
使 用 教 科 書 高等学校　新編言語文化（第一学習社）

副 教 材 等 「常用漢字　オールクリア四訂版」（尚文出版）

国語（言語文化）

履 修 単 位 ２単位 学 年 ２年

学 科 コ ー ス 商業科　　 区 分 必修　・　選択

３．科目を通した評価の観点と評価方法 

評
価
方
法

授業態度　発問評価　学習課題
集の提出　定期考査

指名音読　話し合い　調査とま
とめ　発表･報告

リフレクションシート　ポート
フォリオ

上に示す観点に基づいて，学習のまとまり（単元）ごとに評価し，学年末に５段階の評定にまとめます。学
習内容に応じて，それぞれの観点を適切に配分し，評価します。

観点 知識・技能（技術） 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

観
点
の
趣
旨

生涯にわたる社会生活に必要な
国語の知識や技能を身に付けて
いるとともに、我が国の言語文
化に対する理解を深めている。
実社会に必要な国語の知識や技
能を身に付けている。

「書くこと」、「読むこと」の
各領域において、論理的に考え
る力や深く共感したり豊かに想
像したりする力を伸ばし、他者
との関わりの中で伝え合う力を
高め、自分の思いや考えを広げ
たり深めたりしている。

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

２．授業を受けるにあたってのアドバイス

・授業の最初に毎時間，漢字の小テストを行います。小テストは必ず予習をして挑みましょう。自分の知識を積み重ねることや学習習慣
を身に付けることにつながります。
・(予習)授業を受ける前は，毎時間，教科書を読んでおきましょう。その際，声に出して読むと苦手な漢字や分からない語句がでてきま
すので，その都度マークしながら，辞書などを用いて調べノートに記述しておくと，授業にスムーズに入ることができます。
・(授業)言語文化の授業とは，教材を一緒に読みながら，クラスメートや先生とともにさまざまなことを感じたり考えたりする時間で
す。自分の思考等を恐れずに積極的に言葉にしましょう。
・(復習)授業を受けた後，分からなかったり気づいたりしたことはノートに再度，記述しておきましょう。そして次回，必ず質問などを
して聞き，分からないままにしないでおくことが大切です。授業の中で気づいたこと(感動したこと)は，さらに自分の知識を深めること
ができる大切なポイントです。インターネットや図書館などを用いて，関連する論文や書籍を読むとともに，自分で調べたものをクラス
の仲間や先生に伝えることも理解を深めるうえでとても大切です。
・日頃から読書をする習慣を身に付けましょう。さまざまな本を読むことで，自分の考えや思いを広げたり深めたりすることができま
す。

１．科目を通した学習内容と学習目標

言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で的確に理解し効果的に表現する資質・能力を次のとおり育成することを目
指す。
(1) 生涯にわたる社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに、我が国の言語文化に対する理解を深めることができるよう
にする。
(2) 論理的に考える力や深く共感したり豊かに想像したりする力を伸ばし、他者との関わりの中で伝え合う力を高め、自分の思いや考え
を広げたり深めたりすることができるようにする。
(3) 言葉がもつ価値への認識を深めるとともに、生涯にわたって読書に親しみ自己を向上させ、我が国の言語文化の担い手としての自覚
をもち、言葉を通して他者や社会に関わろうとする態度を養う。



４．年間を通した学習計画

（より詳細な「学習内容・ねらい」・「評価の観点・評価方法」等については，各単元の最初の授業等で説明します。）

知
技

思
判
表

態
度

・作品に表れているものの見方や
考え方を捉え、内容を解釈する。

・「私」と周囲との意識のずれが
何から生じているのかを捉えなが
ら、「私」の心情の動きを読み取
る。
・小説という文章の種類を踏まえ
て、内容や構成、展開などを的確
に捉える。
・作品に表れているものの見方、
感じ方、考え方を捉え、内容を解
釈する。

○

・登場人物の行動や心理を粘り強
く読み解き、内容や展開を捉えよ
うとしている。
・叙述された状況や心情を捉え、
学習課題に沿って、異なる視点か
ら一部を書き換えようとしてい
る。

・叙述を基に主人公の心情を捉
え、学習課題に沿って説明しよう
としている。
・叙述された状況や心情を捉え、
学習課題に沿って、異なる視点か
ら一部を書き換えようとしてい
る。

○

・本文中に登場する、我が国の言
語文化に特徴的な語句の量を増や
し、それらの文化的背景を理解
し、語感を磨き語彙を豊かにして
いる。
・古典の世界に親しむために、古
典を読むために必要な文語のきま
りや古典特有の表現などについて
理解を深めている。

・語句の量を増やし、語彙を豊か
にする。
・「歴史の窓」と読み合わせて、
作品の歴史的・文化的背景を理解
する。
・主として助動詞について、文語
のきまりを理解する。

○

・作者の関心事を自由につづった
文章を読んで、古文に表れたもの
の見方・考え方の一端に触れてい
る。
・随筆という文章の種類を踏まえ
て、内容や展開を的確に捉え、解
釈している。

・作者の関心事を自由につづった
文章を読んで、古文に表れたもの
の見方・考え方の一端に触れる。
・随筆という文章の種類を踏まえ
て、内容や展開を的確に捉える。
・作品に表れているものの見方や
考え方を捉え、内容を解釈する。

○

・本文中に表れた作者の教訓を積
極的に読み取り、考えたことを伝
え合おうとしている。

・章段の構成・展開や表現の仕方
などの特徴を理解し、学習の見通
しをもって評価しようとしてい
る。
・本文中に表れた教訓を積極的に
読み取り、学習課題に沿って、考
えたことを伝え合おうとしてい
る。

○

知識・技能＝【知技】　思考・判断・表現＝【思判表】　主体的に学習に取り組む態度＝【態度】

備考

主な評価の観点

学期 単元の学習内容 単元の学習目標（ねらい） 単元の評価規準

○
本文中に登場する主な常用漢字や
語句・語彙、その文化的背景を理
解している。

一
学
期

【小説】
よろこびの歌

・常用漢字を文や文章の中で活用
する。
・語句の量を増やし、語彙を豊か
にする。
・読書の意義と効用を理解する。

【随筆を読む】
仁和寺にある法師

３．科目を通した評価の観点と評価方法 

評
価
方
法

授業態度　発問評価　学習課題
集の提出　定期考査

指名音読　話し合い　調査とま
とめ　発表･報告

リフレクションシート　ポート
フォリオ

上に示す観点に基づいて，学習のまとまり（単元）ごとに評価し，学年末に５段階の評定にまとめます。学
習内容に応じて，それぞれの観点を適切に配分し，評価します。

観点 知識・技能（技術） 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

観
点
の
趣
旨

生涯にわたる社会生活に必要な
国語の知識や技能を身に付けて
いるとともに、我が国の言語文
化に対する理解を深めている。
実社会に必要な国語の知識や技
能を身に付けている。

「書くこと」、「読むこと」の
各領域において、論理的に考え
る力や深く共感したり豊かに想
像したりする力を伸ばし、他者
との関わりの中で伝え合う力を
高め、自分の思いや考えを広げ
たり深めたりしている。

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



・本文中に登場する、我が国の言
語文化に特徴的な語句の量を増や
し、それらの文化的背景を理解
し、語感を磨き語彙を豊かにして
いる。
・古典の世界に親しむために、古
典を読むために必要な文語のきま
りや古典特有の表現などについて
理解を深めている。

・語句の量を増やし、語彙を豊か
にする。
・「歴史の窓」と読み合わせて、
作品の歴史的・文化的背景を理解
する。
・主として助動詞について、文語
のきまりを理解する。

○

・当時の人々の生活感覚を反映し
た文章を読んで、古文に表れたも
のの見方・考え方の一端に触れて
いる。
・随筆という文章の種類を踏まえ
て、内容や展開を的確に捉え、解
釈している。

・当時の人々の生活感覚を反映し
た文章を読んで、古文に表れたも
のの見方・考え方の一端に触れ
る。
・随筆という文章の種類を踏まえ
て、内容や展開を的確に捉える。
・作品に表れているものの見方や
考え方を捉え、内容を解釈する。

○

・学習の見通しをもって随筆のさ
まざまな文体や取り上げられた対
象に触れ、進んで解釈を深めよう
としている。

・学習の見通しをもって随筆のさ

まざまな文体や取り上げられた対

象に触れ、進んで解釈を深めよう

としている。

・作品に表れたものの見方・考え

方や美意識を積極的に理解し、学

習課題に沿って自分の考えを伝え

合おうとしている。

○

・繰り返し音読し、積極的に詩の
リズムを理解しようとしている。
・「僕」の理解したイメージを自
分事として共有し、考えたことを
積極的に話し合おうとしている。

・繰り返し音読し、積極的に詩の
リズムを理解しようとしている。
・「僕」の理解したイメージを自
分事として共有し、考えたことを
積極的に話し合おうとしている。

○

・本文中に登場する主な常用漢字
や語句・語彙、その文化的背景を
理解している。

・常用漢字を文や文章の中で活用
する。
・語句の量を増やし、語彙を豊か
にする。

○

・主人公と男子二人の人物像を会
話や動作から丁寧に把握し、人と
の関係が主人公にもたらした心情
の変化を読み取っている。

・主人公と男子二人の人物像を会
話や動作から丁寧に把握し、人と
の関係が主人公にもたらした心情
の変化を読み取る。
・小説という文章の種類を踏まえ
て、内容や構成、展開などを的確
に捉える。
・作品に表れているものの見方、
感じ方、考え方を捉え、内容を解
釈する。

○

・登場人物の行動や心理を粘り強
く読み解き、内容や展開を捉えよ
うとしている。

・常用漢字を文や文章の中で活用
する。
・語句の量を増やし、語彙を豊か
にする。

○

二
学
期

一
学
期

・散文詩に親しみ、「I was
born」という言葉がどのようなイ
メージで捉えられているかを読み
取る。

・「僕」「父」の心情など、作品
に表れているものの見方や考え方
を捉え、内容を解釈する。

【随筆】
はしたなきもの

・我が国の言語文化に特徴的な表現の技法とその効果について理解している。

・散文詩に親しみ、「I was born」とい
う言葉がどのようなイメージで捉えられ
ているかを読み取っている。

○

【小説】

ほねとたね

【詩の楽しみ】
I was born

○



・表現の技法とその効果について
理解している。
・我が国の言語文化の特質や我が
国の文化と外国の文化との関係に
ついて理解している。
・古典の世界に親しむために、古
典を読むために必要な訓読のきま
り、古典特有の表現などについて
理解を深めている。

・作品の歴史的・文化的背景を理
解する。
・漢詩のきまりを理解する。 ○

・表現や技法（押韻や対句）に留
意して漢詩を鑑賞し、古代中国の
人々がどのような思いを詩に表し
たかを読み取っている。

・表現や技法（押韻や対句）に留
意して漢詩を鑑賞し、古代中国の
人々が自然や人事に向けた思いを
読み取る。
・作品に表れているものの見方や
考え方を捉え、内容を解釈する。

○

・粘り強く漢詩を読み比べ、よま
れた情景や心情を説明しようとし
ている。

・漢詩のきまりを進んで理解し、
学習の見通しをもって漢詩を鑑賞
しようとしている。
・粘り強く漢詩を読み比べ、よま
れた情景や心情を説明しようとし
ている。

○

・我が国の言語文化に特徴的な表
現の技法とその効果について理解
している。

・我が国の言語文化に特徴的な、
俳句の表現の技法とその効果につ
いて理解する。

○

・我が国の伝統文化の一つである
俳句の鑑賞の仕方を理解し、近現
代を代表する俳人の作品を味わっ
ている。

・我が国の伝統文化の一つである
俳句の鑑賞のしかたを理解し、近
代を代表する俳人の作品を味わ
う。
・作品に表れているものの見方や
考え方を捉え、内容を解釈する。

○

・俳句の形式や表現を進んで理解
し、学習の見通しをもって俳句文
芸に親しもうとしている。
・作品に表れている情景や心情を
鑑賞し、自分のものの見方、感じ
方を積極的に豊かにしようとして
いる。

・俳句の形式や表現を進んで理解
し、学習の見通しをもって俳句文
芸に親しもうとしている。
・作品に表れている情景や心情を
鑑賞し、自分のものの見方、感じ
方を豊かにしようとしている。

○

・本文中に登場する主な常用漢字
や語句・語彙、その文化的背景を
理解している。

・常用漢字を文や文章の中で活用
する。
・語句の量を増やし、語彙を豊か
にする。

○

・作品に含まれる寓意を理解し、
主人公の置かれた状況から生じる
心理や行動をもとに人間の生き方
を考えている。

・作品に含まれる寓意を理解し、
主人公の置かれた状況から生じる
心理や行動をもとに人間の生き方
を考える。
・小説という文章の種類を踏まえ
て、内容や構成、展開などを的確
に捉える。
・作品に表れているものの見方、
感じ方、考え方を捉え、内容を解
釈する。

○

・登場人物の行動や心理を粘り強
く読み解き、内容や展開を捉えよ
うとしている。
・冒頭の一文が果たす役割を文脈
の中で捉え、考えたことを積極的
に発表しようとしている。

・冒頭の一文が果たす役割を文脈
の中で捉え、考えたことを積極的
に発表しようとしている。
・作品の寓意を積極的に理解し、
「生きる」ことについて考えたこ
とを進んで発表しようとしてい
る。

○

三
学
期

【俳句】
手鞠唄

【小説を読む】

よだかの星

二
学
期

【唐詩の世界】

静夜思

送元二使安西

春望


