
平成３１年度シラバス (国語科)
学番６１ 新潟県立柏崎高等学校

国語(国語表現) 単位数 ２ 単位 学年(コース) ３学年(文系選択)普通課教科(科目)

国語表現(大修館書店)使用教科書

知識問題完全攻略 改訂版(桐原書店) 他副教材等

１ 学習目標

国語で適切かつ効果的に表現する能力を育成し、伝え合う力を高めるとともに、思考力や

想像力を伸ばし、言語感覚を磨き、進んで表現することによって国語の向上や社会生活の充

実を図る態度を育てる。

２ 指導の重点

次の項目を指導の重点とする

， 。・自分の考えをもち論理的に意見を述べたり 相手の考えを尊重して話し合ったりすること

・情報を収集，整理し，正確かつ簡潔に伝える文章にまとめること。

・目的や場に応じて，言葉遣いや文体など表現を工夫して話したり書いたりすること。

・様々な表現についてその効果を吟味し，自分の表現や推敲に役立てること。

・国語の表現の特色，語句や語彙の成り立ち及び言語の役割について理解を深めること。

・論理的思考をもとに、論説的文章を深く読解すること。

３ 指導計画( 単位時間 分)1 55

１ 書いて伝える

期末考査 ・図や写真を見て文章を書き、相手に伝わることを意識してわかりやすい文

１ 章を書く。27h
・意見を筋道を立てて小論文の基本的な書き方を理解する。

・原稿用紙の使い方や推敲の観点を理解する。

・問題演習

２ 声でのコミュニケーション

・ことばと人間（ことばの性質を知る・単語の由来を探る）

２ 期末考査 ・現代社会に関する文章や資料を読み取り、自分の意見をまとめる。

・話すことの順序を考えて、わかりやすいショートスピーチをする。36h
・話し手が話しやすい聞き方をする。

・問題演習

学年末 １ 総合演習

３ ・発表（会話の目的と機能・意思決定、合意形成のための会議、グループプ7h
レゼンテーションを体験する）

・問題演習

2 70h単位



４ 課題・提出物など

・定期考査のほか、授業における作業課題を評価の対象とします。

・定期的に、問題集の提出日を設定し、点検します。

・長期休業中の課題は授業進度によって変更もあるため、別途指示します。

５ 評価規準と評価方法

評価の観点は次のとおりです

進んで自分の意見や考えが表現でき、自分から学習しようとしているか。関心・意欲・態度

論理的に考え、表現しようとしているか。

自分の意見を相手にわかりやすいように組み立てたり、相手の話を的確に聞き取っているか。話す・聞く能力

自分の考え適切に文章として表現できるか。書く能力

積極的に読書に親しみ、様々な文章を読んでいるか。読む能力

文章の構成や表現方法などを理解し身につけているか。知識・理解

以上の観点を踏まえ、次のものによって総合的に評価します

・授業の取り組み(授業態度、学習活動への参加状況) ・課題提出の内容

・定期考査



平成３１年度 シラバス(国語) 学番６１ 新潟県立柏崎高等学校

教科(科目) 国語(現代文Ｂ) 単位数 ４ 学年(コース) ３学年 普通科（文系）

使用教科書 新 探求現代文Ｂ(桐原書店)

副教材等 『頻出漢字マスター （尚文出版） 『改訂増補最新国語便覧 （浜島書店）3000』 』

１．学習目標

現代文を適切に表現し的確に理解する能力を育成し，伝え合う力を高めるとともに，思考力や想像力を伸
ばし，心情を豊かにし，言語感覚を磨き，言語文化に対する関心を深め，国語を尊重してその向上を図る
態度を育てる。

２．指導の重点

次の項目を指導の重点とする。
・論理的な文章について，論理の展開や要旨を的確にとらえること。
・文学的な文章について，人物，情景，心情などを的確にとらえ，表現を味わうこと。
・様々な文章を読むことを通して，人間，社会，自然などについて自分の考えを深めたり発展させたりする
こと。

・語句の意味，用法を的確に理解し，語彙を豊かにするとともに，文体や修辞などの表現上の特色をとらえ
ること。

・目的や課題に応じて様々な情報を収集し活用して，進んで表現すること。

３．評価の観点，及び内容，方法

Ａ関心・意欲・態 Ｂ話す・聞く能力 Ｃ書く能力 Ｄ読む能力 Ｅ知識・理解
評価の

度
観点

国語で伝え合う力 目的や場に応じて 相手や目的，意図 文章を的確に読み 伝統的な言語文化
を進んで高めると 効果的に話し的確 に応じた適切な表 取ったり，目的に 及び言葉の特徴や評価の
ともに，言語文化 に聞き取ったり， 現による文章を書 応じて幅広く読ん きまり，漢字など内容
に対する関心を深 話し合ったりして き，自分の考えを だりして，自分の について理解し，，
め，国語を尊重し 自分の考えをまと まとめ，深めてい 考えを深め，発展 知識を身に付けて
てその向上を図ろ め，深めている。 る。 させている。 いる。
うとする。
・学習活動への参 ・学習活動におけ ・レポート・感想 ・学習活動におけ ・学習活動におけ
加姿勢や態度 る発言内容や態 文などの作成し る発言内容や態 る発言内容

評価の ・ノート，プリン 度 た文章 度 ・ノート，プリン
方法 ト，ワークシー ・ノート，プリン ・ノート，プリン ・ノート，プリン ト，ワークシー

ト ト，ワークシー ト，ワークシー ト，ワークシー ト
ト ト ト ・定期考査

・定期考査 ・定期考査

４．指導計画( 分授業)55
実施時 配 当 時 教 材 評価の観点
期 間 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
中 間 時間 評論 ｢オブジェとイマージュ」 ○ ○ ○ ○ ○1 14
考 査 評論「 資本』の出現」 ○ ○ ○『
期 末 時間 随想 ｢沙魚｣ ○ ○ ○18
考 査 評論「市民社会化する家族」 ○ ○ ○ ○ ○
中 間 時間 小説「舞姫」 ○ ○ ○ ○ ○2 28
考 査 評論「 普遍性 」 ○ ○ ○ ○『 』
期 末 時間 評論「ポストモダンと排除社会」 ○ ○ ○26
考 査 評論「地図の想像図―ボードリヤールの寓話―」 ○ ○ ○ ○ ○
学年末 時間 評論・センター演習 ○ ○ ○3 14

小説・センター演習 ○ ○ ○
合 計 時1 0 0

間

５ 課題・提出物など

・朝学習(社説を読む)を毎週実施する。
・週末課題を実施し、その内容は各定期考査の範囲に含める。
・長期休業中の課題等は別途指示する。



平成３１年度 シラバス(国語) 学番６１ 新潟県立柏崎高等学校

教科(科目) 国語(現代文Ｂ) 単位数 ２ 学年(コース) ３学年 普通科（理系）
普通科理数コース

使用教科書 新 探求現代文Ｂ(桐原書店)

副教材等 『頻出漢字マスター （尚文出版） 『改訂増補最新国語便覧 （浜島書店）3000』 』

１．学習目標

現代文を適切に表現し的確に理解する能力を育成し，伝え合う力を高めるとともに，思考力や想像力を伸
ばし，心情を豊かにし，言語感覚を磨き，言語文化に対する関心を深め，国語を尊重してその向上を図る
態度を育てる。

２．指導の重点

次の項目を指導の重点とする。
・論理的な文章について，論理の展開や要旨を的確にとらえること。
・文学的な文章について，人物，情景，心情などを的確にとらえ，表現を味わうこと。
・様々な文章を読むことを通して，人間，社会，自然などについて自分の考えを深めたり発展させたりする
こと。

・語句の意味，用法を的確に理解し，語彙を豊かにするとともに，文体や修辞などの表現上の特色をとらえ
ること。

・目的や課題に応じて様々な情報を収集し活用して，進んで表現すること。

３．評価の観点，及び内容，方法

Ａ関心・意欲・態 Ｂ話す・聞く能力 Ｃ書く能力 Ｄ読む能力 Ｅ知識・理解
評価の

度
観点

国語で伝え合う力 目的や場に応じて 相手や目的，意図 文章を的確に読み 伝統的な言語文化
を進んで高めると 効果的に話し的確 に応じた適切な表 取ったり，目的に 及び言葉の特徴や評価の
ともに，言語文化 に聞き取ったり， 現による文章を書 応じて幅広く読ん きまり，漢字など内容
に対する関心を深 話し合ったりして き，自分の考えを だりして，自分の について理解し，，
め，国語を尊重し 自分の考えをまと まとめ，深めてい 考えを深め，発展 知識を身に付けて
てその向上を図ろ め，深めている。 る。 させている。 いる。
うとする。
・学習活動への参 ・学習活動におけ ・レポート・感想 ・学習活動におけ ・学習活動におけ
加姿勢や態度 る発言内容や態 文などの作成し る発言内容や態 る発言内容

評価の ・ノート，プリン 度 た文章 度 ・ノート，プリン
方法 ト，ワークシー ・ノート，プリン ・ノート，プリン ・ノート，プリン ト，ワークシー

ト ト，ワークシー ト，ワークシー ト，ワークシー ト
ト ト ト ・定期考査

・定期考査 ・定期考査

４．指導計画( 分授業)55
実施時 配 当 時 教 材 評価の観点
期 間 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
中 間 時間 評論 ｢オブジェとイマージュ」 ○ ○ ○ ○ ○1 8
考 査 評論「 資本』の出現」 ○ ○ ○『
期 末 時間 随想 ｢沙魚｣ ○ ○ ○9
考 査 評論「市民社会化する家族」 ○ ○ ○ ○ ○
中 間 時間 小説「舞姫」 ○ ○ ○ ○ ○2 16
考 査 評論「 普遍性 」 ○ ○ ○ ○『 』
期 末 時間 評論「ポストモダンと排除社会」 ○ ○ ○12
考 査 評論「地図の想像図―ボードリヤールの寓話―」 ○ ○ ○ ○ ○
学年末 時間 評論・センター演習 ○ ○ ○3 7

小説・センター演習 ○ ○ ○
合 計 時間52

５ 課題・提出物など

・朝学習(社説を読む)を毎週実施する。
・週末課題を実施し、その内容は各定期考査の範囲に含める。
・長期休業中の課題等は別途指示する。



平成３１年度 シラバス(国語) 学番６１ 新潟県立柏崎高等学校

教科(科目) 国語（古典Ｂ） 単位数 ３ 学年(コース) ２学年 普通科 普通科理数コース

使用教科書 高等学校古典Ｂ古文編・漢文編〔改訂版〕(三省堂)

副教材等 要点プラス体系古典文法(数研出版) 、新明説漢文(尚文出版) 、速読古文常識（Ｚ会 、）
覚え方別攻略古文単語３６０（Ｚ会 、改訂増補最新国語便覧（浜島書店））

１．学習目標

国語を適切に表現し的確に理解する能力を育成し、伝え合う力を高めるとともに、思考力を伸ばし心情を豊かに
し、言語感覚を磨き、言語文化に対する関心を深め、国語を尊重してその向上を図る態度を育てる。
特に次のことを重点目標とする。
古典としての古文と漢文を読む能力を養うとともに、ものの見方、感じ方、考え方を広くし、古典に親しむこと

によって人生を豊かにする態度を育てる。

２．指導の重点

次の項目を指導の重点とする
・古文や漢文に用いられている語句の意味、用法及び文の構造を理解すること。
・文章や作品の内容を構成や展開に即して的確にとらえること。
・文章や作品に表れた思想や感情を読み取り、ものの見方、感じ方、考え方を豊かにすること。
・文章や作品の表現上の特色を理解し、優れた表現に親しむこと。
・古典を読んで、日本文化の特質や日本文化と中国文化の関係について考えること。

３．評価の観点、及び内容、方法

Ｂ話す・聞く能力 Ｃ書く能力 Ｄ読む能力 Ｅ知識・理解
評価の

Ａ関心・意欲・態度観点
国語で伝え合う力 目的や場に応じて 相手や目的，意図 文章を的確に読み 伝統的な言語文化及び言
を進んで高めると 効果的に話し的確 に応じた適切な表 取ったり，目的に 葉の特徴やきまり，漢字評価の
ともに，言語文化 に聞き取ったり， 現による文章を書 応じて幅広く読ん などについて理解し，知内容
に対する関心を深 話し合ったりして き，自分の考えを だりして，自分の 識を身に付けている。，
め，国語を尊重し 自分の考えをまと まとめ，深めてい 考えを深め，発展
てその向上を図ろ め，深めている。 る。 させている。
うとする。
・学習活動への参 ・学習活動におけ ・レポート・感想 ・学習活動におけ ・学習活動における発言
加姿勢や態度 る発言内容や態 文などの作成し る発言内容や態 内容

評価の ・ノート，プリン 度 た文章 度 ・ノート，プリント，ワ
方法 ト，ワークシー ・ノート，プリン ・ノート，プリン ・ノート，プリン ークシート

ト ト，ワークシー ト，ワークシー ト，ワークシー ・定期考査
ト ト ト

・定期考査 ・定期考査

４．指導計画( 分授業)55
実 施 時間 教 材 評価の観点
時 期 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
中 間 時間 古文 物語 大鏡「弓争ひ」 ○ ○ ○ ○1 12
考 査 漢文 小話 韓非子「不死之薬」 ○ ○

漢文 小話 説苑「江南橘為江北枳」 ○ ○ ○ ○
期 末 時間 古文 日記 建礼門院右京大夫集 なべて世のはかなきことを ○ ○ ○ ○18 「 」
考 査 漢文 思想 孟子「何必日利」荘子「夢為胡蝶」 ○ ○

古文 日記 蜻蛉日記「うつろひたる菊」 ○ ○ ○ ○
中 間 時間 古文 物語 源氏物語「廃院の怪」 ○ ○ ○ ○ ○2 20
考 査 漢文 史伝 史記「廉頗と藺相如」 ○ ○ ○

古文 物語 源氏物語｢車争ひ｣ ○ ○ ○ ○ ○
期 末 時間 古文 評論 俊頼髄脳「鷹狩りの歌」 ○ ○ ○ ○ ○20
考 査 漢文 思想 韓非子「聖人不期修古」欧陽脩「売油翁」 ○ ○ ○ ○
学年末 時間 古文 評論 玉勝間「師の説と違へること多く」 ○ ○ ○ ○3 35
考 査 漢文 文章 韓愈「師説」 ○ ○ ○

古文 物語 住吉物語「初瀬の霊夢」 ○ ○ ○ ○
合 計 時間105

５．課題・提出物など

・週末課題として、問題集の提出を課す。
・長期休業中の課題は別途指示する。



平成３１年度 シラバス（地理歴史）

学番６１ 新潟県立柏崎高等学校

教科(科目) 地理歴史 世界史探究Ⅱ 単位数 ３単位 学年・コース ３学年普通科（文系）（ ）

使用教科書 山川出版社『詳説世界史Ｂ ・実教出版『高校現代社会』』

副教材等 第一学習社『グローバルワイド世界史図表 、東京法令出版『ウィニングコンパス』』

東京法令出版『フォーラム現代社会』

１ 学習目標

世界の歴史を諸資料に基づき地理的条件や日本の歴史と関連付けながら理解させ、現代の諸課題

を歴史的観点から考察させることによって、歴史的思考力を培い、国際社会に主体的に生きる日本

国民としての自覚と資質を養う。

２ 指導の重点

①世界史や現代社会の基礎的な知識・理解を基盤として、世界の今日的諸課題について主体的・多

角的に思索できる能力の習得を目指す。

②グローバル化が進展する現代社会において、日本が国際社会の中でどのような責任を果たていく

べきかという点についても考察する。

３ 学習計画（1単位時間55分）

月 単元名 指導項目(主なテーマ)

４ 風土、民族、宗教な ①１、２年次で学習した「大航海時代」～「近現代」をふまえ、

どユーラシアを中心に 現代の世界を形成した古代を取り上げる。

５ 形成された諸地域世界 ②歴史の舞台としての自然環境について各地域の自然環境を概観

の特質と諸地域相互の するとともに、古代文明の後世への影響について理解させるこ

交流、世界の一体化に とに留意する。

つながる交流圏の成立 ③古代の西アジア世界では多種多様な民族によって歴史が展開さ

。 。れたこと 地中海世界の歴史とその後世への影響を把握させる

④探求活動

各地域の諸事情を考察し、考察結果をグループごとに発表し意

見交換を行う。

６ 東アジアの特質 ①中国を中心とする東アジア世界について、その歴史上に展開し

中国の政治や北方民 た社会と文化の特徴とその拡大。また、内陸アジア世界の特徴

７ 族との関係 と諸民族の活動による文化の交流について理解させる。

９ 東アジアの国際秩序 ②漢字・儒教・仏教・道教などに関する様々な資料を活用して

南アジアの多様性 東アジアの特質を理解するとともに、日本の文化とも関連付け

１０ 宗教と社会制度 て多角的に考察し、その結果を適切に表現する。

③探究活動東南アジアにおける多

南アジアの多様性について関心を高め、南アジアの宗教に関す１１ 様な社会・文化の形成

る様々な資料を活用して、各宗教が及ぼした影響について考察

し、その結果を適切に表現し、意見交換を行う。

１２ アメリカ大陸と太平洋 ①アメリカ大陸と太平洋地域の古代文明について理解させる。

②イスラームの成立とその拡大によって形成されたイスラーム世

１ イスラーム世界の形成 界の基本事項を理解させるとともに、その後の世界史に大きな

と拡大 影響をあたえたことを把握させる。

③探求活動

現代におけるイスラーム世界の課題について考察し、その結果

を適切に表現し、意見交換を行う。



４ 課題・提出物等

①小単元ごとに小テストを実施し、成績に加味する。

②定期考査ごとにノート・プリント等の点検を実施する。

（各テーマの考察結果をしっかりまとめておくこと ）。

③長期休業中の課題は別途指示する。

５ 評価基準

（Ａ）評価の観点

◎評価は「関心・意欲・態度 「思考・判断・表現 「資料活用の技能 「知識・理解」の４つの観点」 」 」

から行います。

「関心・意欲・態度」 ・授業に積極的に参加している。

・世界史に関する様々なテーマについて 「現代社会」の知識も含め、

て多目的に生かして、意欲的に学んでいる。

「思考・判断・表現」 ・ 世界史探求」の授業で学習したことをもとに、現代社会の諸問題「

を様々な角度から考察している。

「資料活用の技能」 ・資料(図表なども含む)や史料当の視聴覚教材を積極的に活用し、歴

史や現代社会に対する理解を深めている。

「知識・理解」 ・現代世界を理解するために必要な歴史的・公民的知識を身につけて

いる。

・学習を通じて、現代の社会をよりよく、より鋭く考察している。

（Ｂ）評価の基準

以上のような観点をふまえ

①授業への取り組み（授業に取り組む意欲・態度、授業中の発言、学習への参加状況等）

②授業中に使用するプリント、小テストなどの内容

③定期考査

などから総合的に評価を行う。



平成３１年度 シラバス（地理歴史）

学番６１ 新潟県立柏崎高等学校

教科(科目) 地理歴史（日本史探究） 単位数 ３単位 学年・コース ３学年普通科・普通科

理数コース

使用教科書 山川出版社『詳説日本史 ・第一学習社『世界史Ａ』』

副教材等 第一学習社『最新日本史図表 、山川出版社『山川 日本史 一問一答』』

第一学習社『グローバルワイド最新世界史図表』

１ 学習目標
現在起きている世界や国内の様々な問題に対して興味・関心を深めるとともに、その背景にある

因果関係や歴史的事象を幅広く学習する。また、日本の歴史と世界の歴史との相互理解を多面的・

多角的に調べ考察する力や、様々な論点を整理して、その問題の原因や経過を自ら説明できる表現

力を身につける。

２ 指導の重点
①日本史や世界史の基礎的な知識・理解を基盤として、世界の今日的諸課題について主体的・多角

的に思索できる能力の習得を目指す。

②グローバル化が進展する現代社会において、日本が国際社会の中でどのような責任を果たていく

べきかという点についても考察する。

３ 学習計画（1単位時間55分）
月 単元名 指導項目(主なテーマ)

１) 東アジアと明治維新４ (１)帝国主義の時代

・欧米諸国がアジアに進出する過程の中で、植民地化や従属

化、抵抗と挫折、伝統文化の変容などがおこったことを理５

解させる。こうした中で、日本が開国から明治維新を経て

近代国家へと変貌していく過程を考察させる。６

・幕末の変動、明治政府の成立と諸改革、自由民権運動と立

憲体制の成立、文明開化などを扱う。

２) 東アジアの構造変動と日本

・帝国主義諸国の抗争、アジア･アフリカ諸国の対応など、

19世紀末から20世紀初頭にかけての東アジアの近代史の展

開を理解させる。

３）探究活動

・条約改正、日清･日露戦争期の対外問題の変化、産業革命

の進行、社会問題の発生、教育の普及、都市社会の整備な

考察し、考察結果をグループごとに発表し意見どに注目・

交換を行う。

１) 第一次世界大戦と日本７ (２)世界戦争と国際社

会の平和への歩み ・初の世界大戦がおこった原因、総力戦としての性格などを

８ 考察させた上で、1910年代の近代史の展開を理解させる。

・日本の参戦、大戦景気、国際連盟の成立、ワシントン体制

９ の成立、日本の植民地支配などを扱う。

２) デモクラシー状況と日本

・ヴェルサイユ体制、ワシントン体制を国際秩序として成立

した、1920年代の近代史の展開を理解させる。

・大正デモクラシー状況の広がり、政党政治の推移、関東大

震災の影響、大衆文化の形成、大陸政策の転換、昭和恐慌

への対応などを扱う。

３) 第二次世界大戦と日本

・世界恐慌から、ヴェルサイユ体制の崩壊を経てファシズム

が台頭していく1930年代から、第二次世界大戦が終結する

1945年に至るまでの近代史の展開を理解させる。



４）探究活動

・満州事変から日中戦争、総動員体制の構築、太平洋戦争、

戦時体制、植民地の動向などを学習・考察し、考察結果を

グループごとに発表し意見交換を行う。

１０ (３)地球社会の一員と １) 占領政策と日本

しての日本 ・ 国際連合が成立する一方で、米ソの冷第二次世界大戦後、

１１ 戦が始まった1950年代までの戦後史の展開を理解する。

・占領政策と諸改革、日本国憲法の形成、朝鮮戦争、独立回

１２ 復と沖縄、平和運動の展開などを扱う。

２) 冷戦と日本

・冷戦の激化、アジア･アフリカ諸国の民族運動、植民地支

配からの独立などの状況を考察させ、1980年代までの戦後

史の展開を理解させる。

・日韓基本条約、ヴェトナム戦争、沖縄返還、日中国交正常

、 、 、 、 、化 高度経済成長 公害の発生 革新自治体 経済大国化

日米同盟のあり方などを扱う。

３) 現代社会と日本

・地域紛争の頻発、環境や資源・エネルギーをめぐる問題な

ど、地球規模で深刻化する問題について考察させ、21世紀

に入ってから今日までの日本の社会の動向を理解させる。

４）探究活動

・冷戦構造の崩壊、経済のグローバル化などの問題を扱い、

それらが今日的課題に与えた影響を考察し、考察結果をグ

ループごとに発表し意見交換を行う。

４ 課題・提出物等
①小単元ごとに小テストを実施し、成績に加味する。

②定期考査ごとにノート・プリント等の点検を実施する。

（各テーマの考察結果をしっかりまとめておくこと ）。

③長期休業中の課題は別途指示する。

５ 評価基準

（Ａ）評価の観点
◎評価は「関心・意欲・態度 「思考・判断 「資料活用の技能・表現 「知識・理解」の４つの観点」 」 」

から行います。

「関心・意欲・態度」 ・日本史に関する様々なテーマについて 「世界史」の知識も含めて、

多目的に生かして、意欲的に学ぶことができる。

・他の生徒と積極的に意見交換することができる。

「思考・判断・表現」 ・ 日本史探求」の授業で学習したことをもとに、現代社会の諸問題「

を様々な角度から考察することができる。

・国際社会の変化を踏まえ公正に判断して、その過程や結果を適切に

表現できる。

「技能」 ・資料(図表なども含む)や史料当の視聴覚教材を積極的に活用し、歴

史や現代社会に対する理解を深めることができたか。

「知識・理解」 ・現代世界を理解するために必要な歴史的知識を身につけることがで

きる。

・学習を通じて、現代の社会の現状と課題についてよりよく、より鋭

く考察することができる。

（Ｂ）評価の基準
以上のような観点をふまえ

①授業への取り組み（授業に取り組む意欲・態度、授業中の発言、学習への参加状況等）

②授業中に使用するプリント、小テストなどの内容

③定期考査

などから総合的に評価を行う。





平成３１年度シラバス（地理歴史）      

学番６１ 新潟県立柏崎高等学校 

 

 教科(科目)  地理歴史（地理探究） 単位数 ３単位 学年（コース） ３学年普通科 

 使用教科書  二宮書店『新編 詳解地理Ｂ改訂版』 二宮書院『詳解現代地図』 第一学習社『高等学校 世界史Ａ』 

 副教材等  第一学習社『最新地理図表ＧＥＯ』、啓隆社『新地理要点ノート』 

第一学習社『グローバルワイド最新世界史図表』 

 

１．学習目標 

世界の諸地域に見られる様々な問題に対して興味関心を引き出すとともに、歴史的背景を踏まえて各地域の多様な特色を 

地誌的に学習し、現在及び将来直面する地球的課題に対して多面的・多角的に考察し、問題解決の方向性を自分の言葉や地 

図で説明できる表現力を培う。 

 

２．指導の重点 

①地理Ｂで学習した現代世界の地理的事象を系統地理的知識や技能を土台に、さらに世界史Ａで学習した基礎的な知識・理 

解を踏まえ、世界の諸地域に見られる政治・経済・文化などの地球的諸課題について主体的に考察できる力を身に付ける 

ことをめざす。 

②グローバル化が進展する現代社会において、持続可能な地球社会の構築に向けて、日本が国際社会の中でどのような責任 

を果たしていくべきかという視点を交えて考察する。 

 

３ 学習計画（1 単位時間 55 分） 

月 単元名 学習活動（指導内容） 

４ 

５ 

東アジア、東南アジアと地域

的課題 

①中国、韓国、東南アジアの国々の自然、経済、政治、文化の地理的事象をヨーロッ

パや中国、日本との歴史的つながりを踏まえながら学習する。 

②自然環境、農業、食事、宗教などの文化の類似性や、地域的特色について気づかせ

る。 

③探究活動 

民族問題、都市問題、領土問題などの地域的課題についてグループごとに考察し、意

見交換を行う。 

５ 

６ 

南アジア、西・中央アジア、

アフリカと地域的課題 

①インドを中心とする南アジア地域と、北アフリカから西・中央アジアに広がる乾燥

地域、中南アフリカ地域に分け、それぞれ自然、経済、政治、文化の地理的事象を学

習する。 

②ヨーロッパによる植民地支配の歴史を踏まえながら三地域の宗教、言語（公用語）、

自然、農業、工業、生活、住居の地域的特色を考察し、地域内の類似性や法則性に気

づかせる。 

③探究活動 

中東問題やカシミール問題に代表される民族の違いから起こる地域的課題についてグ

ループごとに考察し、意見交換を行う。 

７ 

８ 

９ 

10 

ヨーロッパ、アングロアメリ

カ、ラテンアメリカ、オース

トラリアと地域的課題 

①ヨーロッパ、アングロアメリカ、ラテンアメリカ、オセアニアの自然、経済、政治、

文化の地理的事象を学習する。 

②大航海時代から産業革命を経て成長したヨーロッパからの移民の歴史を踏まえなが

ら、宗教、言語（公用語）の類似性と農業、工業の地域的特色地域的特色について気

づかせる。 

③探究活動 

拡大するＥＵ、複雑になる民族構成、解消されない経済格差、都市・交通事情の悪化、

国土開発と熱帯林破壊、高齢社会と人口減少などの様々な地域的課題についてグルー

プごとに考察し、意見交換を行う。 

11 

 

日本の地域的課題と世界の

中の日本の役割 

①探究活動 

・急速にグローバル化が進む今日、日本が今後直面する地理的課題を発見し、その課

題を多面的・多角的に考察し、課題の解決の方向性や将来の国の在り方について展望

し、意見交換を行う。 

・人口、食糧、資源、エネルギー、環境、貧富格差、貿易摩擦、民族紛争等、地球的

課題を多面的・多角的に考察し、課題の解決の方向性や日本の果たすべき役割につい

て展望し、意見交換を行う。 

   

 



４．課題・提出物等 

①テーマ毎に、考察結果をレポートにまとめて提出する。 

②各学期、1～2 テーマについてグループ単位で考察し、考察結果をグループごとに発表し、意見交換を行う。 

③長期休業中に、学習テーマに沿った新書を読み、所定の様式のレポートを提出する。 

 

５．評価の観点・評価基準 

（Ａ）評価の観点 

◎評価は「関心・意欲・態度」「思考・判断・表現」「資料活用の技能」「知識・理解」の４つの観点から行います。 

「関心・意欲・態度」 現代世界の地理的事象に対する関心と課題意識を高め、それを意欲的に追究するとともに、国際社 

会に主体的に生きる日本人としての責任を果たそうとする。 

「思考・判断・表現」 現代世界の地理的事象から課題を見いだし、それを系統地理的に考察したり、歴史背景を踏まえて 

地誌的に考察したりし、国際社会の変化を踏まえて公正に判断して、その課程や結果を適切に表現 

している。 

「資料活用の技能」 地図や統計、画像など地域に関する諸資料を収集し、有用な情報を選択して、読み取ったり図表な 

どにまとめたりしている。 

「知識・理解」 現代世界の地理的事象についての基本的な事柄や追究の方法を理解し、その知識を身に付けている。 

 

（Ｂ）評価の基準 

以上のような観点をふまえ 

①授業への取り組み（授業に取り組む意欲・態度、授業中の発言、学習への参加状況等） 

②授業中に使用するプリント、小テストなどの内容 

③定期考査 

 などから総合的に評価を行う。 

 



平成 年度シラバス（公民） 学番 新潟県立柏崎高等学校30 61
普通科

教科(科目) 公民(倫理) 単位数 単位 学年 学年3 3
普通科理数コース

使用教科書 第一学習社『高等学校 改訂版 倫 理』
副 教 材 等 第一学習社『テオーリア 最新倫理資料集 新版初訂』

啓隆社『新倫理ノート』
１ 学習目標
人間尊重の精神に基づいて，青年期における自己形成と人間としての在り方生き方についての理解

と思索を深めるとともに，人格の形成に努める実践的意欲を高め，生きる主体としての自己の確立を
目指し，良識ある公民として必要な能力と態度を育みます。
２ 指導の重点
・本校においては大学等に進学を希望する生徒が大多数であることから，
①大学入試センター試験に対応できる学力の確実な習得を目指します。
②自己を取り巻く諸問題について，自らの思考を論理的に確立できる能力の習得を目指します。
③自らの思索をさまざまな方法で表現できる能力の習得を目指します。
④自らの思索をもとに，現代社会のさまざまな状況に主体的に関わっていく積極的な態度の習得を
目指します。

（ 単位時間 分）３ 学習計画 1 55
月 単元名 学習内容 時間 評価方法
第１章 青年期の課題と自己形成 人間とは何か 中間考査の成績4 16
（青年期） 青年期とは何か 早朝学習の成績
１ よく生きることを求めて 青年期の思考と感情 授業の取り組み
１ 青年期の課題 青年期の人間関係

青年期の自己形成5
第２章 人間としての自覚 源流思想 哲学の形成（ ）
１ ギリシアの思想 ソクラテス

プラトン
アリストテレス
ギリシア思想の展開

第２章 人間としての自覚 源流思想 ユダヤ教の世界 期末考査の成績（ ） 20
２ キリスト教 イエス 早朝学習の成績
３ イスラーム キリスト教の発展 授業の取り組み
４ 仏教 イスラーム6

インドの思想文化
ゴータマの教説
仏教思想の展開

第２章 人間としての自覚 源流思想 中国の思想文化 中間考査の成績7 9（ ）
５ 中国の思想 儒教の思想 早朝学習の成績

道家の思想 授業の取り組み
１ 芸術と私たちの生き方

第３章 国際社会に生きる日本人とし 日本の風土と伝統 課外 授業の取り組み8
ての自覚（日本思想） 外来思想の受容 授業

町人意識のめざめと庶民思想
２ 世界に生きる日本人の伝統 西洋思想との出会い

第４章 現代に生きる人間の倫理 ルネサンスと宗教改革 中間考査の成9 15
（西洋思想） 人間性の探究 績

１ 人間の尊厳 近代の科学革命 早朝学習の成績
授業の取り組み

２ 近代の科学革命と自然観 経験論と合理論10
３ 自由で平等な社会の実現 社会契約の思想 期末考査の成績10
３ 自由であることの意味 人格の尊厳と自由－カント 早朝学習の成績
４ 人間性の回復と主体性の確立 人倫の自由の実現－ヘーゲル 授業の取り組み
５ 現代の思想と人間像 功利主義の思想11
６ 生命への畏敬と社会参加 社会主義の思想

実存主義の思想
プラグマティズムの思想
心の深層と無意識



生の哲学と現象学
近代的理性と言語
正義と社会
他者と偏見

12第５章 現代の諸課題と倫理 生殖医療と遺伝子操作
（現代の諸課題） 脳死臓器移植と再生医療

１ 生命の問題と倫理課題 自己決定の尊重と末期医療12
２ 環境の問題と倫理課題 有限な地球環境

～

３ 家族・地域社会と倫理課題 生物多様性と自然との共生
４ 情報社会と倫理課題 予防原則と世代間倫理
５ 宗教・文化と倫理課題 少子化と男女共同参画社会
６ 国際平和と人類の福祉 高齢化と地域社会

情報の洪水と情報リテラシー
ネットワーク社会と情報モラル
宗教信仰への理解と現代世界
異文化理解と多文化共生
地球市民として
平和な世界に向けて
問題演習 授業の取り組み14

96
４ 課題・提出物等
・教科書第３章「国際社会に生きる日本人としての自覚 （日本思想）に該当する部分は夏季課外で」
行います。大学入試センター試験を「倫理」または『倫理，政治・経済』で受験する予定の者は必
ず出席してください。

・授業時間数が限られているため，小テストや課題の提出は求めない予定です。
・定期考査の問題は，大学入試センター試験を念頭において，知識・理解を求める問題だけでなく，
自らの思索を問い，それを表現してもらう問題も含みます。内容の根本的な理解が必要です。

５ 評価規準と評価方法
・評価は次の４観点から行います。

・人間尊重の精神と自己形成について関心を高めようとする。
・人格の形成と生きる主体としての自己の確立に努める積極的な意欲を

①関心・意欲・態度 もっている。
・倫理的な諸課題を主体的に思索・探究しようとする態度を身につけ，
人間としての在り方生き方について自覚を深めようとしている。

・主体的な自己の確立と人間の存在や価値などについて，広く課題を見
出し，多面的・主体的に思索・探究している。

②思考・判断・表現
・良識ある公民として，広い視野に立って公正に判断している。
・学習の成果を適切に表現している。
・青年期における自己形成や，人間としての在り方生き方，現代の倫理

③資料活用の技能 的な諸課題に関する諸資料を収集し，それらを考察している。
・収集した資料を自己形成に役立てるために，活用している。
・青年期における自己形成や人間としての在り方生き方，現代の倫理的

④知識・理解 諸課題などに関わる基本的な事柄を，生きる主体としての自己確立の
課題とつなげて理解し，人格の形成に活かす知識を身につけている。

以上の観点を踏まえ，
・授業への取り組み（授業に取り組む意欲・態度，学習活動への参加状況など）
・授業中に使用するプリント，ノートなどの内容

， 。・定期考査の学習成績 などから 総合的に評価します
６ 担当者からの一言
授業では，紀元前の遠い過去から現代でも活躍中の思想家の思想や，君たちと同年代の人たちの

心のメカニズムなども学んでいきます。
（ ）， （ ），時代や場所が変われば変わってゆくもの 流行 時代や場所が変わっても変わらないもの 不易

「倫理」の授業ではそのようなことに思いをはせてもらえればと思います。



学番 61 新潟県立柏崎高等学校

平成３１年度 地歴・公民科シラバス

普通科・普通科理数コース科 目 単位数 ３ 単位 学年・科 ３年政治・経済

清水書院『高等学校 現代政治・経済 新訂版』教科書

第一学習社『最新政治・経済資料集 新版』 清水書院『用語集 政治・経済』副教材

１ 学習目標

・民主主義の本質に関する理解を深める。
・現代における政治・経済・国際関係について客観的に理解する。
・政治・経済・国際関係に関する諸課題について、主体的に考察する態度を身に付けるとともに、
公正に判断する能力や健全な批判力を養う。

・国家・社会の一員として平和で民主的な社会生活の実現、推進に向けて主体的に参加、協力する
態度を身に付ける。

２ 指導の重点

・現実の社会には様々な立場やいろいろな考え方があることを理解する。
・今日の日本および国際社会で発生する事象や諸問題と基本原理・基本理論とのかかわりについて
考える。

・現代の日本社会・国際社会が直面する諸課題について、望ましい解決のあり方を積極的に考察す
る。

・特に経済分野については、統計資料やグラフ資料の分析力を高める。
・センター試験に向け、問題演習をとおして実践力を高める。

３ 指導計画

月 単元と教材 学習のねらい 時間 評価方法

民主主義の成り立ちを歴史的観点、比較政治的観点から理解民主政治の基本原理
５４ する。

１学期日本国憲法の普遍性ならびに三大原理について、歴史的経緯
をふまえてその特長を捉える。

定期考査
ノート日本国憲法と平和主義 日本国憲法の平和主義の理念をふまえたうえで、今後の国際

５ レポート社会において国際平和と人類の福祉に寄与する日本の役割に ４
ついて考察する。

日本国憲法が保障する各種人権の意義と内容について理解す基本的人権の保障
５る。

変化する社会に対応して、基本的人権をどのように広げてい
けばよいのか考察する。

６国民主権と政治機構 三権の働きと互いの関係、地方自治制度について、そのしく
みを捉え、課題について考察する。６

４現代日本の政治 マスコミ・選挙制度・政党政治の現状を理解したうえで、望
ましい政治のあり方や国民の政治参加のあり方を考察する。７

資本主義経済のしくみとその特徴を、社会主義経済との対比経済社会と経済体制
４７ をとおして理解する。

資本主義経済の発展と変容を理解する。

資本主義経済の特徴である市場機構のしくみを理解し、問題現代経済のしくみ
８８ 点を考察する。

金融と財政の意義と役割について理解する。
各種経済指標の特色とともに、経済成長と景気循環の概念を９
理解する。

戦後日本経済の発展と変容について理解する。日本経済の歩みと現状
３中小企業問題・農業問題・公害・消費者問題について、現代

社会で学んだ基礎知識をもとに理解を深める。



学番 61 県立柏崎高等学校

労働三権の意義と内容を理解する。９ 労働と社会保障
６日本型労働慣行とその変化について理解する。

世界各国と日本の社会保障制度を比較しながら内容や課題を
２学期理解する。

定期考査国際政治と日本 国際法の意義と役割について理解する。
ノート国際連合のしくみについて、国際連盟と比較しながらその特 ９
レポート10 色を理解する。

二次世界大戦後の国際政治の動向について理解する。冷戦後
の国際社会における諸課題を理解し、その解決について考察
する。

国際経済を貿易の面から捉え、国際分業と自由貿易の意義お11 世界経済と日本
９よび国際収支と外国為替の基本的しくみを理解する。

第二次世界大戦後の国際経済秩序について、その成立と変容
を理解する。
国際経済と日本経済の関係について理解するとともに、国際
経済の中で日本が果たすべき役割について考察する。

４12 国際社会の諸課題 地球環境問題および民族問題について、個々の問題
の内容や現状を理解し、解決に向けての方策を考察する。

３現代日本の諸課題 中小企業問題、少子高齢化問題について、現状を理解しする
とともに今後を展望し、対応策を考察する。

２６12 特編授業 センター試験、私大入試に向けての問題演習
1
2

９６※「時間」は授業コマ数。（１コマ５５分）

４ 課題と提出物

・毎学期各２回程度のノート提出。
・年２回程度のレポート提出。

５ 評価規準と評価方法

評価の４つの観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③資料活用の技能 ④知識・理解

学習事項に関する関心を高 学習事項から課題を見 学習事項に関わる諸資 基本的な事柄や本
め、意欲的に課題を追究す いだし、その本質や特 料を様々なメディアを 質、特質、動向をと
るとともに、平和で民主的 質、望ましい解決のあ 通して収集し、情報を らえる基本的な概念
な社会生活の実現について り方について、多角的 主体的に活用しようと や理論を理解し、知
客観的に考えようとしてい に考察するとともに、 している。 識を身につけてい
る。 様々な立場、考え方を る。

踏まえ判断しようとし
ている。考察の過程や
結果を様々な方法で表
現しようとしている。

以上４つの観点をふまえ、定期考査を中心に、ノートやレポートの提出状況と内容、授業態度など
から総合的に判断し、評価する。

６ 担当者から一言

・現実に社会で起きている事象に目を向け、関心を高めよう。そのためにも、毎日新聞を読もう。
・授業に集中し、わからないところはどんどん質問しよう。
・受験勉強を軌道に乗せるためにも、夏休みの補習（センター対策）には必ず参加すること。
・興味のあるテーマについては、新書（岩波や講談社）などを読み、理解と考察を深めよう。



平成３１年度シラバス（公民）

学番６１ 新潟県立柏崎高等学校

（ ）教科(科目) 公民（公民探究） 単位数 ２単位 学年・コース ３学年普通科 文系

使用準教科書 第一学習社『高等学校 世界史Ａ ・清水書院『高等学校 現代政治・経済』』

副教材等 第一学習社『グローバルワイド最新世界史図表 ・第一学習社『最新政治・経済資』

料集』

１ 学習目標

政治、経済、国際関係などを客観的に理解し、世界の諸課題について、世界市民の一人として主

体的に考察する。また、世界との相互理解を深めるために、事象を多面的・多角的にとらえて公正

に判断できる力を身に付ける。さらに、論点を整理し、問題の所在と解決の方向性を、自分の言葉

で説明できる表現力を培う。

２ 指導の重点

①世界史Ａや現代社会で学習した基礎的な知識・理解を土台として、国際政治・国際経済の今日的

諸課題について主体的に考察できる力を身に付けることをめざす。

②持続可能な地球社会の構築に向けて、日本が国際社会の中でどのような責任を果たしていくべき

かという視点を交えて考察する。

３ 学習計画（1単位時間55分）

月 単元名 指導項目(主なテーマ)

１)国際社会と国際法４ (１)二つの世界大戦と

平和構築の模索 ・ウエストファリア条約の歴史的背景を概観しつつ、国際法の意

義と今日的課題を考察する。

２)国際機構

・各種国際機構設立の歴史的背景を概観しつつ、国際機構の機

能と今日的課題を考察する。

５ (２)三つの世界と日本 １)三つの世界

・東西冷戦、アジアとアフリカの自立を理解するとともに、核の役割

兵器問題や発展途上地域が抱える課題について考察する。６

２)国際政治の中の日本

７ ・戦後日本の外交、国際平和への貢献、日本のODAを理解すると

ともに、今後、日本が国際社会において果たすべき役割を考察

する。

３）探究活動

・２）の考察結果をグループごとに発表し、意見交換を行う。

１)国際経済のしくみと地域経済統合８ (３)地球社会への歩み

９ と日本の役割 ・貿易の発展の歴史を概観しつつ、国際収支や為替相場のしくみ

を理解する。

・地域的経済統合の進展を理解するとともに、日本と諸外国の経

済連携のあり方を考察する。

２)国際経済格差と国際協力

、 、・南北問題 南南問題を歴史的背景を踏まえて理解するとともに

格差の解消に向けた国際協力、支援のあり方を考察する。

１０ ３）探究活動

・１ 、２）の考察結果をグループごとに発表し、意見交換を）

１１ 行う。

地域紛争を歴史(４)持続可能な社会へ 地球環境や資源・エネルギーをめぐる問題、・

的経緯を踏まえて理解するとともに、世界の人々が協調し共の展望



存できる持続可能な社会の実現について考察する。

４ 課題・提出物等

①テーマ毎に、考察結果をレポートにまとめて提出する。

②各学期、1～2テーマについてグループ単位で考察し、考察結果をグループごとに発表し、意見交

換を行う。

③長期休業中に、学習テーマに沿った新書を読み、所定の様式のレポートを提出する。

５ 評価規準

（Ａ）評価の観点

◎評価は「関心・意欲・態度 「思考・判断・表現 「資料活用の技能 「知識・理解」の４つの観点」 」 」

から行います。

「関心・意欲・態度」 ・世界の様々な出来事や動きについて関心を持ち、意欲的に課題を追

究しようとしている。

・他の生徒と積極的に意見交換することができる。

「思考・判断・表現」 ・現代社会の諸問題を様々な角度から考察することができる。

・考察結果をまとめ、自分の言葉で適切に表現することができる。

、 、 、 、「資料活用の技能」 ・地図や統計資料 年表や史料 写真や映像資料等を選択 分析し

理解を深めることができる。

「知識・理解」 ・歴史事象と公民的知識を関連づけて理解することができる。

・知識を体系化し、持続可能な社会の実現への課題について探究でき

る。

（Ｂ）評価の規準

以上のような観点をふまえ

①授業への取り組み（授業中の発言、グループ討論、発表への参加状況等）

②レポート、発表用資料などの内容

③定期考査

などから総合的に評価を行う。



平成３１年度シラバス（  数学  ）    学番６１ 新潟県立柏崎高等学校 
教科（科目） 数学Ⅲ 単位数 ５ 学年（コース） ３（普通科・普通科理数） 
使用教科書 数研出版 『高等学校 数学Ⅲ』 
副教材等 数研出版『４プロセス数学Ⅲ』  数研出版『チャート式基礎からの数学Ⅲ』 
１ 学習目標 
関数と極限，微分法、積分法、式と曲線、複素数平面について理解を深め、知識の習得と技能の習熟を

図り，事象を数学的に考察し処理する能力を育てる。 

２ 指導の重点 
・理科系の大学、学部に充分合格できるレベルまで知識・理解を深めます。 
・特に微分法とその応用、積分法とその応用に力を入れ、理解を深めます。 

３ 学習計画（ ５５分 ） 
月 単元名 教材 主要学習 

領域 
学習活動（指導内容） 時間 評価方法 

4 
 

 
5 
 

第５章 微分法 

 

 

第６章 微分法の

応用 

 

  ３．いろいろな関数の導関数  

４．第ｎ次導関数  

５．関数の方程式と導関数 

１ 接線と法線    

２ 平均値の定理 

３ 関数の値の変化  

20 
時間 

日々の課題 

青チャート

小テスト 

１学期期末

考査 

6 第６章 微分法の

応用 

 

４ 関数のグラフ 

５ 方程式、不等式への応用  

６ 速度と加速度     

７ 近似式 

14 
時間 

日々の課題 

小テスト 

青チャート 

 

7 第７章 積分法と

その応用 

 

 

教科書 知識・理解 
関 心 ・ 意

欲・態度 

１ 不定積分とその基本性質  

２ 置換積分法と部分積分法  

３ いろいろな関数の不定積分 

４ 定積分とその基本性質  

５ 置換積分法と部分積分法   

14 
時間 

日々の課題 

青チャート 

小テスト 

２学期中間

考査 

8  

第７章 積分法の

応用 

 

 

 ６ 定積分のいろいろな問題 

７ 面積   

８ 体積   

９ 道のり 

１０ 曲線の長さ 

 

22 
時間 

日々の課題 

小テスト 

青チャート 

 

9 
 
 

10 
 
 

11 

第２章  式と曲線 

 

 

 

１．放物線  

２．楕円  

３．双曲線  

４．２次曲線の平行移動   

５．２次曲線と直線 

６．２次曲線の性質  

７．曲線の媒介変数表示 

26 
時間 

 

日々の課題 

青チャート 

小テスト 

２学期期末

考査 



12  

 

第１章 複素数平

面 

８．極座標と極方程式 

９．コンピュータの利用 

１．複素数平面   

２．複素数の極形式 

14 
時間 

日々の課題 

小テスト 

1 
2 
3 

 

 

センター試験対策 

マーク式総合問題

集 

 思考 
判断 
表現 
観察・実験

の技能 

３．ド・モアブルの定理 

４．複素数と図形 

 

50 
時間 

日々の課題 

２学期期末

テスト 

160 
４ 課題・提出物等 
・毎週月曜日に、週末課題を提出してもらいます。 
 
５ 評価基準と評価方法  

 関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解 

評価

の観

点・ 

規準 

極限，微分法、積分法、

式と曲線、複素数平面に

関心をもつとともに，そ

れらを事象の考察に積

極的に活用して数学的

論拠に基づいて判断し

ようとする。 

事象を数学的に考察し表現した

り，思考の過程を振り返り多面

的・発展的に考えたりすることな

どを通して，極限，微分法、積分

法、式と曲線、複素数平面におけ

る数学的な見方や考え方を身に付

けている。 

極限，微分法、積分法、式と曲線、

複素数平面において，事象を数学

的に表現・処理する仕方や推論の

方法などの技能を身に付けてい

る。 

極限，微分法、積分法、式と曲線、

複素数平面における基本的な概

念，原理・法則などを体系的に理

解し，知識を身に付けている。 

評価

方法 

・学習活動への参加状況 

・発表内容 

・レポートの内容 

・定期考査 

・プリントや課題の解法 

・質問に対する発言や発表の内容 

・定期考査 

・レポートの内容 

・質問に対する発言や発表の内容 

・定期考査 

・授業中の確認テスト 

・質問に対する発言や発表の内容 

６ 担当者からの一言 
難易度が高くなり、進度もかなり速くなります。予習・復習をしっかりやってください。意欲的に取り組む 
ことが大切です。  

 



平成３１年度シラバス（ 数学 ）     学番６１ 新潟県立柏崎高等学校 
教科（科目） 数学探究Ⅰ 単位数 ２ 学年（コース） ３（普通科・普通科理数） 
使用教科書 「数学Ⅰ」、「数学Ａ」、（数研出版） 
副教材等 数研出版 「改訂版 チャート式 基礎からの数学シリーズ対応 Set Up 数学演習ⅠＡⅡＢ

受験編」  

 
１ 学習目標 
数と式、２次関数、三角比、場合の数と確率、図形の性質や整数の性質の単元を発展的に学ぶことで、

数学における概念や原理・法則の体系的な理解を深め、事象を数学的に考察し表現する能力を高める。

そして、習得した知識や技能を活用して問題解決的な課題を探究することをとおして、思考力・判断力・ 

表現力を高め、それらを積極的に活用して数学的論拠に基づいて判断する態度を育成する。 

 
 
２ 指導の重点 
数学Ⅰ、数学 A にて学習した内容を発展的に学ぶことで理解を深め、単元どうしを関連させた多角的な

考察力を養う。 

 
３ 学習計画（  ５５分   ） 
月 単元名 教材 主要学習領域 学習活動 

（指導内容） 
時間 評価方法 

4 
 
5 

「場合の数」(A) 
「確率」(A) 
●１学期中間考査 
 

Set Up 
 
 

知識 
理解 
関心 
意欲 
態度 

公式や定理の背景に

ある数学的な見方や

考え方に触れるよう

に心がける。 

 

 

 

 

計 11 

授業態度 
課題の提

出 
定期考査

小テスト 
5 

 
6 

 
7 

「２次関数」(Ⅰ) 

「図形と計量｣(Ⅰ) 

「図形の性質」(A) 

●１学期期末考査 

「数と式」(Ⅰ) 

 

 

 

 

計 14 

9 
 
 
10 

「データの分析｣(Ⅰ) 
「整数の性質」(Ⅰ) 
 
●２学期中間考査 
 

Set Up 思考 
判断 
表現 
観察・実験の技能 

他の単元との関連に

ついて考え、様々な

別解を考えることで

総合的かつ多角的に

問題を扱う。 

 

 

 

 

 

 

計 19 

授業態度 
定期考査 
小テスト 



10 
 
11 
 
 
 
 

「数と式」 

「関数と方程式・不等式」 

「式と証明、論理と集合｣ 

「整式の性質」 

「図形と方程式」 

「三角比」 

●２学期期末考査 

Set Up 思考 
判断 
表現 
観察・実験の技能 

他の単元との関連に

ついて考え、様々な

別解を考えることで

総合的かつ多角的に

問題を扱う。 

 

 
 
 
 
 
 

計 14 

授業態度 
定期考査 
小テスト 

12 
1 

 2 
3 

総合演習 
 
 

 観察・実験の技能   

 

 

計 6 

 

64 

４ 課題・提出物等 
授業内の小テスト、授業の復習として、同じ内容のプリントを解き、定期的に提出してもらいま

す。 

５ 評価基準と評価方法  
 関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解 

評
価
の
観
点
・
規
準 

・課題に積極的に取り

組んでいる。 

・数学的論拠に基づい

て判断しようとしてい

る。 

・課題を多様な単元や

分野と関連させ、総合

的に事象を考察してい

る。 

・他者の考えを参考に

多面的・発展的に考え、

数学的な見方を身に付

けている。 

・事象を数学的に考察

している。 

・自らの思考の過程や

その結果を論理的に表

現し、数学的に表現、

処理する技能を身に付

けている。 

・数学における概念や

原理・法則、用語や記

号などを体系的に理解

し、知識を身に付けて

いる。 

評
価
方
法 

・学習活動への参加状

況 

・レポートの内容 

・定期考査 

・プリントや課題の 

解法 

・質問に対する発言や

発表の内容 

・定期考査 

・質問に対する発言や

発表の内容 

・定期考査 

・授業中の確認テスト 

・質問に対する発言や

発表の内容 

 
６ 担当者からの一言 
解説に頼り、短期的な暗記による学習の進め方ではなく、自分で考える学習へ切り替えてください 

 



平成３１年度シラバス（ 数学 ）     学番６１ 新潟県立柏崎高等学校 
教科（科目） 数学探究Ⅱ 単位数 5 学年（コース） ３（普通科・普通科理数） 
使用教科書 「数学Ⅱ」、「数学Ｂ」（数研出版） 
副教材等 数研出版 「改訂版 チャート式 基礎からの数学シリーズ対応 Set Up 数学演習ⅠＡⅡＢ

受験編」  

 
１ 学習目標 
式と証明、複素数と方程式、図形と方程式、三角関数、指数関数・対数関数、微分法と積分法、数列や

ベクトルの単元を発展的に学ぶことで、数学における概念や原理・法則の体系的な理解を深め、事象を

数学的に考察し表現する能力を高める。そして、習得した知識や技能を活用して問題解決的な課題を探

究することをとおして、思考力・判断力・表現力を高め、それらを積極的に活用して数学的論拠に基づ

いて判断する態度を育成する。 

 
 
２ 指導の重点 
数学Ⅱ、数学 B にて学習した内容を発展的に学ぶことで理解を深め、単元どうしを関連させた多角的な

考察力を養う。 

 
３ 学習計画（  ５５分   ） 
月 単元名 教材 主要学習領域 学習活動 

（指導内容） 
時間 評価方法 

4 
 
 
5 

「複素数と方程式」（Ⅱ） 

「三角関数」（Ⅱ） 

「指数関数と対数関数」(Ⅱ) 

●１学期中間考査 

Set Up 
 
 
 
 
 

知識 
理解 
関心 
意欲 
態度 

公式や定理の背景

にある数学的な見

方や考え方に触れ

るように心がける。 

 

 

 
 
 
計 24 

授業態度 
課題の提

出 
定期考査

小テスト 5 
 
6 

 
 

「式と証明」(Ⅱ) 

「図形と方程式」(Ⅱ) 

「微分法と積分法」（Ⅱ） 

｢ベクトル｣(Ｂ) 

｢数列｣(Ｂ) 

●１学期期末考査 

 
 
 
 
 
計 34 

7 
 
 
 9 
 

「数と式」 

「図形と方程式」 

「三角関数」 

「指数関数・対数関数」 

「微分法・積分法」 

「ベクトル」 

「数列」 

●２学期中間考査 

Set Up 思考 
判断 
表現 
観察・実験の技

能 
 
 
  

他の単元との関連

について考え、様々

な別解を考えるこ

とで総合的かつ多

角的に問題を扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 44 

授業態度 
定期考査 
小テスト 



10 
 
11 
 
 

総合演習 

 

 

 

 

●２学期期末考査 

Set Up 思考 
判断 
表現 
観察・実験の技

能 

他の単元との関連

について考え、様々

な別解を考えるこ

とで総合的かつ多

角的に問題を扱う。 

 
 
 
 

 
計 31 

授業態度 
定期考査 
小テスト 

12 
１ 
2 
3 

総合演習 

 

 

Set Up 観察・実験の技

能 
  

 
 

計 27 

 

１６０ 

４ 課題・提出物等 
授業内での小テスト、授業の復習として、同じ内容のプリントを解き、定期的に提出してもらい

ます。 

５ 評価基準と評価方法  
 関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解 

評
価
の
観
点
・
規
準 

・課題に積極的に取り

組んでいる。 

・数学的論拠に基づい

て判断しようとしてい

る。 

・課題を多様な単元や

分野と関連させ、総合

的に事象を考察してい

る。 

・他者の考えを参考に

多面的・発展的に考え、

数学的な見方を身に付

けている。 

・事象を数学的に考察

している。 

・自らの思考の過程や

その結果を論理的に表

現し、数学的に表現、

処理する技能を身に付

けている。 

・数学における概念や

原理・法則、用語や記

号などを体系的に理解

し、知識を身に付けて

いる。 

評
価
方
法 

・学習活動への参加状

況 

・レポートの内容 

・定期考査 

・プリントや課題の 

解法 

・質問に対する発言や

発表の内容 

・定期考査 

・質問に対する発言や

発表の内容 

・定期考査 

・授業中の確認テスト 

・質問に対する発言や

発表の内容 

 
６ 担当者からの一言 
解説に頼り、短期的な暗記による学習の進め方ではなく、自分で考える学習へ切り替えてください 

 



平成３０年度シラバス（  数学  ）    学番６１ 新潟県立柏崎高等学校 
教科（科目） 数学探究Ⅲ 単位数 ２ 学年（コース） ３（普通科・普通科理数） 
使用教科書 数研出版 『高等学校 数学Ⅰ』『高等学校 数学Ⅱ』『高等学校 数学Ⅲ』 

『高等学校 数学Ａ』『高等学校 数学Ｂ』 
副教材等 数研出版 「改訂版 チャート式 基礎からの数学シリーズ対応 Set Up 数学演習ⅠＡⅡＢ

受験編」  
１ 学習目標 
数学ⅠⅡⅢＡＢにおける概念や原理・法則の体系的な理解を深め、事象を数学的に考察し表現する能力

を高めるとともに、発展的な問題について習得した知識や技能を活用することで、思考力・判断力・表

現力を高め、それらを積極的に活用して数学的論拠に基づいて判断する態度を育成する。 
２ 指導の重点 
・理科系の大学、学部に充分合格できるレベルまで知識・理解を深めます。 
・発展的な問題について、多角的に考察する力を養います。 

３ 学習計画（ ５５分 ） 
月 単元名 教材 主要学習領

域 
学習活動（指導内容） 時間 評価方法 

4 数学ⅠⅡⅢＡＢの発

展学習 

SetUp 知識 
理解 
関心 
意欲 
態度 

「複素数と方程式」（Ⅱ） 

「三角関数」（Ⅱ） 

「指数関数と対数関数」(Ⅱ) 

「式と証明」(Ⅱ) 

「図形と方程式」(Ⅱ) 

「微分法と積分法」（Ⅱ） 

｢ベクトル｣(Ｂ) 

｢数列｣(Ｂ) 

6 
時間 

課題提出 

小テスト 

5 6 
時間 

課題提出 

中間考査 

6 7 
時間 

課題提出 

小テスト 

7 6 
時間 

期末考査 

課題提出 

9 数学ⅠⅡⅢＡＢの発

展学習 

SetUp 思考 
判断 
表現 
観察・実験の

技能 

「複素数と方程式」（Ⅱ） 

「三角関数」（Ⅱ） 

「指数関数と対数関数」(Ⅱ) 

「式と証明」(Ⅱ) 

「図形と方程式」(Ⅱ) 

「微分法と積分法」（Ⅱ） 

｢ベクトル｣(Ｂ) 

｢数列｣(Ｂ) 

8 
時間 

課題提出 

小テスト 

10 6 
時間 

中間考査 

課題提出 

11 6 
時間 

課題提出 

小テスト 

12 
1 
2 
3 
 

センター試験直前対

策 

（実戦形式問題集） 

 思考 
判断 
表現 
観察・実験の

技能 

マーク形式の中で利用できる発展的

内容を整理し、効率よく解答を導く方

法を考察する。 

19 
時間 

期末考査 

課題提出 

64 
 
 
 



 
 
４ 課題・提出物等 
・毎週月曜日に、予習ノートを提出してもらいます。 
・達成度を測るために、小テストを行います。 
５ 評価基準と評価方法  

 関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解 

評価

の観

点・ 

規準 

科目を横断した数学の演習に

関心をもつとともに，それらを

事象の考察に積極的に活用し

て数学的論拠に基づいて判断

しようとする。 

事象を数学的に考察し表現した

り，思考の過程を振り返り多面

的・発展的に考えたりすること

などを通して，数学的な見方や

考え方を身に付けている。 

科目を横断した数学の演習に

おいて，事象を数学的に表現・

処理する仕方や推論の方法な

どの技能を身に付けている。 

数学の基本的な概念，原理・法

則などを体系的に理解し，知識

を身に付けている。 

評価

方法 

・学習活動への参加状況 

・発表内容 

・定期考査 

・プリントや課題の解法 

・質問に対する発言や発表の 

内容 

・定期考査 

・質問に対する発言や発表の 

内容 

・小テスト 

・定期考査 

・授業中の確認テスト 

・質問に対する発言や発表の 

内容 

 
６ 担当者からの一言 
難易度が高くなり、進度もかなり速くなります。予習・復習をしっかりやってください。意欲的に取り組む 
ことが大切です。  

 



学番61         新潟県立柏崎高等学校

月 時間

4 第４編

5

6

7

8

9 第５編

10

11

12

1

2

3

160

１学期期末考査

５．電磁波

３．自己誘導と相互誘導

１．電磁誘導の法則

２学期期末考査

４．粒子の波動性

38

スペクトルの波長に規則性があることや
ボーアの原子モデルなどを理解する．ま
た，原子核の構成，原子核の崩壊及び
核反応について理解する．素粒子につ
いては,クォークとレプトンなどの素粒子
の存在を知り,基本的な力などについて
知る．

２．原子核

３．放射線とその性質

４．核反応と核エネルギー

５．素粒子

４．交流回路

３．X線

２．光の粒子性

第２章

第４章 電磁誘導と電磁波 25

コイルを貫く磁束が変化するとき及び導
線が磁束を横切るときに生じる誘導起電
力,自己誘導,相互誘導,交流発電機の
仕組みなどを理解する．また,電磁波の
基本的な性質や電波がどのように利用
されているかを理解する．

２．交流の発生

原子

計

平成31年度シラバス（理科）

理科（物理） 単位数 5単位

２  指導の重点

教科（科目）

学年（コース）

使用教科書

副教材等

   自然界における様々な物理現象について，講義と観察・実験を通して論理的に探究する能力態度を養うとともに，基本的な概念や
原理・法則に対する理解を深める．また，問題演習を通して，大学入試などのより高度な問題解決能力を身に付ける．

３学年（普通科理系、普通科理数コース）

数研出版 『物理』

第一学習社 『セミナー物理基礎＋物理』 ／ 数研出版 『フォトサイエンス 物理図録』

１  学習目標

① 物理量に関する定義などの基本事項を正しく理解している．

② 授業を通して，具体的な物理現象と理論とを結びつけて理解できるようになる．

③ 授業での学習内容を受けて，教科書の例題，問，練習問題，章末問題を自力で解くことができる．

④ 日々の自宅学習において，担当者の配布する練習問題および問題集の基本問題を確実に解くことができる．

⑤ ④を繰り返すことで基礎の定着を図り，応用問題にも積極的に取り組むことができる．

単元 学習内容 学習の目標・到達目標

３  学習計画  (※時数の数値は、55分授業での実施回数を記載しています。）

電気と磁気

１．オームの法則 キルヒホッフの法則,抵抗率の温度変化,
電池の起電力と内部抵抗など,電気回
路について理解する．

２．電場

３．電位

４．物質と電場

２．直流回路 15

２．電流のつくる磁場

電荷が相互に及ぼし合う力,電気量の保
存,電場の性質,電気力線,静電誘導,電
荷の移動と仕事の関係,電場と電位の関
係などを理解する．また,コンデンサーに
ついては充電と放電,電気容量,空気中
に置かれた平行板コンデンサーなどの
性質を理解する．

１．静電気力

５．コンデンサー

第１章 電場

第２章 電流

第３章 電流と磁場

25

３．電流が磁場から受ける力

４．ローレンツ力

15

１．磁場 直線電流の回り,円形電流の中心,ソレノ
イドの内部にどのような磁場ができるか
理解する．また,電流が磁場から受ける
力を表す式を扱い,ローレンツ力につい
ても理解する．

３．半導体

１学期中間考査

まとめ １年間の復習・入試対策 30

12

２学期中間考査

問題演習を通して，大学入試などのより
高度な問題解決能力を身に付ける．

個別試験対策

　などを中心に扱う．

センター試験対策

原子と原子核

１．原子の構造とエネルギー準位

１．電子

電子と光第１章
電子の比電荷,電気素量を理解する．光
電効果,光量子仮説,電子線回折,物質
波などを扱い,X線についても理解する．



４  課題・提出物等

① 授業で課す課題を一定期間ごとに提出

② 長期休業前に課題を指示し．新学期開始時に提出

③ 外部模試の実施前に，対策用として過去の問題を配布

５  評価基準と評価方法

① 定期考査

② 課題・レポート等の提出物

③ 授業・実験・問題演習等への取り組み

６  担当者から

  物理は，個々の物理法則を言葉・式・グラフなどで表現でき，その成立条件を明確に把握し，他者に説明できるようになってはじめて完全
に理解したこととなる．この域に達すれば物理の「おもしろさ」「奥深さ」が分かり，問題も容易に解くことができるようになる．覚えるべき内容は
他教科に比べ決して多くないので，一つひとつの物理概念に対する理解を深める努力をしてもらいたい．

予習について … 授業前に教科書および図録をよく読む

授業について … 授業をよく聞き，考えながら板書事項をノートに書き取る．不明な点は，必ず教科担当者に質問をして解決を図ること．

復習について … 教科書・ノートで授業内容の再確認を行い，配布されたプリントの未解答の問題に取り組むこと．

                      問題集の問題は授業と並行しながら進め，時期をおいて繰り返し行うこと．内容の定着こそ実力アップの鍵である．

実力向上      … 自分にあった参考書や問題集を早期に見つけ演習を何度も繰り返す．

                      外部模試は良問の宝庫．過去の問題も含めて復習は不可欠．

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 観察・実験の技能 知識・理解

それぞれの物理現象について関心を
持ち，意欲的に観察などの活動を
行っている．

それぞれの物理現象の観察や計算な
どの結果から，その物理現象の性質
や特徴を考察し，自分の言葉で表現
することができる．

それぞれの物理現象を観察・測定
した上で，数式や文章にまとめた
り，測定値を活用して物理量を求
めることができる．

それぞれの物理現象につ
いて理解し，色々な物理
量を計算などにより求める
ことができる．

　上記の観点をふまえ，以下の①～③により総合的に評価する．



学番64         新潟県立柏崎高等学校

月 時間

4 第２編

5

6

7 第４章

8 第１編

9

10

11

第３編

12

２．電流のつくる磁場

電場と磁場中の荷電粒子の運動を力学
的に取り扱うことができる

電磁誘導の現象をローレンツ力と関連
づけて理解する

４．交流回路

１．オームの法則

円運動と万有引力

１．等速円運動

運動量の保存

平面内の運動（速度・加速度）をベクトル
として扱うことができる．

数研出版 『改訂版 高等学校物理Ⅱ』

浜島書店 『新訂アクセス物理Ⅰ・Ⅱ』 ／ 数研出版 『フォトサイエンス 物理図録』

１  学習目標

１．平面運動の速度・加速度

導体および不導体の持つ電気的性質を
理解する

⑤ ④を繰り返すことで基礎学力の定着化を図り，応用問題にも積極的に取り組むことができる．

単元 学習内容 学習の目標・到達目標

① 物理量に関する定義など，基本事項を正しく理解する．

② 授業を通して，具体的な物理現象と理論とを結びつけて理解できるようになる．

③ 授業での学習内容を受けて，教科書の例題，問，練習問題，章末問題を自力で解くことができる．

④ 日々の自宅学習において，担当者の配布する練習問題および問題集の基本問題を確実に解くことができる．

電気と磁気

コンデンサーの蓄電の仕組みおよび電
気回路内の働きについて正しく理解す

電荷とその周囲の空間の持つ特徴を学
ぶとともに，電荷に作用する力や電荷の
もつエネルギーなどの力学的な概念を
正しく理解し取り扱うことができる

電流と磁場

平面内の運動

４．ローレンツ力

１．静電気力

２．電場

15

３．反発係数

第３章

第４章 電磁誘導と電磁波

４．電場中の導体

５．コンデンサー

第２章 電流

３．電流が磁場から受ける力

電磁誘導と電磁波

２．交流の発生

1．電磁誘導の法則

３．単振動

４．万有引力

第１章 平面内の運動

１学期中間考査

磁場の性質を電場の性質と対比させな
がら理解するとともに，電流と磁場との関
係を正しく理解し，定量的に取り扱うこと
ができる

２．運動量保存則

電磁波の特性，発生のメカニズムについ
て理解する．

交流の発生と特性，交流回路でのコン
デンサー・コイルのはたらきについて理
解する．

加速度の向きだけが変化する運動も加
速度運動であることを正しく理解する．
観測座標系の違いを明確に理解する．
合力が変位に比例し，逆向きである場
合，その運動が単振動になることを理解
し，周期を求めることができる．
ケプラーの法則と万有引力の法則を理
解し，これまで学習した力学から天体の
運動を正しく示すことができる．

２．慣性力

第２章

熱と物質の状態 気体の状態方程式と熱力学第一法則に
基づいて，気体の状態変化を取り扱うこ
とができる．

３．気体の内部エネルギーと比熱

物質と原子

２．気体の法則と気体分子の運動
気体の諸現象が，分子の力学的振る舞
いにより説明できることを理解する．

１．物質の状態

導体内を移動する電荷をイメージするこ
とにより，電流や抵抗，ジュール熱の発
生のしくみを正しく理解できる

25

15

物体の衝突，分裂などの現象を運動量
保存則に基づいて考えることができる．

15

15

２学期期末考査

２学期中間考査

第３章

第１章

１．運動量と力積

２．落体の運動

平成２２年度シラバス（理科）

理科（物理Ⅱ） 単位数 ４単位

３．インダクタンス

運動量・力積の定義を正しく理解する．

３  学習計画

１学期期末考査

５．電磁波

２．直流回路

１．磁場

２  指導の重点

教科（科目）

学年（コース）

使用教科書

副教材等

   自然界における様々な物理現象について，講義と観察・実験を通して論理的に探究する能力態度を養うとともに，基本的な概念や
原理・法則に対する理解を深める．また，問題演習を通して，大学入試などのより高度な問題解決能力を身に付ける．

３学年（普通科理数コース）

３．電位
20第１章 電場



月 時間

1 第４編

2

４  課題・提出物等

① 授業で課す課題を一定期間ごとに提出

② 長期休業前に課題を指示し．新学期開始時に提出

③ 外部模試の実施前に，対策用として過去の問題を配布

５  評価基準と評価方法

① 定期考査

② 課題・レポート等の提出物

③ 授業・実験・問題演習等への取り組み

６  担当者から

４．原子の構造とエネルギー順位

第２章 原子，電子と物質の性質

原子の放出するスペクトルと原子の構造
との関係性について理解する．

１．電子 電子の特徴について理解する．

10
半導体の性質と，その組合せによってつ
くられるダイオード，トランジスタの仕組
みを理解する．

３．核反応と核エネルギー

13

電子の持つ波動性が，原子の構造にど
のように関連するのかを理解する．

学習の目標・到達目標

第１章
粒子性・波動性と
原子の構造

原子と原子核

２．電子波と原子の構造

３．固体の性質と電子

単元 学習内容

実力向上      … 自分にあった参考書や問題集を早期に見つけ演習を何度も繰り返す．

                      外部模試は良問の宝庫．過去の問題も含めて復習は不可欠．

予習について … 授業前に教科書および図録をよく読む

授業について … 授業をよく聞き，考えながら板書事項をノートに書き取る．不明な点は，必ず教科担当者に質問をして解決を図ること．

復習について … 教科書・ノートで授業内容の再確認を行い，配布されたプリントの未解答の問題に取り組むこと．

                      問題集の問題は授業と並行しながら進め，時期をおいて繰り返し行うこと．内容の定着こそ実力アップの鍵である．

X線や電子のもつ波動と粒子の二重性
が結晶構造の解析や電子顕微鏡として
利用されていることを理解する

光電効果によって示される光の粒子性
について理解する．

２．X線

３．粒子の波動性

１．光の粒子性

第２章 原子核と素粒子

４．素粒子と宇宙

核エネルギーが核子の結合エネルギー
であることを理解し，数値計算できる．
宇宙を構成する最も基本的な構成粒子
とそれらに作用する４つの力のモデルに
ついて理解する．

原子核の構造および崩壊の仕組み，ま
たそれに伴う放射線の放出と種類につ
いて理解する．

12

２．放射線とその性質

１．原子核



平成３１年度シラバス（理科）     学番６１ 新潟県立柏崎高等学校 
教科（科目） 理科（化学） 単位数 ５単位 学年（コース） ３学年（理数コース、理系） 
使用教科書 数研『化学』 
副教材等 第一学習社『ｾﾐﾅｰ化学基礎＋化学』、第一学習社『スクエア最新図説化学』 

１ 学習目標 
 化学的な事物・現象に対する探究心を高め，目的意識をもって観察、実験などを行い，化学的に探

求する能力と態度を育てるとともに，化学の基本的な概念や原理・法則の理解を深め，科学的な自然

観を育成する。 
２ 指導の重点 

大多数の生徒が大学進学を希望していることから， 
①基礎事項の理解の徹底を図る。 
②応用事項についての理論構築ができる力を身につけさせる。 
③国公立大学の個別試験および私立大学入試に対応できる学力を養成する。 

３ 学習計画 
月 単元名 教材 学習活動（指導内容） 時間 評価方法 
４ 化学平衡 教科書 

副教材 

ﾌﾟﾘﾝﾄ 

・化学反応には正逆いずれの方向にも進行するものがあ

ること，その多くの場合，反応物も生成物も同時に存在す

る平衡状態に達することを学ぶ。また，その状態は平衡定

数で表されることを学び，それをもとにして質量作用の

法則を理解する。 

・ル・シャトリエの原理について学び，濃度・圧力・温度

の変化とどのような関係があるのかを学ぶ。・平衡の状態

を数値化（平衡定数）して表す、その取り扱い方を学ぶ。

平衡定数を使えば、様々な状態が数値計算によって求めら

れることを知る。また、平衡定数には濃度平衡定数と圧平

衡定数があることを学ぶ。 
・電解質水溶液の化学平衡について，電解質の水溶液でも

化学平衡が成りたつことを知り，代表的な弱酸や弱塩基に

ついて，濃度と電離度・電離定数などの関係を学ぶ。また，

化学基礎で学んだｐＨをさらに深く学習し，電離定数を用

いたｐＨの求め方を，演習を通して体得する。さらに，塩

の加水分解，弱酸・弱塩基の遊離，緩衝液，難溶性電解質

の電離平衡についても学ぶ。 

１５ 定期テスト 
小テスト 
授業の取組 

５ 非金属元素 教科書 

副教材 

ﾌﾟﾘﾝﾄ 

・非金属元素の無機物質各論について学習する。周期表の

同族元素ごとに学習し，同族元素の性質の共通性や隣り合

った族の元素の相違点を整理しながら，学習する。 

１０ 定期テスト 
小テスト 
授業の取組 

定期テスト  １  
金属元素(Ⅰ)

－典型元素－ 

教科書 

副教材 

ﾌﾟﾘﾝﾄ 

・典型金属元素の無機物質各論について学習する。周期表

の同族元素ごとに学習し，同族元素の性質の共通性や隣り

合った族の元素の相違点を整理しながら，学習する。 

７ 定期テスト 
小テスト 
授業の取組 

６ 金属元素(Ⅱ)

－遷移元素－ 
教科書 

副教材 

ﾌﾟﾘﾝﾄ 

・遷移金属元素の無機物質各論について学習する。周期

表の同族元素ごとに学習し，同族元素の性質の共通性や

隣り合った族の元素の相違点を整理しながら，学習す

る。 

７ 
 

定期テスト 
小テスト 
授業の取組 

有機化合物の

分類と分析 

教科書 

副教材 

ﾌﾟﾘﾝﾄ 

・有機化合物の定義にふれ，・炭素原子の結合の仕方で

様々な構造をもつことができる有機化合物について，正

しく分類できるようにする。 
・有機化合物の分析の手順，方法を学ぶ。 

２ 定期テスト 
小テスト 
授業の取組 

脂肪族炭化水

素 
教科書 

副教材 

ﾌﾟﾘﾝﾄ 

・脂肪族炭化水素について，単純な組成の炭化水素につ

いて学習し，性質の共通点を中心に理解を進める。 
６ 定期テスト 

小テスト 
授業の取組 



定期テスト  １  
７ アルコールと

関連化合物 
教科書 

副教材 

ﾌﾟﾘﾝﾄ 

・酸素を含む有機化合物について学習し、各分類された有

機化合物の性質について共通点，特異点をおさえながら，

学習する。 

１２ 定期テスト 
小テスト 
授業の取組 

８ 定期テスト  １  
芳香族化合物 教科書 

副教材 

ﾌﾟﾘﾝﾄ 

・ベンゼン環をもつ有機化合物について学習する。まず，

単純な芳香族炭化水素について、その性質の共通点，特異

点をおさえながら学習する。 

４ 定期テスト 
小テスト 
授業の取組 

９ 芳香族化合物 教科書 

副教材 

ﾌﾟﾘﾝﾄ 

・ベンゼン環をもつ有機化合物について学習する。徐々に

複雑な組成の芳香族有機化合物について学習し，各分類さ

れた有機化合物の性質について共通点，特異点をおさえな

がら，学習する。 

１４ 定期テスト 
小テスト 
授業の取組 

定期テスト  １  
10 高分子化合物

の性質 
教科書 

副教材 

ﾌﾟﾘﾝﾄ 

・高分子化合物とは何か，ますその特徴や性質について学

ぶ。 
２ 定期テスト 

小テスト 
授業の取組 

天然高分子化

合物 
教科書 

副教材 

ﾌﾟﾘﾝﾄ 

 

・有機高分子化合物の単量体である，単糖について学び．

それらが縮合してできる二糖についても学ぶ。また，それ

らの性質についても学習する。 
・有機高分子化合物の単量体である，アミノ酸について学

び、それらがどのような性質をもつかを学習する。また，

それらが縮合重合してどのように高分子を形成し、どのよ

うな性質をもつかを学習する。 

１５ 定期テスト 
小テスト 
授業の取組 

11 合成高分子化

合物 
教科書 

副教材 

ﾌﾟﾘﾝﾄ 

 

・合成繊維・合成樹脂・ゴム・機能性高分子について，そ

れぞれの単量体，それらが縮合重合してどのように高分子

を形成し，どんな性質をもつようになるかを学習する。ま

た，人工的に様々な機能をもつ高分子をどのようにつくっ

ているかを学ぶ。 

１６ 定期テスト 
小テスト 
授業の取組 

定期テスト  １  
12 センター試験

対策 

問題集 ・センター試験に向けて各分野が理解されているか確認

する。 
１５ 授業の取組 

１ センター試験

対策 

問題集 ・センター試験に向けマーク問題の演習を行い，実践力を

つける。 
１５ 授業の取組 

２ 国公立大学の

個別試験およ

び私立大学入

試対策 

問題集 ・記述試験に対応できる応用力をつける。 １５ 授業の取組 

計 160 時間（55 分授業） 
４ 課題・提出物等 
・単元ごとの演習プリント，実験プリントの提出 
・定期考査前の問題集ノート 
・連休および長期休業中の課題 

５ 評価規準と評価方法  
評価は次の観点から行います。 

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③観察・実験の技能 ④知識・理解 
化学的な事物・現象

に関心や探究心をも

ち，主体的にそれら

を探求するととも

に，科学的態度を身

につけている。 

化学的な事物・現象の中に問題

を見いだし，観察，実験や課題研

究などを行うとともに，事象を

実証的，論理的に考えたり，分析

的・総合的に考察したりして，問

題を解決し，事実に基づいて科

学的に判断している。 

化学的な事物・現象に関する観

察，実験の技能を習得するととも

に，それらを科学的に探求する方

法を身に付け，観察，実験や課題

研究及びそこから導き出した自

らの考えの過程や結果を的確に

表現している。 

観察，実験や課題研究

などを通して化学的な

事物・現象に関する基

本的な概念や原理・法

則について理解を深

め，知識を身につけて

いる。 



以上の観点をふまえ，定期考査や各種提出物の提出状況および学習活動への取組状況（授業中の態

度，発言の内容等）を総合的に評価します。 
６ 担当者からの一言 

化学は，物質の性質などを知識として覚える面と化学反応の仕組みなどを理論的に理解していく面の二つ

の面があり，全体を結びつけて考えられるようになるまでに時間がかかります。それまでは，日々の授業を大

切にし，少しずつ知識と理解を積み重ねるという地道な努力を続けてほしい。その際，自分で考えたり感じた

りすることが何より大切です。授業中に疑問に思ったことは，その場で質問すること。理解を深め，知識を整

理するには自主的・主体的な学習が不可欠です。 
 



平成３１年度シラバス（ 理科 ）     学番６１ 新潟県立柏崎高等学校 
教科（科目） 理科（生物） 単位数 ５ 学年（コース） ３学年普通科理系 

普通科理数コース 
使用教科書 数研出版「生物」 
副教材等 第一学習社「四訂版スクエア最新図説生物 neo」 数研出版「改訂版リードα生物」 
１ 学習目標 
生物や生物現象を更に広範に取り扱い，生物学的に探究する能力と態度を身に付けさせるとともに 

生物学の基本的な概念や原理・法則の理解を深めさせ，科学的な自然観を育てる。 

２ 指導の重点 
１ 教科書の基本的な内容の理解を深めるとともに、発展的な内容に対する興味・理解を高める。 
２ 観察・実験を多く取り入れ、探究の過程を重視した指導を進める。 
３ 問題演習に積極的に取り組み、学習の定着をはかるとともに、自ら学習の深化をはかる姿勢を育成する。 
３ 学習計画 
月 単元名 学習活動（指導内容） 時間 評価方法 
４ 
 
 
 
 
 
 
 
５ 
 
 
 
 

第４章  
生殖と発生 
 

染色体に遺伝子が存在することを学習する。

有性生殖では，減数分裂と受精によって多様

な遺伝子の組み合わせが生じることを理解さ

せる。 

動物の配偶子形成・受精と初期発生の過程を

学習する。 

細胞の分化や形態形成のしくみについて，誘

導現象を中心に理解させる。 

前後軸形成のしくみと形態形成を調節する遺

伝子について学習する。 

植物の配偶子形成・受精と胚発生の過程を学

習し，器官分化における遺伝子のはたらきに

ついて理解させる。 

２５ 
 
一学期 
中 間 考 査

まで 

・授業への 
取り組み 

・レポート 
・定期考査 
・課題テスト 
 
等をもとに、

総合的に判

断する。 

６ 
 
 
 
７ 
 
 
 

第５章  
動物の反応と行動 
 

ニューロン（神経細胞）の基本的な構造とそ

のはたらきを理解させる。 

受容器で受け取られた刺激（情報）が，神経

系を介して，効果器へと至る経路を学習する。

刺激の受容に関しては視覚器と聴覚器を，効

果器に関しては筋肉を中心に学習する。 

動物の行動については，神経系における情報

の流れと関連づけながら学習する。 

  ３０ 
 
一学期 
期 末 考 査

まで 

８ 第６章  
植物の環境応答 

植物は成長を調節するなどして環境に応答し

ていることを理解させる。 

環境応答にはさまざまな植物ホルモンや光受

容体が関与していることを学習する。 

  １２ 
 
 

９ 
 

第７章  
生物群集と生態系 

個体群や生物群集について，それぞれの特徴

を学習する。 

２５ 
 



 
 
 
 
１０ 
 

生物群集はさまざまな個体群の集まりによっ

て構成されており，それぞれの個体群は，生

態系内で特定の役割を果たしていることを理

解させる。 

生態系における物質生産について学習する。

いくつかの生態系の物質生産の特徴や各栄養

段階とエネルギー効率の関係について学習す

る。 

生物多様性に影響を与える要因を理解させ，

生物多様性の重要性を学習する。 

二学期 
中 間 考 査

まで 

１１ 第８章  
生命の起源と進化 

生命の起源および生物の変遷を学習する。 

生命の誕生や生物の変遷は，地球環境の変化

と密接に関係していることを理解させる。 

生物の進化について，そのしくみを学習する。 

分子進化の概念や種分化のしくみについても

学習する。 

２０ 
 

１２ 第９章  
生物の系統 

生物の種類は多様であるが，それらが系統に

よって分類できることを理解させる。 

形態的な特徴にもとづいた分類ばかりでな

く，近年では，ＤＮＡの塩基配列やタンパク

質のアミノ酸配列といった分子データにもと

づいて系統関係が調べられていることについ

ても学習する。 

個々の分類群について，その概要を学習する。 

１８ 
 
二学期 
期 末 考 査

まで 

１ 
２ 
３ 

まとめ 
入試対策 

２年間で学んだ生物および生物基礎の内容に

ついて復習するとともに，センター試験や個

別試験に向けた演習を行う。 

３０  

１６０ 
４ 課題・提出物等 
実験・観察に際しては、レポートを提出する。 
夏季休業時には課題を出し、新学期に課題テストを実施する。 

５ 評価基準と評価方法 
①関心・意欲・態度     生命現象について積極的に興味・関心を持ち、理解・把握しているか。 
②思考・判断・表現     実証的・分析的・総合的に考察を行い、理解を深めて表現できるか。 
③観察・実験の技能     観察・実験の意味を理解し、技能を身につけているか。 
④知識・理解        生命現象に関する基礎的な知識の理解・定着がなされているか。 
 以上の点を基礎に、総合的に評価する。 

６ 担当者からの一言 
現在最もめざましい展開をみせる生命科学、そして今後の地球環境の基盤を支える生物界についての理

解を、意欲的に進めてほしい。 

 



平成３１年度シラバス（ 理科 ）  学番６１ 新潟県立柏崎高等学校  

教科（科目） 理科（理科探究） 単位数 ３単位 学年（コース） ３学年(文系) 

使用準教科書 数研出版『生物基礎』『生物』『化学基礎』『化学』 

副教材等 数研出版『チェック＆演習 生物基礎』，浜島書店『必修アクセス 化学基礎』 

１ 学習目標 

生物や生物現象および化学的な事物・現象に対する関心や探究心を高め，目的意識をもって観

察・実験などを行い，生物学的および化学的に探究する能力と態度を育てるとともに生物学およ

び化学の基本的な概念や原理・法則の理解を深め，豊かな自然観を醸成し，将来遭遇する様々な

事象に対して科学的な態度で解決に立ち向かう姿勢を育成する。 

２ 指導の重点 

大多数の生徒が大学進学を希望していることより， 

① 生物基礎と化学基礎の探究活動や発展内容を活用し，興味関心を高めるとともに，科学的

素養を育成する。 

② 生物および化学の課題解決学習を通して，科学的思考力・判断力を育成する。 

３ 学習計画 

月 単元名 教材 学習活動（指導内容） 時間 評価方法 

４ 生物と遺伝子 

化学と人間生活 

教科書 

副教材 

プリント 

・生物の特徴 

【実験】光合成によって生成さ

れる物質 

・化学と人間生活とのかかわり 

・物質の探究 

７ 定期テスト 

小テスト 

提出物 

５ 生物と遺伝子 

命現象と物質 

教科書 

副教材 

プリント 

・遺伝子とその働き 

・遺伝情報の発現 

４ 定期テスト 

小テスト 

提出物 

定期テスト  １  

物質の状態と平衡 教科書 

副教材 

プリント 

・物質の状態とその変化 ５ 定期テスト 

小テスト 

提出物 

６ 生物の体内環境の維持 

物質の構成 

教科書 

副教材 

プリント 

・生物の体内環境 

・物質の構成粒子 

・物質と化学結合 

９ 定期テスト 

小テスト 

提出物 

定期テスト  １  

７ 生物の環境応答 

無機物質の性質と利用 

教科書 

副教材 

プリント 

・動物の反応と行動 

・無機物質と人間生活 

９ 定期テスト 

小テスト 

提出物 

８ 生物の環境応答 教科書 

副教材 

プリント 

・植物の環境応答 ２ 定期テスト 

小テスト 

提出物 

９ 生物の多様性と生態系 

物質の変化 

教科書 

副教材 

プリント 

・植生の多様性と分布 

・物質量と化学反応式 

【実験】化学反応の量的関係 

９ 定期テスト 

小テスト 

提出物 

定期テスト  １  



10 生物の多様性と生態系 

物質の変化 

教科書 

副教材 

プリント 

・生態系とその保全 

・中和反応 

・酸化還元反応 

【実験】金属のイオン化傾向 

１０ 定期テスト 

小テスト 

提出物 

11 生態と環境 

化学変化とエネルギー 

教科書 

副教材 

プリント 

・個体群と生物群集、生態系 

・電池、電気分解 

１０ 定期テスト 

小テスト 

提出物 

定期テスト  １  

12 課題解決学習 プリント 生物に関する課題解決学習 

化学に関する課題解決学習 

１０ 提出物 

１ 課題解決学習 プリント 生物に関する課題解決学習 

化学に関する課題解決学習 

８ 提出物 

２ 課題解決学習 プリント 生物に関する課題解決学習 

化学に関する課題解決学習 

８ 提出物 

計96時間（55分授業） 

４ 課題・提出物等 

・観察や実験のレポート 

・単元ごとの小テスト 

・春、夏季休業中の課題 

５ 評価規準と評価方法 

評価は次の観点から行います。 

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③観察・実験の技能 ④知識・理解 

生命現象や化学的な現
象について積極的に科
学的に探究しようとす
るとともに，科学的態
度を身に付けている。 

実証的・分析的・総合
的に考察し，導き出し
た考えを的確に表現し
ている。 

観察・実験の技能を身

に付けている。 

生命現象や化学的な現
象に関する基礎的な概
念や原理・法則を理解
し，知識を身に付けて
いる。 

以上の観点をふまえ，定期考査や各種提出物の提出状況および学習活動への取組状況（授業中

の態度，発言の内容等）を総合的に評価します。 

６ 担当者からの一言 

目的意識をもった自発的学習がより重視されています。文系においても豊かな自然観と科学的

思考が求められています。基礎的事項をしっかり理解し，様々な事象を解決していける考え方を

身につけてほしい。また，考える過程がより重視されています。記憶に頼る学習ではなく，解決

法を見出す意識で学習することが大切です。 

 



平成３１年度シラバス（ 体育 ）     学番６１ 新潟県立柏崎高等学校 
教科（科目） 保健体育(体育) 単位数 ２ 学年（コース） ３学年普通科 
使用教科書 現代保健体育(大修館書店) 
副教材等 ステップアップ 高校スポーツ 2017（大修館書店） 

１ 学習目標 
運動の合理的、計画的な実践を通して、知識を深めるとともに技能を高め、運動の楽しさや喜びを深

く味わうことができるようにし、自己の状況に応じて体力の向上を図る能力を育て、公正、協力、責任、

参画などに対する意欲を高め、健康・安全を確保して、生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続す

る資質や能力を育てる。 
２ 指導の重点 
 体育・スポーツに親しみ、積極的に体力の充実をはかり、自信をもって学校生活を送ることのできる

気魄ある人間を育成する。 
３ 学習計画（１単位時間 55 分）   
合計 

64 時間 

4 月 
(5 時間) 

5 月 
(6 時間) 

6 月 
(6 時間) 

7 月 
(6 時間) 

8 月 
(2 時間) 

9 月 
(7 時間) 

10 月 
(6 時間) 

11 月 
(7 時間) 

12 月 
(5 時間) 

1 月 
(6 時間) 

2 月 
(6 時間) 

3 月 
(2 時間) 

男子 
女子 

選択Ⅰ 
陸上競技 
柔道 
ダンス 

選択Ⅱ 
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 
ｻｯｶｰ 
水泳 

器械運動 

陸上 
競技 

(持久走) 

選択Ⅲ 
ﾊﾞｽｹ 
ﾊﾞﾚｰ 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 
卓球 

体つくり運動  

体育

理論 
全領域選択 

 
単元名 学習活動(指導内容) 評価方向 

集団行動 
グループの仲間と協力し、統制の取れた動きを実現するために、

練習の仕方や号令かけ方を工夫できるようにする。（通年） 
行動観察 
体育日誌 

学校体操 
本校伝統の学校体操。運動の特性を理解し、協力しながら全員が

覚えて行うことができるようにする。 
行動観察、テスト 

体つくり運動 
身体の様々な部位を動かすことで心地よさや楽しさを味わった

り、仲間の体や心の状態に気づき、仲間との交流を深める。 
行動観察 
体育日誌 

体育理論 
豊かなスポーツライフの設計の仕方について理解できるように

する。 
行動観察 
体育日誌 

陸上競技 
各種目において、自己の能力に応じた課題の解決を目指して計画

的な練習の仕方や競技の仕方を工夫できるようにする。 
行動観察 
体育日誌・記録会 

球技選択 
チームの課題や自己の能力に応じた課題の解決を目指して計画

的な練習の仕方やゲームの仕方を工夫できるようにする。 
行動観察、体育日誌 
テスト 

器械運動 
技の名称や行い方、体力の高め方、課題解決の方法、発表の仕方

などを理解し、自己や仲間の課題に応じた運動を継続するための

取り組み方を工夫できるようにする。 

行動観察 
体育日誌、発表会 

水  泳 
水泳に主体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。 
行動観察、体育日誌 
記録会 



柔  道 
自己の能力に応じて技能を高め、相手の動きに応じた攻防ができるようにす

る。互いに協力し、勝敗に対して公正な態度が取れるようにする。 
行動観察 
体育日誌、試合 

ダンス 
グループごとにテーマを設定して作品を創作し、みんなでダンス

を楽しむ発表会の企画、運営を行う。 
行動観察、体育日誌 
発表会 

４ 課題・提出物等 
体育週番日誌、選択体育ノート 
５ 評価基準と評価方法 
 評価は、次の４つの観点から行います。 

１年間の評定は、1学期～3学期の年間を通じて、上記の内容を総合的に判断して決定します。 

評価の観点と内容 評価方法 

関心 

意欲 

態度 

運動の楽しさや喜びを深く味わうことができるよう、公正、

協力、責任、参画などに対する意欲をもち、健康・安全を確保

して学習に主体的に取り組もうとする。 

行動観察 

体育日誌 

体育週番 

思考 

判断 

生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現を目指して、自己

や仲間の課題に応じた運動を継続するための取り組み方を工夫

している。また、自己や仲間の状況に応じて体力を高めるため

の運動を継続するための計画を工夫している。 

行動観察 

体育日誌 

体育週番 

運動の技能 

運動の合理的な実践を通して、運動の特性に応じて勝敗を競

ったり、攻防を展開したり、表現したりするための各領域の運

動の特性に応じた段階的な技能を身につけている。 

行動観察 

体育日誌 

記録会・ゲーム・試

合・発表会の結果 

知識 

理解 

選択した運動の技術の名称や行い方、体力の高め方、課題解

決の方法、練習や発表の仕方、スポーツを行う際の健康・安全

の確保の仕方についての具体的な方法、スポーツの特徴、運動

やスポーツの効果的な学習の仕方及び豊かなスポーツライフの

設計の仕方を理解している。 

行動観察 

体育日誌 

６ 担当者からの一言 
３年間の集大成として、選択制体育に取り組みます。授業の計画から授業の運営から評価までを自分たち

の手で行います。生涯スポーツにつなげるべく、楽しく安全にバラエティーに富んだ練習や競技会の運営を

学びましょう。また、受験に負けない体力と精神力を身につけ、学年全員で戦う準備をしましょう。 
 



平成３１年度シラバス（ 英語 ）     学番６１ 新潟県立柏崎高等学校 
教科（科目） コミュニケーション英語Ⅲ 単位数 ５ 学年（コース） ３年普通科(文系) 
使用教科書 WORLD TREK English Communication Ⅲ（桐原書店） 
副教材等 ALL EARS vol.3（美誠社） 
１ 学習目標 
英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成するとともに、情報や考えなど

を的確に理解したり適切に伝えたりする能力を更に伸ばし、社会生活において活用できるようにする。 
２ 指導の重点 
ア．紹介や対話などを聞いて、情報や考えなどを理解したり、概要や要点をとらえたりする。 
イ．説明や物語などを読んで、速読したり精読したりするなど目的に応じた読み方をする。また、聞き

手に伝わるよう音読や暗唱を行う。 
ウ．聞いたり読んだりしたこと、学んだことや経験したことに基づき、情報や考えなどなどについて、

話し合うなどして結論をまとめる。 
エ．聞いたり読んだりしたこと、学んだことや経験したことに基づき、情報や考えなどについて、まと

まりのある文章を書く。 
３ 学習計画（ １単位時間５５分 ） 
 範囲 課 学習内容 時間 評価方法 

１
学
期 

中間考査 Reading Focus リーディングスキルの習得 59 a, b, c, d 

 期末考査 Lesson 1, 2 人生、動物 

期末考査後 Lesson 3, 4 食・歴史、貿易・国際 

２
学
期 

中間考査 Lesson 5, 6 科学技術、国際協力・医療 53 

期末考査 Lesson 7, 8 人間関係・健康、コミュニケーション 

３学

期 
学年末考査 
学年末考査後 

長文読解 まとまった分量の文を読む 48 

160 
※ a  授業中の活動   ｂ 発表    ｃ 課題の提出   ｄ 小テスト・定期考査   

４ 課題・提出物等 
定期的に配付される計画表で確認してください。 

５ 評価規準と評価方法 

評価は次の観点から行います。 

評価の観点 

および 

内容 

ア コミュニケーションへの

関心・意欲・態度 

イ 外国語表現の能力 

 

ウ 外国語理解の能力 

 

エ 言語や文化について

の知識・理解 

リズムやイントネーション、

話す速度、声の大きさなどに

注意しながら聞いたりはなし

たりする。 

内容の要点を示す語句や

文、つながりを示す語句な

どに注意しながら話したり

書いたりする。 

英文を読んだり聞いたりし

て、情報や相手が伝えたい

ことを理解する。 

 

言語やその運用について

の知識を身につけている

とともに、その背景にある

文化などを理解している。 

評価方法 a 授業中の活動 ｂ 発表  c 課題の提出 ｄ 小テスト・定期考査の観点から総合的に評価します。 

６ 担当者からの一言 
英語学習はまず毎日「読む、聞く」ことですが大切です。次のステップとして「書く、話す」ができる

ようになります。そのために、毎日必ず英語に接するようにしてください。 



平成３１年度シラバス（ 英語 ）     学番６１ 新潟県立柏崎高等学校 
教科（科目） コミュニケーション英語Ⅲ 単位数 ４ 学年（コース） ３年普通科(理系)・理数コース 
使用教科書 WORLD TREK English Communication Ⅲ（桐原書店） 
副教材等 ALL EARS vol.3（美誠社） 
１ 学習目標 
英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成するとともに、情報や考えなど

を的確に理解したり適切に伝えたりする能力を更に伸ばし、社会生活において活用できるようにする。 
２ 指導の重点 
ア．紹介や対話などを聞いて、情報や考えなどを理解したり、概要や要点をとらえたりする。 
イ．説明や物語などを読んで、速読したり精読したりするなど目的に応じた読み方をする。また、聞き

手に伝わるよう音読や暗唱を行う。 
ウ．聞いたり読んだりしたこと、学んだことや経験したことに基づき、情報や考えなどなどについて、

話し合うなどして結論をまとめる。 
エ．聞いたり読んだりしたこと、学んだことや経験したことに基づき、情報や考えなどについて、まと

まりのある文章を書く。 
３ 学習計画（ １単位時間５５分 ） 
 範囲 課 学習内容 時間 評価方法 

１
学
期 

中間考査 Reading Focus リーディングスキルの習得 47 a, b, c, d 

 期末考査 Lesson 1, 2 人生、動物 

期末考査後 Lesson 3, 4 食・歴史、貿易・国際 

２
学
期 

中間考査 Lesson 5, 6 科学技術、国際協力・医療 43 

期末考査 Lesson 7, 8 人間関係・健康、コミュニケーション 

３学

期 
学年末考査 
学年末考査後 

長文読解 まとまった分量の文を読む 38 

128 
※ a  授業中の活動   ｂ 発表    ｃ 課題の提出   ｄ 小テスト・定期考査   

４ 課題・提出物等 
定期的に配付される計画表で確認してください。 

５ 評価規準と評価方法 

評価は次の観点から行います。 

評価の観点 

および 

内容 

ア コミュニケーションへの

関心・意欲・態度 

イ 外国語表現の能力 

 

ウ 外国語理解の能力 

 

エ 言語や文化について

の知識・理解 

リズムやイントネーション、

話す速度、声の大きさなどに

注意しながら聞いたりはなし

たりする。 

内容の要点を示す語句や

文、つながりを示す語句な

どに注意しながら話したり

書いたりする。 

英文を読んだり聞いたりし

て、情報や相手が伝えたい

ことを理解する。 

 

言語やその運用について

の知識を身につけている

とともに、その背景にある

文化などを理解している。 

評価方法 a 授業中の活動 ｂ 発表  c 課題の提出 ｄ 小テスト・定期考査の観点から総合的に評価します。 

６ 担当者からの一言 
英語学習はまず毎日「読む、聞く」ことですが大切です。次のステップとして「書く、話す」ができる

ようになります。そのために、毎日必ず英語に接するようにしてください。 



平成３１年度シラバス（ 英語 ）     学番６１ 新潟県立柏崎高等学校 
教科（科目） 英語表現Ⅱ 単位数 ３ 学年（コース） ３年普通科（文系） 
使用教科書 be English Expression Ⅱ（いいずな書店） 
副教材等 大学入試システム英作文改訂版（桐原書店） 
１ 学習目標 
英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成するとともに、事実や意見など

を多様な観点から考察し、論理の展開や表現の方法を工夫しながら伝える能力を伸ばす。 
２ 指導の重点 
ア．与えられた条件に合わせて、即興で話す。また、伝えたい内容を整理して論理的に話す。 
イ．主題を決め、様々な種類の文章を書く。 
ウ．聞いたり読んだりしたこと、学んだことや経験したことに基づき、情報や考えなどをまとめ、発表

する。 また、発表されたものを聞いて、質問したり意見を述べたりする。 
エ．多様な考え方ができる話題について、立場を決めて意見をまとめ、相手を説得するために意見を述

べ合う。 
３ 学習計画（ １単位時間５５分 ） 
 範囲 課 学習内容 時間 評価方法 

１
学
期 

中間考査 パラグラフを書

いてみよう 「描写・説明」のバラグラフ 13 a, b, c, d 

期末考査 パラグラフを書

いてみよう 「比較・対照」のパラグラフ 15 a, b, c, d 

期末考査後 パラグラフを書

いてみよう 「因果関係」のパラグラフ 9 a, b, c, d 

２
学
期 

中間考査 パラグラフを書

いてみよう 
「問題解決」のパラグラフ 16 a, b, c, d 

期末考査 英作文問題集 多様な英文を書く 19 a, b, c, d 

期末考査後 英作文問題集 多様な英文を書く 8 a, b, c, d 

３学

期 
学年末考査 
学年末考査後 英作文問題集 多様な英文を書く 16 a, b. c, d 

96 
※ a  授業中の活動   ｂ 発表    ｃ 課題の提出   ｄ 小テスト・定期考査                                                 

 
４ 課題・提出物等 
定期的に配付される予定表で確認してください。また、システム英作文を定期的に使用します。 

 

５ 評価の観点と評価方法 

評価は次の観点から行います。 

評価の観点 

および 

内容 

ア コミュニケーションへの

関心・意欲・態度 
イ 外国語表現の能力 ウ 外国語理解の能力 

エ 言語や文化について

の知識・理解 

コミュニケーションに関心を

もち、積極的に言語活動を行

い、コミュニケーションを図

ろうとする。 

外国語で話したり書いたり

して、自分の考えなどを表

現している。 

 

外国語を聞いたり読んだり

して、話し手や書き手の意

向などを理解している。 

 

外国語の学習を通じて、言語やその

運用についての知識を身につけて

いるとともに、その背景にある文化

などを理解している。 

評価方法 a 授業中の活動 ｂ 発表  c 課題の提出 ｄ 小テスト・定期考査の観点から総合的に評価します。 
 
６ 担当者からの一言 
いよいよ最終学年となりました。これまで同様、英語の家庭学習に毎日取り組んでください。たゆまぬ

努力は力となります。 



平成３１年度シラバス（ 英語 ）     学番６１ 新潟県立柏崎高等学校 
教科（科目） 英語表現Ⅱ 単位数 ２ 学年（コース） ３年普通科（理系）、理数コース 
使用教科書 be English Expression Ⅱ（いいずな書店） 
副教材等 大学入試システム英作文改訂版（桐原書店） 
１ 学習目標 
英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成するとともに、事実や意見など

を多様な観点から考察し、論理の展開や表現の方法を工夫しながら伝える能力を伸ばす。 
２ 指導の重点 
ア．与えられた条件に合わせて、即興で話す。また、伝えたい内容を整理して論理的に話す。 
イ．主題を決め、様々な種類の文章を書く。 
ウ．聞いたり読んだりしたこと、学んだことや経験したことに基づき、情報や考えなどをまとめ、発表

する。 また、発表されたものを聞いて、質問したり意見を述べたりする。 
エ．多様な考え方ができる話題について、立場を決めて意見をまとめ、相手を説得するために意見を述

べ合う。 
３ 学習計画（ １単位時間５５分 ） 
 範囲 課 学習内容 時

間 
評価方

法 

１
学
期 

中間考査 パラグラフを書

いてみよう 
「描写・説明」のバラグラフ 8 a, b, c, d 

期末考査 パラグラフを書

いてみよう 
「比較・対照」のパラグラフ 10 a, b, c, d 

期末考査後 パラグラフを書

いてみよう 
「因果関係」のパラグラフ 5 a, b, c, d 

２
学
期 

中間考査 パラグラフを書

いてみよう 
「問題解決」のパラグラフ 11 a, b, c, d 

期末考査 英作文問題集 多様な英文を書く 14 a, b, c, d 

期末考査後 英作文問題集 多様な英文を書く 5 a, b, c, d 

３学

期  英作文問題集 多様な英文を書く 11 a, b. c, d 

64 
※ a  授業中の活動   ｂ 発表    ｃ 課題の提出   ｄ 小テスト・定期考査                                                 

 
４ 課題・提出物等 
定期的に配付される予定表で確認してください。また、システム英作文を定期的に使用します。 

 

５ 評価の観点と評価方法 

評価は次の観点から行います。 

評価の観点 

および 

内容 

ア コミュニケーションへの

関心・意欲・態度 
イ 外国語表現の能力 ウ 外国語理解の能力 

エ 言語や文化について

の知識・理解 

コミュニケーションに関心を

もち、積極的に言語活動を行

い、コミュニケーションを図

ろうとする。 

外国語で話したり書いたり

して、自分の考えなどを表

現している。 

 

外国語を聞いたり読んだり

して、話し手や書き手の意

向などを理解している。 

 

外国語の学習を通じて、言語やその

運用についての知識を身につけて

いるとともに、その背景にある文化

などを理解している。 

評価方法 a 授業中の活動 ｂ 発表  c 課題の提出 ｄ 小テスト・定期考査の観点から総合的に評価します。 
 
６ 担当者からの一言 
いよいよ最終学年となりました。これまで同様、英語の家庭学習に毎日取り組んでください。たゆまぬ

努力は力となります。 



平成３１年度シラバス（ 英語 ） 
学番６１ 新潟県立柏崎高等学校 

 
教科（科目） 英語（英語探究） 単位数 ２ 学年（コース） ３学年普通科 
使用教科書 WORLD TREK English Communication Ⅲ（桐原書店） 

be English Expression Ⅱ（いいずな書店） 
副教材等  
 
１ 学習目標 
・表現活動の基礎となる、文法や構文の知識の確認や定着を図る。 
・和文英訳やテーマ英作文を通して、英語を使った表現力を養い、自分の考えや意見を述べることがで

きるようになることを目指す。 
 
２ 指導の重点 
ア．２年生までに学んだ、文法や構文の知識を確認し、重要例文や基本的表現などを定着させる。 
イ．和文英訳や語句整序の活動により、英語を使った表現力を身に付ける。 
ウ．与えられた話題・テーマ、また他者の意見に対して、文のつながりや段落構成に気を付けて、自分

の考えをまとめたり、意見を英語で表現したりする力を養う。 
 
３ 学習計画（ １単位時間５５分 ） 
 単     元 学  習  内  容 時間 評価方法 
１学期 英文法・構文の確認 

 
英文法・構文の確認 
和文英訳、長文英作文・グループ発表 

２４ a.b.c.d 

２学期 英語表現の確認 
 

内容表現英作文・長文英作文 
自由英作文・意見発表 

２８ a.b.c.d 

３学期 英語による自己表現 
評価活動 

長文英作文・自由英作文 
評価 

１２ a.b.c.d 

 ６４ 
※ a 授業中の活動 ｂ 発表 ｃ 課題の提出  ｄ 小テスト・定期考査  
                                                 

４ 課題・提出物等 
定期的に配布される計画表で確認してください。 

 

５ 評価の観点と評価方法 

評価は次の観点から行います。 

 コミュニケーショへ 
の関心・意欲・態度 

外国語表現の能力 
 

外国語理解の能力 
 

言語や文化について

の知識・理解 

観点 

コミュニケーションに関

心をもち、積極的に自己表

現活動に取り組むことが

できる。 

文法や構文の知識をも

とに、概ね正確な英文を

書くことができる。 

与えられた話題や他者

の意見に対して、論理的

に自分の意見を英語で

表現することができる。 

文化的背景や考え方の

違いを理解し、適切な方

法で自分の意見を表現

することができる。 
評価方法 上記 a～ｄの観点から総合的に評価します。 

 
６ 担当者からの一言 
英語学習は、毎日読む、聞くことですが大切です。次のステップとして書く、話すができるようになり

ます。そのためには、継続した地道な努力が必要なことは言うまでもありません。 


