法で集めた材料を整理し、伝えたいことを明確にすること
ができる。

熟語の構成 熟語の構成を理解する。

クマゼミ増加の原因を探る 文章全体と部分との関係に注意しながら、主張と例示との関係などを捉えることができる。

 思考のレッスン具体と抽象 意見と根拠、具体と抽象など情報と情報との関係について理解することができる。

類義語・対義語・多義語
抽象的な概念を表す語句の量を増すとともに、類義語と対義語、同音異義語や多義的な意味を表す語句などについて理
解し、話や文章の中で使うことを通して、語感を磨き語彙を豊かにすることができる。

言葉を比べよう
抽象的な概念を表す語句の量を増すとともに、類義語と対義語、同音異義語や多義的な意味を表す語句などについて理
解し、話や文章の中で使うことを通して、語感を磨き語彙を豊かにすることができる。

読書を楽しむ
本や文章などには、さまざまな立場や考え方が書かれていることを知り、自分の考えを広げたり深めたりする読書に生か
すことができる。

主体的に学習に取り
組む態度

知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとする側面と、その取組の中で自らの学習を調整しようとする側面を、観察、
提出物、小テスト、定期テスト、実技テスト等から見取る。※「主体的に学習に取り組む態度」は下記の「評価の観点」には記入していないが、各学習内容や単元内容で見取っている。

学習内容　単元内容 学習到達目標　

1

見えないだけ

アイスプラネット

行書の特徴を理解して、行書を書く。

魅力的な提案をしよう 話の内容を工夫したり、資料などを使ったりしながら、自分の考えがわかりやすく伝わるように話すことができる。

単語をどう分ける？ 単語の活用、助詞や助動詞などの働き、文の成分の順序や照応など文の構成について理解することができる。

情報　メディアを比べよう・メディアの特徴
を生かして情報を集めよう

目的に応じて複数の情報を整理しながら適切な情報を得て、内容を解釈することができる。

短歌に親しむ・短歌を味わう
観点を明確にして短歌を比較するなどし、短歌の構成や表現の効果について考えることができる。

言葉の力 文章を読んで理解したことや考えたことを知識や経験と結び付け、自分の考えを広げたり深めたりすることができる。

書写

1



8 思考・判断・表現 提出物

9 思考・判断・表現 提出物

9 知識・技能 実技テスト

9 知識・技能 提出物

9 知識・技能 提出物

9 知識・技能 期末テスト

10 知識・技能 期末テスト

10 思考・判断・表現 提出物

10 知識・技能 提出物

10 思考・判断・表現 提出物

10 思考・判断・表現 提出物

10 思考・判断・表現 提出物

11 知識・技能 提出物

11 知識・技能 実技テスト

11 思考・判断・表現 提出物

11 知識・技能 提出物

11 思考・判断・表現 提出物

12 思考・判断・表現 提出物

12 思考・判断・表現 提出物

12 知識・技能 期末テスト

12 知識・技能 提出物

1 思考・判断・表現 提出物

1 知識・技能 期末テスト

2 思考・判断・表現 提出物

2 知識・技能 期末テスト

2 知識・技能 期末テスト

3 思考・判断・表現 提出物

3 思考・判断・表現 提出物

第１学年までに学習した常用漢字に加え、その他の常用漢字のうち350字程度から450字程度までの漢字を読むことがで
きる。また、学年別漢字配当表に示されている漢字を書き、文や文章の中で使うことができる。

月夜の浜辺
抽象的な概念を表す語句の量を増すとともに、話や文章の中で使うことを通して、語感を磨き語彙を豊かにすることがで
きる。

源氏と平家 作品の特徴を生かして朗読するなどして、古典の世界に親しむことができる。

扇の的 登場人物の言動の意味などについて考えて、内容を解釈することができる。

仁和寺にある法師 現代語訳や語注などを手掛かりに作品を読むことを通して、古典に表れたものの見方や考え方を知ることができる。

漢詩の風景 観点を明確にして漢詩を比較するなどし、漢詩の構成や表現の効果について考えることができる。

伝えたいことがわかりやすく伝わるように、段落相互の関係などを明確にし、文章の構成や展開を工夫することができ
る。

詩を読んで理解したことや考えたことを知識や経験と結び付け、自分の考えを広げたり深めたりすることができる。

3

走れメロス

一字違いで大違い

構成や展開を工夫して書こう

話し言葉と書き言葉

送り仮名

国語の学びを振り返ろう

木

2

盆土産

君は「最後の晩餐」を知っているか

魅力を効果的に伝えよう

走る。走らない。走ろうよ。

モアイは語る

根拠の吟味

根拠の適切さを考えて書こう

異なる立場から考える

立場を尊重して話し合おう

表現を工夫して書こう

表現の効果を考える

敬語

同じ訓・同じ音をもつ漢字

登場人物の言動の意味などについて考えて、内容を解釈することができる。

字のない葉書

聞き上手になろう

書写 行書の特徴を理解して、行書を書く。

文章を読んで理解したことや考えたことを知識や経験と結び付け、自分の考えを広げたり深めたりすることができる。

単語の活用、助詞や助動詞などの働き、文の成分の順序や照応など文の構成について理解する。

伝えたいことがわかりやすく伝わるように、段落相互の関係などを明確にし、文章の構成や展開を工夫することができ
る。

話し言葉と書き言葉の特徴について理解することができる。

目的に応じて複数の情報を整理しながら適切な情報を得て、内容を解釈することができる。

根拠の適切さを考えて説明や具体例を加えたり、表現の効果を考えて描写したりするなど、自分の考えが伝わる文章に
なるように工夫することができる。

単語の活用、助詞や助動詞などの働き、文の成分の順序や照応など文の構成について理解することができる。

文章の構成や論理の展開について考えることができる。

教科書の観点に基づき、根拠の適切さを吟味することができる。

意見と根拠、具体と抽象など情報と情報との関係について理解詩、意見文を書こうとしている。

立場の違いや、根拠をしているものについて聞き取ることができる。

目的や場面に応じ、社会生活の中から話題を決め、異なる立場や考えを想定しながら集めた材料を整理し、伝え合う内
容を検討することができる。

観点を明確にして文章を比較するなどし、文章の構成や表現の効果について考えることができる。

言葉には、相手の行動を促す働きがあることに気づくことができる。

言葉には、相手の行動を促す働きがあることに気づくことができる。

教科書の観点を参考に推敲することができる。

敬語の働きについて理解し、話や文章の中で使うことができる。

同じ訓を持つ漢字の意味や同音異義語の文脈での使い分けができる

2



教科 学年　

社会 2

学期 月 評価の観点 評価方法

主体的に学習に取り
組む態度

観察・提出物

思考・判断・表現 観察・テスト・提出物

知識・技能 観察・テスト・提出物

知識・技能 観察・テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・提出物

思考・判断・表現 観察・テスト・提出物

知識・技能 観察・テスト・提出物

知識・技能 観察・テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・提出物

思考・判断・表現 観察・テスト・提出物

知識・技能 観察・テスト・提出物

知識・技能 観察・テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・提出物

思考・判断・表現 観察・テスト・提出物

知識・技能 観察・テスト・提出物

知識・技能 観察・テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・提出物

思考・判断・表現 観察・テスト・提出物

知識・技能 観察・テスト・提出物

知識・技能 観察・テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・提出物

思考・判断・表現 観察・テスト・提出物

知識・技能 観察・テスト・提出物

知識・技能 観察・テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・提出物

思考・判断・表現 観察・テスト・提出物

知識・技能 観察・テスト・提出物

知識・技能 観察・テスト

世界と比べた日本の地域的特色を、自然環境、人口、資源・エネルギーなどを基に多面的・多角的に考察し、適切に表
現している。

世界と比べた日本の地域的特色に関する様々な資料から、有用な情報を適切に選択して、読み取ったり図表などにまと
めたりしている。

社会的事象について、国家及び社会の担い手として、よりよい社会の実現に向けて、課題を主体的に解決しようとしている。
⇒観察：授業への参加姿勢　　提出物：振り返りシート・授業プリント・課題レポート・休業中の課題など

学習到達目標　

日本の地域構成（日本の位置、国土・領土、都道府県、地域区分、時差）に関心を持ち、意欲的に追求し、捉えようとして
いる。

日本の地域構成を、日本の位置、国土・領土、都道府県、地域区分、時差などを基に多面的・多角的に考察し、適切に表
現している。

日本の地域構成に関する様々な資料から、有用な情報を適切に選択して、読み取ったり図表などにまとめたりしている。

日本の地域構成について、日本の位置、国土・領土、都道府県、地域区分、時差などを理解し、その知識を身に付けて
いる。

世界と比べた日本の地域的特色に対する関心を高め、それを意欲的に追究し、捉えようとしている。

　第２章　日本の特色と地域区分

【 歴史 】
　第３章　武家政権の展開と世界の
動き

思考・判断・表現

主体的に学習に取り
組む態度

学習内容　単元内容

4
【 地理 】第３編　日本のさまざまな地
域
　第１章　地域調査の方法を学ぼう

6

7

4

5
世界と比べた日本の地域的特色について、世界的視野や日本全体の視野から見て理解し、その知識を身に付けてい
る。

近世の歴史的事象に対する関心を高め、意欲的に追究し、近世の文化遺産を尊重しようとする。

近世の歴史的事象から課題を見いだし、その特色を多面的・多角的に考察し、公正に判断して、その過程や結果を適切
に表現している。

【 地理 】
　第３章　日本の諸地域
　　　　　関東地方
　　　　　東北地方
　　　　　北海道地方
　第４章　地域のあり方

日本の諸地域の地域的特色に対する関心を高め、それを意欲的に追究し、捉えようとしている。

日本の諸地域の地域的特色を自然、歴史、産業、環境問題、人口、生活、文化などを基に多面的・多角的に考察し、適
切に表現している。

日本の諸地域の地域的特色に関する様々な資料を収集し、有用な情報を適切に選択して、読み取ったり図表などにまと
めたりしている。

【 歴史 】
　第４章　近代国家の歩みと国際社
会(２)

近代の特色などを、世界の歴史を背景に理解し、その知識を身に付けている。

近代の歴史的事象から課題を見いだし、近代の特色などを多面的・多角的に考察し、公正に判断して、適切に表現して
いる。

近代に関する様々な資料を収集し、有用な情報を適切に選択して、読み取ったり図表などにまとめたりしている。

令和4年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

中学社会　歴史　日本の歩みと世界の動き（帝国書院）
中学社会　地理　地域にまなぶ（教育出版）

中学社会科地図（帝国書院）

教科目標

社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通して、広い視野に立ち、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資
質・能力の基礎を育成すること。

評価の観点 基本的な評価の方法

知識・技能
我が国の国土や歴史、現代の政治や経済、国際関係などを理解し、調査や諸資料から様々な情報を効果的に調べまとめている。
⇒観察：授業での技能観察　テスト：定期テスト・単元テスト・小テスト　　提出物：授業プリント・課題レポートなど

社会的事象の多面的・多角的な考察、社会に見られる課題の解決に向けて選択・判断する力、それを説明する力、議論する力が身についている。
⇒観察：授業での思考・表現観察　テスト：定期テスト・単元テスト・小テスト　　提出物：授業プリント・課題レポートなど

日本の諸地域の地域的特色に対する関心を高め、それを意欲的に追究し、捉えようとしている。

日本の諸地域の地域的特色を自然、歴史、産業、環境問題、人口、生活、文化などを基に多面的・多角的に考察し、適
切に表現している。

近代に関する様々な資料を収集し、有用な情報を適切に選択して、読み取ったり図表などにまとめたりしている。

9 【 地理 】
　第３章　日本の諸地域
　　　　　九州地方
　　　　　中国・四国地方
　　　　　近畿地方
　　　　　中部地方10

日本の諸地域の地域的特色に関する様々な資料を収集し、有用な情報を適切に選択して、読み取ったり図表などにまと
めたりしている。

11

【 歴史 】
　第４章　近代国家の歩みと国際社
会(１)

12

近代の特色などを、世界の歴史を背景に理解し、その知識を身に付けている。

近代の歴史的事象に対する関心を高め、意欲的に追究し、国際協調の大切さを考えようとする。

近代の歴史的事象から課題を見いだし、近代の特色などを多面的・多角的に考察し、公正に判断して、適切に表現して
いる。

1

2

3

1

2

3

日本の諸地域について、その地域的特色を理解し、知識を身に付けている。

近代の歴史的事象に対する関心を高め、意欲的に追究し、国際協調の大切さを考えようとする。

近世に関する様々な資料を収集し、有用な情報を適切に選択して、読み取ったり図表などにまとめたりしている。

近世の特色などを、世界の歴史を背景に理解し、その知識を身に付けている。

日本の諸地域について、その地域的特色を理解し、知識を身に付けている。
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教科 学年　

数学 2

学期 月 評価の観点 評価方法

4 知識・技能 観察・テスト

5 思考・判断・表現 観察・テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・提出物・テスト

5 知識・技能 観察・テスト

思考・判断・表現 観察・テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・提出物・テスト

7 知識・技能 観察・テスト

8 思考・判断・表現 観察・テスト

9
主体的に学習に取り

組む態度
観察・提出物・テスト

9 知識・技能 観察・テスト

思考・判断・表現 観察・テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・提出物・テスト

10 知識・技能 観察・テスト

思考・判断・表現 観察・テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・提出物・テスト

12 知識・技能 観察・テスト

思考・判断・表現 観察・テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・提出物・テスト

1 知識・技能 観察・テスト

2 思考・判断・表現 観察・テスト

3
主体的に学習に取り

組む態度
観察・提出物・テスト

・同様に確からしいことに着目し，場合の数をもとにして得られる確率の求め方を考察し表現することができる。
・確率を用いて不確定な事象を捉え，考察し表現することができる。

文字を用いて数量の関係や法則などを考察する力，数学的な推論の過程に着目し，図形の性質や関係を論理的に考察し表現する力，関数関係に着目し，その特徴を表，式，グラフを相
互に関連付けて考察する力，複数の集団のデータの分布に着目し，その傾向を比較して読み取り批判的に考察して判断したり，不確定な事象の起こりやすさについて考察したりする力を
養う。

数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え、数学を生活や学習に生かそうとする。
問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする。
多様な考えを認め、よりよく問題解決しようとする。

学習到達目標　

・簡単な整式の加法と減法及び単項式の乗法と除法の計算をすることができる。
・具体的な事象の中の数量の関係を文字を使った式で表したり，式の意味を読み取ったりすることができる。
・文字を使った式で数量及び数量の関係を捉え説明できることを理解している。
・目的に応じて，簡単な式を変形することができる。

・具体的な数の計算や既に学習した計算の方法と関連付けて，整式の加法と減法及び単項式の乗法と除法の計算の方
法を考察し表現することができる。
・文字を使った式を活用して具体的な場面を考察し表現することができる。

・文字を使った式の必要性と意味を考えようとしている。
・文字を使った式について学んだことを生活や学習に生かそうとしている。
・文字を使った式を活用した問題解決の過程を振り返って検討しようとしている。

・2元1次方程式とその解の意味を理解している。
・連立2元1次方程式の必要性と意味及びその解の意味を理解している。
・簡単な連立2元1次方程式を解くことができる。

・1元1次方程式と関連付けて，連立2元1次方程式を解く方法を考察し表現することができる。
・連立2元1次方程式を活用して具体的な場面を考察し表現することができる。

1

２

・四分位範囲や箱ひげ図の必要性と意味を理解している。
・コンピュータなどの情報手段を用いるなどしてデータを整理し箱ひげ図で表すことができる。

・四分位範囲や箱ひげ図を用いてデータの分布の傾向を比較して読み取り，批判的に考察し判断することができる。

・四分位範囲や箱ひげ図の必要性と意味を考えようとしている。
・データの分布について学んだことを生活や学習に生かそうとしている。
・四分位範囲や箱ひげ図を活用した問題解決の過程を振り返って検討しようとしている。

３

使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

新しい数学2（東京書籍） 数学の学習ノート２年　東京書籍教科書対応（正進社）

教科目標

数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力の育成を目指す。

評価の観点 基本的な評価の方法

知識・技能 事象を数学化したり、数学的に解釈したり、数学的に表現・処理したりする技能を身に付けるようにする。

令和４年度　授業計画書（シラバス）

思考・判断・表現

主体的に学習に取り
組む態度

学習内容　単元内容

式の計算

連立方程式

6

１次関数

・三角形の合同条件などをもとにして三角形や平行四辺形の基本的な性質を論理的に確かめることができる。
・証明を読んで新たな性質を見いだし，表現することができる。
・三角形や平行四辺形の基本的な性質などを活用して具体的な事象を考察し，表現することができる。
・ことがらが正しくないことを証明するために，反例をあげることができる。

11

1 確率

確率
・多数回の試行によって得られる確率と関連付けて，場合の数をもとにして得られる確率の必要性と意味を理解してい
る。
・簡単な場合について確率を求めることができる。

・場合の数をもとにして得られる確率の必要性と意味を考えようとしている。
・不確定な事象の起こりやすさについて学んだことを生活や学習に生かそうとしている。
・確率を活用した問題解決の過程を振り返って検討しようとしている。

データの比較

・証明の必要性と意味及びその方法について理解している。
・定義やことがらの仮定と結論，逆の意味を理解している。
・反例の意味を理解している。
・正方形，ひし形，長方形が平行四辺形の特別な形であることを理解している。

・連立2元1次方程式の必要性と意味を考えようとしている。
・連立2元1次方程式について学んだことを生活や学習に生かそうとしている。
・連立2元1次方程式を活用した問題解決の過程を振り返って検討しようとしている。

・1次関数について理解している。
・事象の中には1次関数として捉えられるものがあることを知っている。
・2元1次方程式を関数を表す式とみることができる。
・1次関数の変化の割合やグラフの切片と傾きの意味を理解している。
・1次関数の関係を表，式，グラフを用いて表現したり，処理したりすることができる。

・1次関数として捉えられる2つの数量について，変化や対応の特徴を見いだし，表，式，グラフを相互に関連付けて考察
し表現することができる。
・1次関数を用いて具体的な事象を捉え考察し表現することができる。

・１次関数の必要性と意味を考えようとしている。
・１次関数について学んだことを生活や学習に生かそうとしている。
・１次関数を活用した問題解決の過程を振り返って検討しようとしている。

・多角形の角についての性質が見いだせることを知っている。
・平行線や角の性質を理解している。
・平面図形の合同の意味及び三角形の合同条件について理解している。
・証明の必要性と意味及びその方法について理解している。

・基本的な平面図形の性質を見いだし，平行線や角の性質をもとにしてそれらを確かめ，説明することができる

・証明の必要性と意味及び証明の方法を考えようとしている。
・平面図形の性質について学んだことを生活や学習に生かそうとしている。
・平面図形の性質を活用した問題解決の過程を振り返って検討しようとしている。

１次関数

平行と合同

10

三角形と四角形

・証明の必要性と意味及びその方法を考えようとしている。
・平面図形の性質や図形の合同について学んだことを生活や学習に生かそうとしている。
・平面図形の性質を活用した問題解決の過程を振り返って検討しようとしている。

4



教科 学年　

理科 2

学期 月 評価の観点 評価方法

主体的に学習に取り
組む態度

実験レポート
授業レポート

課題発表
単元テスト

思考・判断・表現
実験レポート
単元テスト
定期テスト

知識・技能
実験レポート
単元テスト
定期テスト

5
主体的に学習に取り
組む態度

実験レポート
授業レポート

課題発表
単元テスト

6 思考・判断・表現
実験レポート
単元テスト
定期テスト

7

8

9
主体的に学習に取り
組む態度

実験レポート
授業レポート

課題発表
単元テスト

10 思考・判断・表現
実験レポート
単元テスト
定期テスト

11

12

1
主体的に学習に取り
組む態度

実験レポート
授業レポート

課題発表
単元テスト

2 思考・判断・表現
実験レポート
単元テスト
定期テスト

3 知識・技能
実験レポート
単元テスト
定期テスト

令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

未来へひろがる　サイエンス２（啓林館） 基礎からのパワーアップシート理科２年（新学社）

1

・実験技能を身につけ、分解や化合、酸化と還元の実験を行うことができる。また反応前とは異なる物質が生成すること
を粒子のモデルと関連付けながら理解することができる。

知識・技能
・化学変化の前後における質量の総和が等しいことや、反応する質量の間には一定の関係があることを見出すことがで
きる。

学習内容　単元内容 学習到達目標　

教科目標

自然の事物・現象に関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行うことなどを通して，自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を育成する。

基本的な評価の方法

実験レポート
単元テスト
定期テスト

評価の観点

知識・技能 自然の事物・現象についての観察、実験を通して原理・法則を理解を深めている。また観察、実験に関する基本的な技能を身につけている。

思考・判断・表現 自然の事物・現象の中に問題を解決する方法を立案し、見通しをもって観察，実験などを行い，得られた結果を分析して解釈できる。

主体的に学習に取り
組む態度

自然の事物・現象に進んで関わり，主体的に探究しようとする意欲的な姿勢。

・植物の根・茎・葉のつくりを光合成、呼吸、蒸散の働きに関連付けて説明することができる。
・動物の生活の仕方とからだのつくりの関係を理解し仲間分けをすることができる。

・化学変化に関する事物・現象に進んで関わり、科学的に探究しようとする態度。

【物質】化学変化と原子・分子

【エネルギー】電流とその利用

・電流とその利用に関する事物・現象に進んで関わり、科学的に探究しようとする態度。

・電流、電圧の関係性や規則性を理解することができる。また、現象を調べる方法を立案し、観察、実験などに関する技
能を身につけている。

知識・技能 ・実験結果を分析して解釈し、電流と電圧、電流の働き、静電気、の規則性や関係性を説明できる。
実験レポート
単元テスト
定期テスト

・気象に関する事物・現象に進んで関わり、科学的に探究しようとする態度。

・霧や雲の発生についての観察、実験を行い、結果を記録することができる。また、そのでき方を気温、気圧、湿度と関連
付けて理解することができる。
・天気や風向・風力の読み取り、天気図に起こす技術が身についている。また気象要素を理解している。

・空気の温度と露点をもとに湿度を求めることができる。
・天気図と観測データを関連付けて、前線の通過と天気の変化の関係性を見いだして説明できる。

4
【生命】生物の体のつくりとはたら
き

・生物の体のつくりと働き、刺激と反応に関する事物・現象に進んで関わり、科学的に探究しようとする態度。

・植物と動物の細胞の作りの特徴から基本的なつくりが理解できる。また、観察器具の操作、観察記録の仕方の技能を
身につけることができる。
・消化や呼吸、刺激に反応している様子などを理解するとともに、観察や実験などに関する技能を身につけている。

2

3
【地球】
地球の大気と天気の変化

5



教科 学年　

音楽 2

学期 月 評価の観点 評価方法

知識・技能

演奏
ワークシート
定期テスト
実技テスト

思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察
ワークシート

知識・技能

演奏
ワークシート
定期テスト
実技テスト

思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察
ワークシート

知識・技能

演奏
ワークシート
定期テスト
実技テスト

思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察
ワークシート

知識・技能
ワークシート
定期テスト
紹介文

思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト
紹介文

主体的に学習に取り
組む態度

観察
ワークシート

6 知識・技能

演奏
ワークシート
定期テスト
実技テスト

7 思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト

8
主体的に学習に取り
組む態度

観察
ワークシート

知識・技能
ワークシート
定期テスト
紹介文

思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト
紹介文

主体的に学習に取り
組む態度

観察
ワークシート

知識・技能

演奏
ワークシート
定期テスト
実技テスト

思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察
ワークシート

知識・技能
ワークシート
定期テスト
紹介文

思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト
紹介文

主体的に学習に取り
組む態度

観察
ワークシート

知識・技能

演奏
ワークシート
定期テスト
実技テスト

思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察
ワークシート

・主体的・協働的に器楽の学習活動に取り組もうとしている。
・粘り強く課題に取り組み、自己の演奏を振り返りながら、改善しようとしている。

・ 曲想と音楽の構造や歌詞の内容及び曲の背景との関わりについて理解している。
・創意工夫を生かした表現で歌うために必要な発声，言葉の発音，身体の使い方などの技能を身に付け，歌唱で表して
いる。

音や音楽、音楽文化に親しむことができるよう、音楽活動を楽しみながら主体的・協働的に表現及び鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。

学習到達目標　

・ 曲想と構造や歌詞の内容との関わりについて理解している。
・創意工夫を生かした表現で歌うために必要な発声，言葉の発音，身体の使い方などの技能を身に付け，歌唱で表して
いる。

・音色，リズム，テクスチュア，構成を知覚し，それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。
・曲にふさわしい歌唱表現としてどのように表すかについて思いや意図をもっている。

・曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わりに関心をもっている。
・楽しみながら主体的・協働的に歌唱の学習活動に取り組もうとしている。

・曲想と音楽の構造との関わりについて理解している。
・創意工夫を生かした表現で演奏するために必要な奏法、身体の使い方などの技能を身に付け、器楽で表している。

・旋律、テクスチュアを知覚し、それらが生み出す雰囲気を感じ取り、どのように演奏するかについて思いや意図を
　もっている。

「夏の思い出」

12 箏「さくらさくら」替手

「フーガ　ト短調」

桑園祭学年合唱　学級合唱

桑園祭学年合唱　学級合唱

9 「ボレロ」

10 「サンタルチア」

11 歌劇「アイーダ」

思考・判断・表現

主体的に学習に取り
組む態度

学習内容　単元内容

1

「夢の世界を」

ソプラノリコーダー「木星」

2

4

5

令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

中学生の音楽２・３上
中学生の音楽２・３下

中学生の音楽　器楽（教育芸術社）

音楽のハーモニー２．３年上（正進社）
MY  SONG　６訂版（教育芸術社）

教科目標

表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、音楽的な見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力を育成する。

評価の観点 基本的な評価の方法

知識・技能
・曲想と音楽の構造や背景などとの関わり及び音楽の多様性について理解している。
・創意工夫を生かした音楽表現をするために必要な技能を身に付け、歌唱、器楽、創作で表している。

音楽を形づくっている要素や要素同士の関連を知覚し、それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受しながら、知覚したことと感受したこととの関わりについて考え、曲にふさわしい音楽
表現としてどのように表すかについて思いや意図をもったり、音楽を評価しながらよさや美しさを味わって聴いたりしている。

4

5 ・音色，リズム，旋律，強弱，形式を知覚し，それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。
・曲にふさわしい歌唱表現としてどのように表すかについて思いや意図をもっている。

・曲想と音楽の構造や歌詞の内容及び曲の背景との関わりに関心をもっている。
・楽しみながら主体的・協働的に歌唱の学習活動に取り組もうとしている。

・曲想と音楽の構造との関わりについて理解している。

・音色，テクスチュア，形式を知覚し，それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。
・曲や演奏に対する評価とその根拠について考え，音楽のよさや美しさを味わって聴いている。

・曲想と音楽の構造との関わりに関心をもっている。
・楽しみながら主体的・協働的に鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。

・曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わりについて理解している。
・ 創意工夫を生かし，全体の響きや各声部の声などを聴きながら他者と合わせて歌う技能を身に付け，歌唱で表してい
る。

・リズム，テクスチュア，構成を知覚し，それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。
・曲にふさわしい歌唱表現としてどのように表すかについて思いや意図をもっている。

・曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わりに関心をもっている。
・楽しみながら主体的・協働的に歌唱の学習活動に取り組もうとしている。

 曲想と音楽の構造との関わりについて理解している。

・音色，リズム，旋律，形式，構成を知覚し，それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。
・曲や演奏に対する評価とその根拠について考え，音楽のよさや美しさを味わって聴いている。

・曲想と音楽の構造との関わりに関心をもっている。
・楽しみながら主体的・協働的に鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。

・曲想と音楽の構造や歌詞の内容及び曲の背景との関わりについて理解している。
・創意工夫を生かした表現で歌うために必要な発声，言葉の発音，身体の使い方などの技能を身に付け，歌唱で表して
いる。

・音色，リズム，旋律，強弱，形式を知覚し，それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。
・曲にふさわしい歌唱表現としてどのように表すかについて思いや意図をもっている。

・曲想と音楽の構造や歌詞の内容及び曲の背景との関わりに関心をもっている。
・楽しみながら主体的・協働的に歌唱の学習活動に取り組もうとしている。

・曲想と音楽の構造との関わりについて理解している。

・音色，旋律，テクスチュアを知覚し，それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。
・曲や演奏に対する評価とその根拠について考え，音楽のよさや美しさを味わって聴いている。

・曲想と音楽の構造との関わりに関心をもっている。
・楽しみながら主体的・協働的に鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。

・曲想と音楽の構造との関わりについて理解している。
・創意工夫を生かした表現で箏を演奏するために必要な奏法，身体の使い方などの技能を身に付ける。

・音色、旋律、テクスチュアを知覚し，それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。
・曲にふさわしい器楽表現を創意工夫する。

・箏に関心をもち，音楽活動を楽しみながら主体的・協働的に器楽の学習活動に取り組む。
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知識・技能
ワークシート
定期テスト
紹介文

思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト
紹介文

主体的に学習に取り
組む態度

観察
ワークシート

知識・技能

演奏
ワークシート
定期テスト
実技テスト

思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察
ワークシート

知識・技能
演奏
ワークシート

思考・判断・表現 ワークシート

主体的に学習に取り
組む態度

観察
ワークシート

歌舞伎「勧進帳」

卒業式歌　在校生の歌

「Let's Create!」

 ・音楽の特徴とその背景となる⽂化や歴史，他の芸術との関わりについて理解している。

 ・音色，リズム，速度，旋律を知覚し，それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。
・曲や演奏に対する評価とその根拠について考え，音楽のよさや美しさを味わって聴いている。

・音楽の特徴とその背景となる⽂化や歴史，他の芸術との関わりに関心をもっている。
・楽しみながら主体的・協働的に鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。

・ 曲想と構造や歌詞の内容との関わりについて理解している。
・創意工夫を生かした表現で歌うために必要な発声、言葉の発音、身体の使い方などの技能を身に付け、歌唱で表して
いる。

・リズム，テクスチュア，構成を知覚し，それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。
・音色、リズム、速度、旋律、テクスチュア、強弱、構成を知覚し、それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。

・曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わりに関心をもっている。
・楽しみながら主体的・協働的に歌唱の学習活動に取り組もうとしている。

・音素材の特徴及び音の重なり方や反復，変化，対照などの構成上の特徴について，表したいイメージと関わらせて理解
している。
・創意工夫を生かした表現で旋律や音楽をつくるために必要な，課題や条件に
　沿った音の選択や組合せなどの技能を身に付け，創作で表している。

・リズム，テクスチュア，強弱，構成を知覚し，それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。
・まとまりのある創作表現としてどのように表すかについて思いや意図をもっている。

・音素材の特徴及び音の重なり方や反復，変化，対照などの構成上の特徴に
　関心をもっている。
・楽しみながら主体的・協働的に創作の学習活動に取り組もうとしている。

3

1

2

3
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教科 学年

美術 2

学期 月 評価の観点 評価方法

思考・判断・表現

キャラクターデザイン「地域の魅
力を伝える」（６時間）
○地域の特色をあらわしたデザイ
ンに関心を持ち、多くの人に自分
が住む地域の魅力を伝えるため
に、その地域の特色などから主題
を生み出す。
○主題をもとに、形や材料、色な
どの構想を練る。
○完成作品を鑑賞し合い、意図
や工夫を感じ取り、話し合う。

5

主体的に学習に取り
組む態度

作品や授業での様子から、創造活動の喜びを味わい、心豊かな生活を創造していく態度を養い豊かな情操を培っているか評価する。

学習内容　単元内容 学習到達目標

知識・技能

教科目標

（１）対象や事象を捉える造形的な視点について理解するとともに、表現方法を創意工夫し、創造的にあらわすことができるようにする。
（２）造形的なよさや美しさ、表現の意図と工夫、美術の働きなどについて考え、主題を生み出し豊かに発想し構想を練ったり、
　　　美術や美術文化に対する見方や感じ方を深めたりすることができるようにする。
（３）美術の創造活動の喜びを味わい、美術を愛好する心情を育み、感性を豊かにし、心豊かな生活を創造していく態度を養い、豊かな情操を培う。

評価の観点 基本的な評価の方法

知識・技能 作品や授業での様子から、造形的な視点を理解しているか、また、表現方法を創意工夫し創造的に表しているか評価する。

思考・判断・表現 作品や授業での様子から、造形的なよさや表現の意図などについて考え、豊かに発想したり美術に対する考えを深めたりしているか評価する。

鑑賞「ゲルニカ、明日への願い」
「ジャポニズムと印象派の時代」
（７時間）
○日本や西洋の美術作品につい
て、それぞれのよさや美しさを感
じ取る。
○日本の美術が西洋の美術に与
えた影響について考え、美術文化
への見方や感じ方を深める。
○感じたことや考えたことを話し
合い、他者の考えに関心をもち、
作品の見方を深める。

7

2

８
・
９

レオナルドとその時代
「ルネサンス」（２時間）
（遠近法演習）（２時間）
○レオナルド・ダ・ヴィンチの「最
後の晩餐」を鑑賞し、作者の表現
の意図や工夫を感じ取る。
○レオナルド以外の作家が描い
た「最後の晩餐」を鑑賞し、またル
ネサンスについて理解を深め、美
術文化への見方や感じ方を深め
る。
○感じたことや考えたことを話し
合い、他者の考えに関心をもち作
品の見方を広げる。

１０
・

１１

季節間のある暮らしを楽しむ「和
菓子の制作」（７時間）
○季節間を取り入れてきた日本
の文化に関心をもち、構成や装飾
の目的や条件などをもとに、四季
折々の動植物や天候などから主
題を生み出す。
○主題をもとに、形や色、材料な
どの構想を練る。
○材料の特性を生かし、形や色
などを工夫して制作する。

令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

美術資料（秀学社）美術１（光村図書）

1

4

6

知識・技能

12

形と色の挑戦「モダンテクニック」
（５時間）
○抽象的な表現に関心をもち、自
分の感情や思いなどから主題を
生み出す。
○主題をもとに、形や色、材料な
どの構成を練る。
○主題をもとに、形や色の組み合
わせ方や構成などを工夫して制
作する。
○完成作品を鑑賞し合い、意図
や工夫を感じ取り、話し合う。

形や色、材料などが感情にもたらす効果や、造形的な特徴をもとに、地域の魅力を伝えるデザインを全体のイメージで捉
えることを理解している。（知）／意図に応じて材料や用具を選び、表現方法の創意工夫して制作の順序などを総合的に
考えながら、見通しをもって創造的にあらわしてる。（技）

授業での様子、作
品などの提出物、
テストなどから評
価

思考・判断・表現

多くの人に自分が住む地域の魅力を伝えるために、その地域の特色などから主題を生み出し、形や材料、伝達の効果と
美しさなどとの調和を総合的に考え、表現の構想を練っている。（発）／お土産のパッケージや地域のキャラクターなどの
調和のとれた洗練された美しさなどを感じ取り、デザインの意図や工夫などについて考えるなどして、美意識を高め、見
方や感じ方を深めている。（鑑）

美術の創造活動の喜びを味わい、主体的に自分が住む地域の魅力が多くの人に伝わるようなデザインを考え、工夫して
あらわす表現の学習活動に取り組もうとしている。（表）／美術の創造活動の喜びを味わい、主体的にお土産のパッケー
ジや地域のキャラクターなどから、デザインの意図や工夫を感じ取る鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。（鑑）

形や色、材料などが感情にもたらす効果や、作品の造形的な特徴をもとに、日本の美術が西洋の美術に与えた影響や、
日本や西洋の美術文化を全体のイメージで捉えることを理解している。／形や色、材料などが感情にもたらす効果や、作
品の造形的な特徴をもとに、ピカソがゲルニカに託した思いなどを全体のイメージや作風で捉えることを理解している。
（知）

日本や西洋の美出作品について、それぞれのよさや美しさを感じ取り、日本の美術が西洋の美術に与えた影響について
考えるなどして、美意識を高め、美術文化への見方や感じ方を深めている。／ゲルニカや、その他のピカソの作品の造
形的なよさや美しさを感じ取り、作品が作られた背景などをもとに、作者の表現の意図や工夫を考えるなどして、美意識
を高め、見方や感じ方を深めている。（鑑）

主体的に
学習に取り組む態度

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に
学習に取り組む態度

主体的に
学習に取り組む態度

主体的に
学習に取り組む態度

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に
学習に取り組む態度

知識・技能

思考・判断・表現

美術の創造活動の喜びを味わい、主体的に四季折々の動植物や天候などをもとに発想し、デザインする表現の学習活
動に取り組もうとしている。（表）／美術の創造活動の喜びを味わい、主体的に季節感が作品にどのように取り入れられ
ているか感じ取る鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。（鑑）

形や色などの組み合わせが感情にもたらす効果や，造形的な特徴をもとに，描かれた感情や思いを全体のイメージで捉
えることについて理解している。（知）／材料や用具の特性を生かし、意図に応じて自分の表現方法を追求して創造的に
あらわしている。（技）

美術の創造活動の喜びを味わい、主体的に日本の美術が西洋の美術に与えた影響について考え、日本や西洋の美術
作品について、よさや美しさを感じ取る鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。／美術の創造活動の喜びを味わい、主
体的に作品が作られた背景をもとに、作者の表現の意図や工夫を感じ取る鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。
（鑑）

形や色などが感情にもたらす効果や、遠近感や明暗、人物の描写などの造形的な特徴をもとに、レオナルドやルネサン
スの美術を全体のイメージや作風で捉えることを理解している。（知）／材料や用具の特徴を生かし、意図に応じて自分
の表現方法を的確に表している。（技）

授業での様子、作
品などの提出物、
テストなどから評
価

遠近法について十分に理解し、創造的な構成を工夫し、心豊かに表現する構想を練っている。（発）／レオナルドやルネ
サンスの美術の造形的な美しさを感じ取り、新たな創造を目指したさくしゃ　の表現の意図や工夫について考えるなどし
て、美意識を高め美術文化への見方や感じ方を深めている。（鑑）

美術の創造活動の喜びを味わい、主体的に遠近法を使用し、工夫して作品にあらわす表現の学習活動に取り組もうとし
ている。（表）／美術の創造活動の喜びを味わい、主体的に新たな創造を目指した作者の表現の意図や工夫を感じ取る
鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。（鑑）

形や色、材料などが感情にもたらす効果や、造形的な特徴をもとに、あらわされた季節感を全体のイメージで捉えること
を理解している。（知）／意図に応じて表現方法を創意工夫し、制作の順序などを総合的に考えながら、見通しをもって創
造的にあらわしてる。（技）

構成や装飾の条件などをもとに、四季折々の動植物や天候などから主題を生み出し、美的感覚を働かせて調和のとれた
洗練された美しさなどを総合的に考え、表現の構想を練っている。（発）／季節感をあらわした作品の調和のとれた洗練さ
れた美しさなどを感じ取り、季節感がどのように作品に取り入れられているかを考えるなどして、美意識を高め、見方や、
感じ方を深めている。（鑑）

自分の感情や思いなどから主題を生み出し、単純化や省略、強調、材料の組み合わせなどを考え、創造的な構成を工
夫し，心豊かに表現する構想を練っている。（発）／見えないものを形や色であらわした作品のよさや美しさを感じ取り，作
者の心情や表現の意図と創造的な工夫などについて考えるなどして、美意識を高め、見方や感じ方を深めている。（鑑）

美術の創造活動の喜びを味わい，主体的に自分の感情や思いから発想を広げ、作品にあらわす表現の学習活動に取り
組もうとしている。（表）／美術の創造活動の喜びを味わい，主体的に作者の表現の意図や工夫を感じ取る鑑賞の学習
活動に取り組もうとしている。（鑑）
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3

１
・
２
・
３

今の自分、これからの自分
「感情を捉える」（１０時間）
○自画像など自分をあらわした作
品に関心をもち，今の自分や将来
の自分を深く見つめ感じ取ったこ
とや考えたことをもとに主題を生
み出す。
○主題をもとに，形や色，構図な
どの構想を練る。
○形や色，構図などを工夫して制
作する。
○完成作品を鑑賞し合い，意図
や工夫を感じ取り，話し合う。

形や色，材料，光などが感情にもたらす効果や，造形的な特徴をもとに，自分らしさや描かれた自分に託した思いなどを
全体のイメージで捉えることを理解している。（知）／自分のあらわしたい表現に合った材料や用具を選択し，意図に応じ
て自分の表現方法を追求して創造的にあらわしている。（技）

授業での様子、作
品などの提出物、
テストなどから評
価

今の自分や将来の自分を深く見つめ感じ取ったことや考えたことをもとに主題を生み出し，単純化や省略，強調，材料の
組み合わせなどを考え，創造的な構成を工夫し，心豊かに表現する構想を練っている。（発）／自画像などの自分をあら
わした作品の造形的なよさや美しさを感じ取り，作者の思いや表現の工夫などについて考えるなどして，美意識を高め，
見方や感じ方を深めている。（鑑）

美術の創造活動の喜びを味わい，主体的に今の自分や将来の自分をテーマに自分自身を作品にあらわす表現の学習
活動に取り組もうとしている。（表）／美術の創造活動の喜びを味わい，主体的に自画像などの自分をあらわした作品か
ら，作者の思いや表現の工夫を感じ取る鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。（鑑）

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に
学習に取り組む態度
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教科 学年　

保健
体育

2

学期 月 評価の観点 評価方法

主体的に学習に取り
組む態度

観察

主体的に学習に取り
組む態度

観察・カード

知識・技能 単元テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・カード

主体的に学習に取り
組む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 実技テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 実技テスト

知識・技能 単元テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・カード

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 期末テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

思考・判断・表現 実技テスト

知識・技能 単元テスト

主体的に学習に取り
組む態度

期末テスト

知識・技能 期末テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

思考・判断・表現 実技テスト

知識・技能 単元テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 実技テスト

知識・技能 単元テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・カード

主体的に学習に取り
組む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 期末テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 実技テスト

知識・技能 単元テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 実技テスト

知識・技能 単元テスト

思考・判断・表現 期末テスト

知識・技能 期末テスト

12 知識・技能 期末テスト

保健「傷害の防止」

ソフトボール

11

陸上競技「長距離走」

定期テスト

2

5 剣道

8 器械運動「マット運動・跳び箱運動」

サッカー「安定したボール操作」

体育理論「運動やスポーツの多様
性」

体育理論

9

10

6 陸上競技「走り高跳び」

7

保健「健康と環境」

水泳「平泳ぎ」

定期テスト

1

4

集団行動「縦隊・横隊・列の増減」

新体力テスト

基本的な集団行動の動きについて理解する。

仲間と共に協力したり、記録を目指すために努力する。

健康・安全に注意して練習や攻防に積極的に取り組むことができる。

自分の攻防などの課題を見つけ、課題解決に向けて練習を行うことができる。

剣道の特性や成り立ち、伝統的な考え方、高まる体力、技の名称や行い方を理解することができる。

競技の特性を生かし、常に記録を狙おうとしている。健康・安全に留意している。

自己の課題を発見し、解決に向けて思考・判断したことを、他者に伝えている。

基本的な効率の良い跳び方を身につけながら目標記録に挑戦できる。

陸上競技の各種目で用いられる技術の名称や技術のポイントを理解している。

個人生活における健康・安全について理解する。

自他の課題を発見し、解決に向けて思考判断する。

個人生活における健康・安全について、課題の解決に役立つ基礎的な事項を理解する。

ルールやマナーを守ろうとすること。
事故防止に関する心得を遵守するなど健康・安全に気を配る。

泳法などの自己の課題を発見し、合理的に解決する。

平泳ぎでは、続けて長く泳ぐことや速く泳ぐことができる。

技術の名称や行い方、運動に関して高まる体力を理解する。

スポーツ時事に関する問題から現在のスポーツの幅広い関心を持つ。

体育分野では、基本用語やルールについて、また保健分野では学んだ知識についての理解をはかる。

学習に積極的に取り組み、良い演技を認めることができる安全に気をつけ、仲間と共に積極的に行動できる。

課題を見つけ、克服できるように行動できる。

マット運動では基本的な技を滑らかに行うことができる。跳び箱運動では基本的な技の一連の動きを滑らかにして跳び越
すことができる。

技の行い方は技の課題を解決するための合理的な動き方のポイントがあることを理解する。

自主的に取り組むとともに、フェアなプレイを大切にしようとする。
作戦などについての話し合いに貢献しようとし、互いに助け合おうとする。

攻防などの自己や仲間の課題を発見し、合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫することができる。

安定したボール操作と空間を作りだすなどの動きによってゴール前への侵入などから攻防をしている。

技術の名称や行い方、体力の高め方、運動観察の方法を理解する。

運動やスポーツが多様であることについての学習に積極的に取り組もうとしている。

自他の健康に関心をもち、健康の保持増進についての学習に積極的に取り組もうとしている。

心身の機能の発達と心の健康について課題を発見し、その解決に向けて思考・判断したことを他者に伝えている。

心身の機能の発達と心の健康について理解するとともに、ストレスへの対処ができる。

自主的に取り組むとともに、フェアなプレイを大切にしようとする。
作戦などについての話し合いに貢献しようとし、互いに助け合おうとする。

攻防などの自己や仲間の課題を発見し、合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫することができる。

基本的な打撃と走塁での攻撃と、定位置での守備で、攻防の展開ができる。

技術の名称や行い方、体力の高め方、運動観察の方法を理解する。

自主的に取り組むとともに、勝敗などを冷静に受け止め、ルールやマナーを大切にしようとする。

課題解決に向けて取り組み方を工夫するとともに、自己の考えたことを伝えることができる。

自己に適したペースを維持して、走ることができる。

技術の名称や行いかた、体力の高め方、運動観察の方法などを理解する。

課題克服のための適切な方法を選択することができる。

体育分野では、基本用語やルールについて、また保健分野では学んだ知識についての理解をはかる。

運動やスポーツの意義や効果と学び方や安全な行い方について理解する。

令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

新しい保健体育「東京書籍」
中学体育実技「学研」

新しい保健体育　学習ノート２「東京書籍」

教科目標

体育や保健の見方・考え方を働かせ、課題を発見し、合理的な解決に向けた学習過程を通して、心と体を一体として捉え、
生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成することを目指す。

基本的な評価の方法評価の観点

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り
組む態度

運動の特性に応じた基本的な技能を身につける

生涯にわたって運動に親しむため、課題に応じた取り組みや試行錯誤しながら工夫をして、解決を目指す
「保健」自他の課題を発見し、解決に向けて思考判断する

運動の楽しさや喜びを味わいながら積極的に取り組む姿勢、安全に関心を持つ、意欲的に学習する
「保健」個人生活における健康・安全について理解する

学習内容　単元内容 学習到達目標　

安全に気をつけ、意欲的に学習できる。
チームでの運営を意識して行動できる。

方向転換や声の出し方など、チームがまとまるように課題を克服している。
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主体的に学習に取り
組む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 実技テスト

知識・技能 単元テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 実技テスト

知識・技能 単元テスト

主体的に学習に取り
組む態度

期末テスト

知識・技能 期末テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 実技テスト

知識・技能 単元テスト

3

1
テニス
「フォア・バックハンドによる攻防」

2

サッカー「安定したボール操作」

定期テスト

3
バドミントン「空いた場所をめぐる攻
防」

自主的に取り組むとともに、フェアなプレイを大切にしようとする作戦などについての話し合いに貢献しようとし、互いに助
け合おうとする。

攻防などの自己やチームの課題を発見し、合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫することができる。

役割に応じたボール操作や安定した用具の操作と連携した動きによって空いた場所をめぐる攻防をする。

技術の名称や行い方、体力の高め方、運動の観察方法を理解する。

自主的に取り組むとともに、フェアなプレイを大切にしようとする。
作戦などについての話し合いに貢献しようとし、互いに助け合おうとする。

攻防などの自己や仲間の課題を発見し、合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫することができる。

安定したボール操作と空間を作りだすなどの動きによってゴール前への侵入などから攻防をしている。

技術の名称や行い方、体力の高め方、運動観察の方法を理解する。

スポーツ時事に関する問題から現在のスポーツの幅広い関心を持つ。

体育分野では、基本用語やルールについて、また保健分野では学んだ知識についての理解をはかる。

自主的に取り組むとともに、フェアなプレイを大切にしようとする作戦などについての話し合いに貢献しようとし、互いに助
け合おうとする。

攻防などの自己やチームの課題を発見し、合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫することができる。

役割りに応じたボール操作や安定した用具の操作と連携した動きによって空いた場所をめぐる攻防をする。

技術の名称や行い方、体力の高め方、運動の観察方法を理解する。
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教科 学年　

技術 2

学期 月 評価の観点 評価方法

4 思考・判断・表現 提出物

知識・技能 定期テスト

思考・判断・表現 提出物

主体的に学習に取り
組む態度

観察・カード

主体的に学習に取り
組む態度

振り返りシート

6 知識・技能 定期テスト

思考・判断・表現 提出物

主体的に学習に取り
組む態度

振り返りシート

8 知識・技能 観察・実技テスト

9 思考・判断・表現 提出物

主体的に学習に取り
組む態度

定期テスト

主体的に学習に取り
組む態度

提出物

知識・技能 定期テスト

知識・技能 定期テスト

思考・判断・表現 定期テスト

思考・判断・表現 定期テスト

提出物

定期テスト

12 提出物

1
主体的に学習に取り
組む態度

提出物

2 知識・技能 定期テスト

思考・判断・表現 提出物

提出物

振り返りシート

知識・技能 定期テスト

思考・判断・表現 定期テスト

｢技術・家庭｣　技術分野（東京書籍）
・新しい技術・家庭技術分野　学習ノート（神奈川県教科書販売）
・オーロラクロックN2（相場教材）
・リトルガーデンVer.2ヒマワリチャン（相場教材）

教科目標

　実践的・体験的な学習活動を通して，ものづくりや生物育成及びコンピュータ活用等に関する基礎的な知識と技術を習得するとともに、ネットモラルについての意識を高める。また技術が果たす役割について理
解を深め、それらを適切に活用する能力と態度を育てる。

思考・判断・表現

主体的に学習に取り
組む態度

評価の観点

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

学習内容　単元内容

1

オーロラクロックの製作②本体

基本的な評価の方法

5 生物育成

生活や社会で利用されている技術について理解しているとともに、それらに係わる技術を身につけ、技術と生活や社会、環境との関わりについて理解している。

生活や社会の中から技術に関わる問題を設定し、解決策を構想し、実践を評価・改善し、表現するなどして課題を解決する力を身につけている。

よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて、課題解決に主体的に取り組んだり、振り返って改善したりして、技術を工夫し創造しようとしている。

学習到達目標　

１年生との学習の関連と２年生への発展的学習内容について理解する。ものづくりでの目的とする製作品を設計すること
ができる。

生物育成に関する技術を身につけ適切に評価し、活用する能力と態度を身につける。

栽培に関心をもち，意欲的に作業を進めることができ、栽培の基礎を身につける。

ミニヒマワリの栽培
7

オーロラクロックの製作①基盤

12

ガイダンス

エネルギー変換と技術

ハンダ付け

10

11

製作に使用する機器の仕組みに関心をもち、保守と事故防止に努めようとしている。

加工技術に関する知識を身に付け、工具の仕組みについて理解している。

製作の目的と製作品に用いる材料に適した加工を行うことができる。また機器の保守と事故防止ができる。

製品の特徴と加工の目的に応じて、工具の仕組みを生かした使い方を工夫している。

観察

３

オーロラクロックの計測制御
3

11

2

製品の特徴と加工の目的に応じて、ハンダごての仕組みを生かした使い方をしている。

製作に使用する機器の仕組みに関心をもち、保守と事故防止に努めに作ろうという関心を持とうとしている。

環境問題を含め、これからの技術のあり方について工夫している。

計測制御に関する基礎的な知識や考え方を身に付ける。

現実で自動化できそうな事象を観察・想像し、その事象を実現するために工夫している。

主体的に学習に取り
組む態度

社会で自動化されている製品に関心をもち、自動化による作業効率化を図ろうとしている。

自分が作成したプログラムを振り返り、より良いプログラムとなるように改善しようとしている。

プログラミング的思考を身に付け、目的の事象を達成するための動作を計測制御を端的に表すことができる。

目標達成に向けて課題を見つけ、解決するためにプログラムを工夫している。

機器の保守点検を行うことができる。
機器を使用する際の事故防止ができる。

加工の目的や条件に応じて，より適切な工具を選択し，その使い方を自分なりに工夫している。

栽培の目的や環境条件に適した草花や野菜等が選択できる。

栽培に関心をもち，意欲的に作業を進めることができ、栽培の基礎を身につける。

作物の栽培に必要な作業や管理の仕方に関する知識を身に付けている。

自分の栽培の目的を決め，生育過程と環境条件に適した草花や野菜の選択ができる。

自分の栽培状況を確認し､より良く生育できるように栽培計画を考えることができる。

基本的な機器の構造と各部の動きに関する知識を身に付ける。

機器の仕組みに関心をもち、保守と事故防止に努めようとする。

令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）
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教科 学年　

家庭
科

2

学期 月 評価の観点 評価方法

4 思考・判断・表現 観察

主体的に学習に取り
組む態度

観察

知識・技能 期末テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察

知識・技能 実技テスト

7 思考・判断・表現 提出物

思考・判断・表現 提出物

知識・技能 期末テスト

思考・判断・表現 提出物

主体的に学習に取り
組む態度

観察

11 知識・技能 提出物

12

1

2
主体的に学習に取り
組む態度

観察

3 思考・判断・表現 提出物

学習到達目標　

地域の食文化について理解し、地域の食材を用いた調理が適切にできる。

思考・判断・表現 家族・家庭や地域における生活の中から課題を見つけ、考察したことを論理的に表現するなど、これからの生活を展望して課題を解決する。

主体的に学習に取り
組む態度

家庭生活と地域との関わりを考え、家族や地域の人々と協働し、よりよい生活の実現に向けて、生活を工夫し創造しようとする実践的な態度を養う。

学習内容　単元内容

教科目標

実践的・体験的な学習を通して、生活の自立に必要な衣食住に関する基礎的な知識と技術を習得すると共に、家庭の機能について理解を深め、課題を持って生活をより良くしようとする能力と態度を身に付ける

評価の観点 基本的な評価の方法

知識・技能
家族・家庭の機能について理解を深め、家族・家庭、衣食住、消費や環境などについて、生活の自立に必要な基礎を理解する。それらに係わる技能を調理、製作等の実習や観察、調査、
実験などの実践的・体験的な活動を評価する。

1

材料に適した加熱調理の仕方について理解し、基礎的な日常食の調理が適切にできるようにする。

蒸し料理にチャレンジ。食中毒。肉の調理、たまねぎのみじん切りを工程にいれ調理する。

調理と食文化

日常食の調理（肉）
調理実習の心得

5 蒸し料理（焼売）（かき玉汁）
たまねぎのみじん切りにチャレン
ジ

日常食の調理（肉･魚･野菜）
調理実習の心得

たまねぎのみじん切りと献立（コン
ソメスープ）（ハンバーグ）

生鮮食品と加工食品

6

3

製作するものに適した材料や縫い方、用具の安全な取り扱い。
基礎縫いコンパクトバッグを作ることができる。主体的に学習に取り

組む態度
観察・カード

契約、消費者の権利、販売方法、サービスに関心を持ち学習する。

契約、消費者の権利、販売方法、サービスについて学び、具体的な例を確認し、実生活に応用する。

材料に適した加熱調理の仕方について理解し、基礎的な日常食の調理が適切にできるようにする。

たまねぎのみじん切り実技試験

生鮮食品と加工食品について理解し、生活の課題を見つけ解決しようと考えている。

衣服と社会生活との関わり、目的に応じた着用や個性を生かす着用。（TPO）

衣服の計画的な活用の必要性、日常着の手入れ（表示）を考え、衣服の選択を工夫することができる。

衣服と社会生活との関わり、目的に応じた着用や個性を生かす着用、衣服の洗濯。

実験を通して洗剤の特性を知り、材料や汚れ方に応じた洗濯の仕方について考えることができる。

生活を豊かにするための布を用
いた製作
基礎縫いコンパクトバッグ

消費生活
消費者の権利と責任

「衣生活」衣服と社会生活との関
わり
目的に応じた着用
衣服の計画的な活用
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令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

家庭科ワークノート　B食生活と自立、C衣生活・住生活と自立、D身近な消費生活と環境（地域教材社）
基礎縫いコンパクトバッグ

家庭分野　くらしを創造する
（教育図書）
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教科 学年

英語 2

学期 月 評価の観点 評価方法

知識・技能 期末テスト

思考・判断・表現 期末テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・カード

知識・技能 期末テスト

思考・判断・表現 期末テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・カード

5 知識・技能 期末テスト

思考・判断・表現 期末テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・カード

知識・技能 実技テスト

思考・判断・表現 実技テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・カード

知識・技能 期末テスト

思考・判断・表現 期末テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・カード

知識・技能 期末テスト

思考・判断・表現 期末テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・カード

知識・技能 期末テスト

思考・判断・表現 期末テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・カード

知識・技能 実技テスト

思考・判断・表現 実技テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・カード

知識・技能 期末テスト

思考・判断・表現 期末テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・カード

知識・技能 期末テスト

思考・判断・表現 期末テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察・カード

知識・技能 実技テスト

思考・判断・表現 実技テスト

主体的に学習に取り
組む態度

観察

調査や発表の効果的なやり方について考えるために，複数のものを比べた文章の概要を捉えたり，特徴を比較しながら調査の結果
や意見を伝え合ったりしている。

調査や発表の効果的なやり方について考えるために，複数のものを比べた文章の概要を捉えたり，特徴を比較しながら調査の結果
や意見を伝え合ったりしようとしている。

2 Unit 7 World Heritage Sites

[知識]受け身の文の形・意味・用法を理解している。
[技能]受け身の文の理解をもとに、世界遺産などについて事実などを整理し，理解したり伝え合ったりする技能を身につけている。

世界遺産の特徴を知り、その価値について考えるために、事実などを整理し、紹介された文章の概要を捉えたり、調べたことを紹介
したりしている。

世界遺産の特徴を知り、その価値について考えるために、事実などを整理し、紹介された文章の概要を捉えたり、調べたことを紹介
したりしようとしている。

3

Stage Activity3 "My Favorite
Place"
お気に入りの場所について語ろう！
ALTの先生と会話しよう③

実際のコミュニケーションにおいて、日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを、簡単な語句や文を用いて話したり
書いたりして表現したり、伝え合ったりする技能を身に付けている。

コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを、簡単な語句や
文を用いて、話したり書いたりして表現したり伝え合ったりしている。

聞き手に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとしている。

7
Stage Activity1 "My Story"
自分史を語ろう！
ALTの先生と会話しよう①

実際のコミュニケーションにおいて、日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを、簡単な語句や文を用いて話したり
書いたりして表現したり、伝え合ったりする技能を身に付けている。

コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを、簡単な語句や
文を用いて、話したり書いたりして表現したり伝え合ったりしている。

聞き手に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとしている。

2

9 Unit 3 My Future Job

[知識不定詞を用いた文の形・意味・用法を理解している。
[技能]不定詞を用いた文の理解をもとに，何かをする目的や感情の原因，大切だと思うことを伝えたり，言葉に情報を加えて説明し
たりする技能を身につけている。

自分の将来像や夢を考えて伝え合うために，職業について書かれた文章の概要を捉えたり，自分の夢や夢実現のためにしているこ
となどについて説明したりしている。

自分の将来像や夢を考えて伝え合うために，職業について書かれた文章の概要を捉えたり，自分の夢や夢実現のためにしているこ
となどについて説明したりしようとしている。

10
Unit 4
Homestay in the United States

[知識]have to，助動詞must，動名詞を用いた文の形・意味・用法を理解している。
[技能]have to，助動詞must，動名詞を用いた文の理解をもとに，する必要があることやしなければならないこと，事実や気持ちを伝
え合う技能を身につけている。

日米の生活習慣や文化のちがいを知り，ともに暮らすヒントを考えるために，習慣やマナーについて書かれた文章の概要を捉えた
り，アドバイスを伝えたりしている。

日米の生活習慣や文化のちがいを知り，ともに暮らすヒントを考えるために，習慣やマナーについて書かれた文章の概要を捉えた
り，アドバイスを伝えたりしようとしている。

11 Unit 5 Universal Design

[知識］]疑問詞＋to〉を用いた文や〈主語＋be動詞＋形容詞＋that〉の文の形・意味・用法を理解している。
[技能]〈疑問詞＋to〉を用いた文や〈主語＋be動詞＋形容詞＋that〉の文の理解をもとに，使い方ややり方，確信や喜びの気持ちな
どを伝え合う技能を身につけている。

だれもが暮らしやすい社会について考えるために，身近なものやことの使い方ややり方を説明したり，相手の考えや気持ち，ある人
物の功績について書かれた文章の概要を捉えたり，してみたいことを伝え合ったりしている。

だれもが暮らしやすい社会について考えるために，身近なものの使い方ややり方を説明したり，相手の考えや気持ち，ある人物の功
績について書かれた文章の概要を捉えたり，してみたいことを伝え合ったりしようとしている。

12
Stage Activity2 "My Dream"
将来の夢や目標について語ろう！
ALTの先生と会話しよう②

実際のコミュニケーションにおいて、日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを、簡単な語句や文を用いて話したり
書いたりして表現したり、伝え合ったりする技能を身に付けている。

知識・技能

・英語の特徴やきまりに関する事項を理解している状況を評価する。
・「話すこと（やり取り）」「話すこと（発表）」「書くこと」は、実際のコミュニケーションにおいて、日常的な話題や社会的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを、簡単な語句や文を用いて話したり書
いたりして表現したり、伝え合ったりする技能を身に付けている状況を評価する。
・「聞くこと」「読むこと」は、実際のコミュニケーションにおいて、日常的な話題や社会的な話題について、話されたり書かれたりする文章等を聞いたり読んだりして、その内容を捉える技能を身に付けている
状況を評価する。

思考・判断・表現

・「話すこと（やり取り）」「話すこと（発表）」「書くこと」は、コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、日常的な話題や社会的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを、簡単な語句や
文を用いて、話したり書いたりして表現したり伝え合ったりしている状況を評価する。
・「聞くこと」「読むこと」は、日常的な話題や社会的な話題について、話されたり書かれたりする文章等を聞いたり読んだりして、コミュニケションを行う目的・場面・状況などに応じて、必要な情報や概要、要点
などを捉えている状況を評価する。

主体的に学習に取り
組む態度

・外国語の背景にある文化に対する理解を深め、聞き手、読み手、話し手、書き手に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとしている状況を評価する。
・言語活動への取組に関して見通しを立てたり振り返ったりして自らの学習を自覚的に捉えている様子について年間を通じて評価する。

学習内容　単元内容 学習到達目標

1

4 Unit 0 My Spring Vacation

[知識]過去形や過去進行形を用いた文，There is [are] …. の文の形・意味・用法を理解している。
[技能]思い出について，過去形や過去進行形，There is [are] …. の文を使い分けて，自分が経験したことを伝える技能を身につけ
ている。

思い出を伝えるために，自分の経験について，簡単な語句や文を用いて書いたり話したりしている。

思い出を伝えるために，自分の経験について，簡単な語句や文を用いて書いたり話したりしようとしている。

4 Unit 1 A Trip to Singapore

[知識]be going toや助動詞willを用いた文，SVOO，SVOCの文の形・意味・用法を理解している。
[技能]be going toや助動詞will，SVOOやSVOCの文の理解をもとに，予定や意思，予測などを伝え合ったり，名所の紹介や旅行の報
告についての英文の内容を読み取ったりする技能を身につけている。

おたがいの予定や観光名所の特徴，旅行の楽しさなどを知るために，予定について伝え合ったり，名所の紹介文や旅行の報告につ
いての文章の概要を捉えたりしている。

おたがいの予定や観光名所の特徴，旅行の楽しさなどを知るために，予定について伝え合ったり，名所の紹介文や旅行の報告につ
いての文章の概要を捉えたりしようとしている。

Unit 2
Food Travels around the World

[知識]接続詞when，if，that，because
を用いた文の形・意味・用法を理解している。
[技能]接続詞when，if，that，becauseを用いた文の理解をもとに，時や条件，考えや理由など理解したり伝えたりする技能を身につ
けている。

6

料理や食文化について伝え合うために，好きな食べ物やレストランとおすすめの理由などについて書かれた文章の概要を捉えたり，
自分の考えを表現したりしている。

料理や食文化について伝え合うために，好きな食べ物やレストランとおすすめの理由などについて書かれた文章の概要を捉えたり，
自分の考えを表現したりしようとしている。

コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを、簡単な語句や
文を用いて、話したり書いたりして表現したり伝え合ったりしている。

聞き手に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとしている。

3

1 Unit 6 Research Your Topic

[知識]比較表現を用いた文の形・意味・用法を理解している。
[技能]比較表現を用いた文の理解をもとに，複数のものを比べて説明する伝え合う能を身につけている。

令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

NEW HORIZON English Course 2（東京書籍）
New Enjoy English Workbook 2（教育同人社）
JOYFUL LISTENING 2（新学社）

教科目標
外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと・読むこと・話すこと・書くことの言語活動を通して、簡単な情報や考えなどを理解したり、表現したり、伝え合ったりするコミュニ
ケーションを図る資質・能力を育成することを目指す。

評価の観点 基本的な評価の方法
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