
教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

国語・国語総合 1 5
改訂版　高等学校　国語総合

（数研出版 ）

国語図説四訂版（京都書房）
解析古典文法三訂版　（桐原書店）
漢文必携四訂版　     （桐原書店）

科目の概要
と目標

単元

随想

古文入門

小説（一）

漢文 ・入門

・故事

評論（一）

随筆（一）

詩

評論（二）

歌物語 ・伊勢物語

小説（二）

史伝 ・管鮑之交
・晏子之御

評論（二）

日記文学 ・土佐日記

唐詩

短歌と俳句

和歌

小説（三）

古文
軍記物語

評論（四）

漢文

・平家物語 ・「祇園精舎」を音読し、和漢混交文の特徴をつかむ。
・諸行無常・盛者必衰の思想を理解する。
・敬語について理解する。

・自分と向き合う ・指示語がさす内容を正確に読み取り、評論文の読解方法を学ぶ。
・哲学に関する文章を読み、「自己」の問題を考える契機とする。

・水の東西 ・論理的な思考によってものを見る視点が変わることを理解する。
・東西の文化やものの考え方の違いに気づく。

・「わらしべ長者」の
　　　　　　　　経済学

・短歌や俳句独特の表現技法を理解し、心情や情景を詠み味わう。
・創作を通して、自分の思いを表現する方法を学ぶ。

・登場人物の心情やものの感じ方に思いを至らせ、感性を養う。
・小説の主題を自己の問題としてとらえる。

・音読により近代詩・現代詩に親しむ。
・表現上の特徴を理解し、それぞれの詩の世界を想像する。

・人と人が出会う手順
・言葉のちぐはく

・小説家の随想を読むことで短い時間で優れた文章表現に触れる。
・日常的な場面に即して、ものの本質や社会を見る力を養う。

・歴史的仮名遣い、古語と現代語の違いを理解する。
・古語辞典の使い方を習得し、動詞の活用について学ぶ。
・話のおもしろさを理解する。

・簡潔な文体で書かれた小説を読み味わう。
・主人公の心情や情景、主題について考える。

・富嶽百景

・旅する本

・ものとことば ・例示と意見による、文章の論理的な構成を理解する。
・問題提起と発展的考察の関係を読み解く。
・近代言語学の基礎を学ぶ。

・朧化表現や諧謔表現を通して「土佐日記」の文学的な特徴を知る。
・助動詞、助詞の意味・用法を理解して、解釈をする。

・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。

平成29年度　国語総合　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　２1　富山県立水橋高等学校

学習内容 到達度目標

・児のそら寝
・検非違使忠明

・徒然草

・羅生門 ・短編小説のおもしろさを味わい、鑑賞の仕方を学ぶ。
・優れた描写・効果的な表現を学び、想像力・感受性を豊かにする。

・漢文の基本構造を理解し、訓点のきまりを踏まえて音読する。
・訓点に従い、書き下し文を書く。
・漢文の句形を学び、意味を理解して口語訳の仕方を学ぶ。
・故事成語の由来を知り、知識を深める。

・詩に表現された作者の心情を理解する。
・「論語」における「学問」「仁」「政治」についての考え方を理解する。
・孔子の思想が、現代においてどのような意味を持っているかを考える。

・唐詩
・孔子と論語

・随筆の特徴を理解し、作者の思想や感情を読み取る
・用言の活用を学ぶ。

・万葉集
・古今和歌集
・新古今和歌集

・優れた和歌に親しみ、ものの考え方や心情を理解する。
・和歌の修辞技法や各時代の表現上の特色を知る。

・結論部に説得力を持たせた論の展開の仕方を学ぶ。
・身近な例から経済学的な発想に興味を持つ。

・「みやび」の精神が平安文学を支えるものであったことを理解する。
・「歌物語」の特徴を理解する。
・助動詞・助詞の種類、意味、用法について理解する。

・脚注や漢和辞典を利用し、全体の内容を理解し訳す。
・仮定形、選択形、比較形、抑揚形などの句法を理解する。
・登場人物の考え方・生き方を考える。

・唐詩のきまりについて、理解する。
・詩に表現された作者の心情を背景とともに理解する。

・六月
・Ｉ　was  born



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

地理歴史・地理Ｂ 2（体育） 3 新詳地理Ｂ（帝国書院） フォトグラフィア地理図説2017

科目の概要
と目標

単元
【自然環境】
・世界の地形

・世界の気候

・日本の自然の特
徴と人々の生活

・環境問題

【資源と産業】
・世界の農林水産
業

・食料問題

・世界のエネル
ギー・鉱産資源
・資源・エネルギー
問題

・世界の工業

・第３次産業

・世界を結ぶ
交通・通信

・世界の貿易と経
済圏

【人口村落都市】
・世界の人口
・人口問題

・村落と都市
・都市と村落問題

・世界で起きている食糧問題について、先進国と発展途上国を比較しながら理解することがで
き、その解決策を考察することができる。
・日本で起きている食糧問題について、理解することができる。

世界の交通網や情報の
通信の発達について理
解する。

・各交通手段の特質を比較しながら理解する。
・情報の発達により、世界が一体化していること、情報格差の問題について、理解する。

世界および日本の消費・
余暇活動の現状と課題を
考察する。

日本の地形や気候の特
徴と自然災害の特徴を理
解するとともに開発のあ
り方を考察する。

農業地域区分ごとに現代
世界の農牧業の現状と
課題を大観し、世界の中
での日本の農業の課題
を考察する。

世界のエネルギー・鉱産
資源の現状と課題および
日本の資源問題を考察
する。

工業の発達や立地、世界
の工業地域を大観し、世
界の工業の現状と課題
および日本の工業の課
題を考察する。

世界や日本の環境問題
やその対策を理解すると
ともに環境保全のあり方
を考察する。

世界で食料問題が発生
する要因を理解し、解決
策を考察する。

世界の地形について、営
力的分類から大観し、そ
れぞれの地形の特徴と
災害と恩恵など人間生活
への影響を考察する。

世界の気候について、そ
の成り立ちを大観し、そ
れぞれの気候区の特徴
と農業など人間生活への
影響を考察する。

貿易による国際分業の進
展、経済連携、日本の貿
易の現状について理解す
る。

・世界の人々の生活・文化に関する地域的特色とその動向を、自然環境および社会環境と関連づけて理解させ、世界と日
本を比較し多面的に考察させることによって、地理的な見方や考え方を培い、国際社会に生きる日本人としての自覚と資
質を養う。
・グローバル化した現代にあって、地理を学ぶ意義は増しており、特に地球的な課題（人口問題、食料問題、環境問題、資
源・エネルギー問題、民族対立、地域紛争）の現状とその解決に向けた方策を探り、共生社会の一員としての理解を深め
る。

学習内容 到達度目標
・内的営力（プレートテクトニクス・地体構造）、外的営力（侵食輪廻・平野・山地・台地・海岸の地
形）、特殊な営力（氷河・カルスト・乾燥）の各営力によって形成された地形の成因と特徴を知
る。
・各地形と人々の生活の関わりについて理解する。
・地形図を含めた資料や情報を系統的に追求する技能が身についている。

・日本列島の地体構造や地形の特徴を理解する。
・日本の気候の季節変化（春夏秋冬・梅雨・秋霖・台風）とその要因を理解する。
・日本の自然災害とその対策について考察し、開発のあり方を考える。

・各農業地域（自給的農業・商業的農業・企業的農業）の分布と特徴を理解する。
・農業は自然環境の影響を強く受けると同時に、現代では社会条件（貿易・流通）の影響も強く
受けていることを理解する。
・米と小麦について、栽培条件や生産地域の違いを認識する。
・日本の農業の特色を世界の農業と比較して理解する。
・農業を取り巻く世界情勢の変化に対して、日本の農業がどのように対応しているかを把握し、
日本の農業の抱える問題点を理解する。
・世界・日本の水産業の現状を知り、問題点や課題について考察する。

・環境問題がどこで起きているか理解する。
・環境問題の種類と原因について理解し、その対策を考察する。
・日本の環境問題について、理解する。

・貿易の発展による国際分業化を理解し、地域間格差について理解する。
・各国の経済連携について、理解する。
・日本の貿易の課題について理解し、解決策を考察する。

世界の人口分布につい
て理解する。
世界の人口問題につい
て先進国と発展途上国を
比較しながら考察する。

・地図や統計から世界の人口分布の偏りや人口ピラミッドから人口構成を読み取る技能を身に
つける。
・人口問題を先進国と発展途上国を比較しながら解決策について考えを持つ。
・日本の人口問題について理解し、解決策について考察する。

平成２９年度 地理Ｂ シラバス 　         　　　　　                         ２１  富山県立水橋高等学校

・気候の三要素（気温・降水・風）の特徴を人間生活との関わりから理解する。
・各気候区（熱帯・温帯・亜寒帯・乾燥帯・寒帯）の特徴とその成因を理解し、気候が人間生活に
及ぼす影響など、気候と人間生活との関わりを理解する。
・雨温図やハイサーグラフ、写真資料や紀行文などの情報を系統的に追求する技能をつける。

・集落はどのようなところに立地し、どのように発達してきたかについて理解する。
・村落の形態と発達史について理解する。
・都市の発達と機能について理解する。
・大都市への一極集中や発展途上国の人口の都市集中の現状を知る。

村落・都市の立地や発
達・機能を大観し、日本
の都市の特徴を考察す
る。

・モータリゼーションの進展が人々の行動圏を広げ、消費行動や余暇活動に大きな変化が生じ
てきていることを理解する。
・日本にアメリカ型の消費行動や消費形態が普及し、商店街など地域に変化が生じてきている
ことを理解する。
・ヨーロッパと日本の余暇活動を比較することによって、労働のあり方についても考察する。

・エネルギー資源（石炭・」石油・天然ガス・電力）、鉱産資源（鉄鉱石・銅鉱石・ボーキサイトな
ど）の分布の特色、産出と消費について理解する。
・エネルギー・鉱産資源の開発のあり方について、環境問題と関連づけて考察できる。
・日本はエネルギー・鉱産資源のほとんどを外国からの輸入に頼っている現状を知り、今後のエ
ネルギーのあり方について考察する。

・工業の発達、立地条件、業種別工業（繊維・機械・自動車・石油化学・鉄鋼・ITなど）の特色を
理解する。
・世界各地（先進工業国・新興工業国・BRICs）の工業の現状を把握する。
・工業製品の生産と流通について、グローバル化や産業の空洞化の現状についても理解する。
・日本の工業の変遷と現状を把握し、今後の課題について考察する。



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

地理歴史・地理Ｂ 2（理系） 2 新詳地理Ｂ（帝国書院） フォトグラフィア地理図説2017

科目の概要
と目標

単元
【自然環境】
・世界の地形

・世界の気候

・日本の自然の特
徴と人々の生活

・環境問題

【資源と産業】
・世界の農林水産
業

・食料問題

・世界のエネル
ギー・鉱産資源
・資源・エネルギー
問題

・世界の工業

・第３次産業

・世界を結ぶ
交通・通信

・世界の貿易と経
済圏

【人口村落都市】
・世界の人口
・人口問題

・村落と都市
・都市と村落問題

・貿易の発展による国際分業化を理解し、地域間格差について理解する。
・各国の経済連携について、理解する。
・日本の貿易の課題について理解し、解決策を考察する。

世界の人口分布につい
て理解する。
世界の人口問題につい
て先進国と発展途上国を
比較しながら考察する。

・地図や統計から世界の人口分布の偏りや人口ピラミッドから人口構成を読み取る技能を身に
つける。
・人口問題を先進国と発展途上国を比較しながら解決策について考えを持つ。
・日本の人口問題について理解し、解決策について考察する。

平成２９年度 地理Ｂ シラバス 　         　　　　　                         ２１  富山県立水橋高等学校

・気候の三要素（気温・降水・風）の特徴を人間生活との関わりから理解する。
・各気候区（熱帯・温帯・亜寒帯・乾燥帯・寒帯）の特徴とその成因を理解し、気候が人間生活に
及ぼす影響など、気候と人間生活との関わりを理解する。
・雨温図やハイサーグラフ、写真資料や紀行文などの情報を系統的に追求する技能をつける。

・集落はどのようなところに立地し、どのように発達してきたかについて理解する。
・村落の形態と発達史について理解する。
・都市の発達と機能について理解する。
・大都市への一極集中や発展途上国の人口の都市集中の現状を知る。

村落・都市の立地や発
達・機能を大観し、日本
の都市の特徴を考察す
る。

・モータリゼーションの進展が人々の行動圏を広げ、消費行動や余暇活動に大きな変化が生じ
てきていることを理解する。
・日本にアメリカ型の消費行動や消費形態が普及し、商店街など地域に変化が生じてきているこ
とを理解する。
・ヨーロッパと日本の余暇活動を比較することによって、労働のあり方についても考察する。

・エネルギー資源（石炭・」石油・天然ガス・電力）、鉱産資源（鉄鉱石・銅鉱石・ボーキサイトな
ど）の分布の特色、産出と消費について理解する。
・エネルギー・鉱産資源の開発のあり方について、環境問題と関連づけて考察できる。
・日本はエネルギー・鉱産資源のほとんどを外国からの輸入に頼っている現状を知り、今後のエ
ネルギーのあり方について考察する。

・工業の発達、立地条件、業種別工業（繊維・機械・自動車・石油化学・鉄鋼・ITなど）の特色を
理解する。
・世界各地（先進工業国・新興工業国・BRICs）の工業の現状を把握する。
・工業製品の生産と流通について、グローバル化や産業の空洞化の現状についても理解する。
・日本の工業の変遷と現状を把握し、今後の課題について考察する。

世界の地形について、営
力的分類から大観し、そ
れぞれの地形の特徴と災
害と恩恵など人間生活へ
の影響を考察する。

世界の気候について、そ
の成り立ちを大観し、そ
れぞれの気候区の特徴と
農業など人間生活への
影響を考察する。

貿易による国際分業の進
展、経済連携、日本の貿
易の現状について理解す
る。

・世界の人々の生活・文化に関する地域的特色とその動向を、自然環境および社会環境と関連づけて理解させ、世界と日
本を比較し多面的に考察させることによって、地理的な見方や考え方を培い、国際社会に生きる日本人としての自覚と資
質を養う。
・グローバル化した現代にあって、地理を学ぶ意義は増しており、特に地球的な課題（人口問題、食料問題、環境問題、資
源・エネルギー問題、民族対立、地域紛争）の現状とその解決に向けた方策を探り、共生社会の一員としての理解を深め
る。

学習内容 到達度目標
・内的営力（プレートテクトニクス・地体構造）、外的営力（侵食輪廻・平野・山地・台地・海岸の地
形）、特殊な営力（氷河・カルスト・乾燥）の各営力によって形成された地形の成因と特徴を知る。
・各地形と人々の生活の関わりについて理解する。
・地形図を含めた資料や情報を系統的に追求する技能が身についている。

・日本列島の地体構造や地形の特徴を理解する。
・日本の気候の季節変化（春夏秋冬・梅雨・秋霖・台風）とその要因を理解する。
・日本の自然災害とその対策について考察し、開発のあり方を考える。

・各農業地域（自給的農業・商業的農業・企業的農業）の分布と特徴を理解する。
・農業は自然環境の影響を強く受けると同時に、現代では社会条件（貿易・流通）の影響も強く
受けていることを理解する。
・米と小麦について、栽培条件や生産地域の違いを認識する。
・日本の農業の特色を世界の農業と比較して理解する。
・農業を取り巻く世界情勢の変化に対して、日本の農業がどのように対応しているかを把握し、
日本の農業の抱える問題点を理解する。
・世界・日本の水産業の現状を知り、問題点や課題について考察する。

・環境問題がどこで起きているか理解する。
・環境問題の種類と原因について理解し、その対策を考察する。
・日本の環境問題について、理解する。

・世界で起きている食糧問題について、先進国と発展途上国を比較しながら理解することがで
き、その解決策を考察することができる。
・日本で起きている食糧問題について、理解することができる。

世界の交通網や情報の
通信の発達について理
解する。

・各交通手段の特質を比較しながら理解する。
・情報の発達により、世界が一体化していること、情報格差の問題について、理解する。

世界および日本の消費・
余暇活動の現状と課題を
考察する。

日本の地形や気候の特
徴と自然災害の特徴を理
解するとともに開発のあ
り方を考察する。

農業地域区分ごとに現代
世界の農牧業の現状と
課題を大観し、世界の中
での日本の農業の課題
を考察する。

世界のエネルギー・鉱産
資源の現状と課題および
日本の資源問題を考察
する。

工業の発達や立地、世界
の工業地域を大観し、世
界の工業の現状と課題お
よび日本の工業の課題を
考察する。

世界や日本の環境問題
やその対策を理解すると
ともに環境保全のあり方
を考察する。

世界で食料問題が発生
する要因を理解し、解決
策を考察する。



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

地理歴史・地理Ｂ 2（文系） 4 新詳地理Ｂ（帝国書院） フォトグラフィア地理図説2017

科目の概要
と目標

単元
【自然環境】
・世界の地形

・世界の気候

・日本の自然の特
徴と人々の生活

・環境問題

【資源と産業】
・世界の農林水産
業

・食料問題

・世界のエネル
ギー・鉱産資源
・資源・エネルギー
問題

・世界の工業

・第３次産業

・世界を結ぶ
交通・通信

・世界の貿易と経
済圏

【人口村落都市】
・世界の人口
・人口問題

・村落と都市
・都市と居住問題

・世界で起きている食糧問題について、先進国と発展途上国を比較しながら理解することがで
き、その解決策を考察することができる。
・日本で起きている食糧問題について、理解することができる。

世界の交通網や情報の
通信の発達について理
解する。

・各交通手段の特質を比較しながら理解する。
・情報の発達により、世界が一体化していること、情報格差の問題について、理解する。

世界および日本の消費・
余暇活動の現状と課題を
考察する。

日本の地形や気候の特
徴と自然災害の特徴を理
解するとともに開発のあ
り方を考察する。

農業地域区分ごとに現代
世界の農牧業の現状と
課題を大観し、世界の中
での日本の農業の課題
を考察する。

世界のエネルギー・鉱産
資源の現状と課題および
日本の資源問題を考察
する。

工業の発達や立地、世界
の工業地域を大観し、世
界の工業の現状と課題
および日本の工業の課
題を考察する。

世界や日本の環境問題
やその対策を理解すると
ともに環境保全のあり方
を考察する。

世界で食料問題が発生
する要因を理解し、解決
策を考察する。

世界の地形について、営
力的分類から大観し、そ
れぞれの地形の特徴と
災害と恩恵など人間生活
への影響を考察する。

世界の気候について、そ
の成り立ちを大観し、そ
れぞれの気候区の特徴
と農業など人間生活への
影響を考察する。

貿易による国際分業の進
展、経済連携、日本の貿
易の現状について理解す
る。

・世界の人々の生活・文化に関する地域的特色とその動向を、自然環境および社会環境と関連づけて理解させ、世界と日
本を比較し多面的に考察させることによって、地理的な見方や考え方を培い、国際社会に生きる日本人としての自覚と資
質を養う。
・グローバル化した現代にあって、地球的な課題（人口問題、食料問題、環境問題、資源・エネルギー問題、民族対立、地
域紛争）の現状とその解決に向けた方策を探り、共生社会の一員としての理解を深める。

学習内容 到達度目標
・内的営力（プレートテクトニクス・地体構造）、外的営力（侵食輪廻・平野・山地・台地・海岸の地
形）、特殊な営力（氷河・カルスト・乾燥）の各営力によって形成された地形の成因と特徴を知
る。
・各地形と人々の生活の関わりについて理解する。
・地形図を含めた資料や情報を系統的に追求する技能が身についている。

・日本列島の地体構造や地形の特徴を理解する。
・日本の気候の季節変化（春夏秋冬・梅雨・秋霖・台風）とその要因を理解する。
・日本の自然災害とその対策について考察し、開発のあり方を考える。

・各農業地域（自給的農業・商業的農業・企業的農業）の分布と特徴を理解する。
・農業は自然環境の影響を強く受けると同時に、現代では社会条件（貿易・流通）の影響も強く
受けていることを理解する。
・米と小麦について、栽培条件や生産地域の違いを認識する。
・日本の農業の特色を世界の農業と比較して理解する。
・農業を取り巻く世界情勢の変化に対して、日本の農業がどのように対応しているかを把握し、
日本の農業の抱える問題点を理解する。
・世界・日本の水産業の現状を知り、問題点や課題について考察する。

・環境問題がどこで起きているか理解する。
・環境問題の種類と原因について理解し、その対策を考察する。
・日本の環境問題について、理解する。

・貿易の発展による国際分業化を理解し、地域間格差について理解する。
・各国の経済連携について、理解する。
・日本の貿易の課題について理解し、解決策を考察する。

世界の人口分布につい
て理解する。
世界の人口問題につい
て先進国と発展途上国を
比較しながら考察する。

・地図や統計から世界の人口分布の偏りや人口ピラミッドから人口構成を読み取る技能を身に
つける。
・人口問題を先進国と発展途上国を比較しながら解決策について考えを持つ。
・日本の人口問題について理解し、解決策について考察する。

平成２９年度 地理Ｂ シラバス 　         　　　　　                         ２１  富山県立水橋高等学校

・気候の三要素（気温・降水・風）の特徴を人間生活との関わりから理解する。
・各気候区（熱帯・温帯・亜寒帯・乾燥帯・寒帯）の特徴とその成因を理解し、気候が人間生活に
及ぼす影響など、気候と人間生活との関わりを理解する。
・雨温図やハイサーグラフ、写真資料や紀行文などの情報を系統的に追求する技能をつける。

・集落はどのようなところに立地し、どのように発達してきたかについて理解する。
・村落の形態と発達史について理解する。
・都市の発達と機能について理解する。
・大都市への一極集中や発展途上国の人口の都市集中の現状を知る。

村落・都市の立地や発
達・機能を大観し、日本
の都市の特徴を考察す
る。

・モータリゼーションの進展が人々の行動圏を広げ、消費行動や余暇活動に大きな変化が生じ
てきていることを理解する。
・日本にアメリカ型の消費行動や消費形態が普及し、商店街など地域に変化が生じてきている
ことを理解する。
・ヨーロッパと日本の余暇活動を比較することによって、労働のあり方についても考察する。

・エネルギー資源（石炭・」石油・天然ガス・電力）、鉱産資源（鉄鉱石・銅鉱石・ボーキサイトな
ど）の分布の特色、産出と消費について理解する。
・エネルギー・鉱産資源の開発のあり方について、環境問題と関連づけて考察できる。
・日本はエネルギー・鉱産資源のほとんどを外国からの輸入に頼っている現状を知り、今後のエ
ネルギーのあり方について考察する。

・工業の発達、立地条件、業種別工業（繊維・機械・自動車・石油化学・鉄鋼・ITなど）の特色を
理解する。
・世界各地（先進工業国・新興工業国・BRICs）の工業の現状を把握する。
・工業製品の生産と流通について、グローバル化や産業の空洞化の現状についても理解する。
・日本の工業の変遷と現状を把握し、今後の課題について考察する。



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

地理歴史・地理Ｂ 3（体・文） 3 新詳地理Ｂ（帝国書院） フォトグラフィア地理図説2016

科目の概要
と目標

単元

【世界の諸地域 】
市町村規模の地
域の調査
身近な地域の調
査

国家規模の地
域の調査

州・大陸規模の
地域の調査

【グローバル化
する現代世
界】グローバル
に結びつく現
代世界

近隣諸国の研
究

地図、地域区
分でとらえる現
代世界

・身近な地域を、実際に調査してみることによって、地域調査の手法を習得し、ま
た、調査した地域を理解する。
・離れた地域で興味のある地域を調査してみることで、郷土の地域性を再認識す
る。

・アフリカ、ラテンアメリカの
課題

・地図化することによって、南北問題や南々問題をとらえる技術を身につける。
・アフリカの現状を、統計地図から理解する（モノカルチャー経済・植民地支配・国境
や民族問題）。
・ラテンアメリカの人種・民族について分布図を活用しながら、その特徴を歴史的背
景から理解する。
・ラテンアメリカの自然や産業について理解する。

・中国の自然、産業、文化（民族）・社会について理解する。
・中国と日本の共通性と異質性、交流についての関心を高め、近隣の国である中国
との今後の交流のあり方について考察する。
・ロシアの自然、産業、文化について理解する。
・特にソ連崩壊後のロシア社会の変化と日本との関係について考察する。

・予備調査、野外調査、報
告書の作成など地域調査
の方法の習得。

・韓国、オーストラリア、アメ
リカ合衆国の自然、文化、
産業、人々の生活、日本と
の関係。

・西アジア・中央アジアの自然、文化（特にイスラム教、民族）について理解する。
・石油資源の分布と産油国・非産油国間の格差について理解する。
・ヨーロッパの自然、産業、民族について理解する。
・ＥＵの統合拡大化およびその課題について、理解する。
・東南アジアの自然、産業、文化について理解する。
・ＡＳＥＡＮに結束する東南アジア諸国の現状について理解する。

・多様な国家、様々な国境、国と国との結びつきについて理解する。
・航空交通、海上交通、陸上交通それぞれの利点・欠点を理解する。
・交通・通信の発達の現状を知り、現代世界がグローバルに結びつく基盤となって
いることを理解する。
・世界の貿易の現状と、日本の貿易の現状を理解する。

平成29年度 地理Ｂ シラバス                                          　　　２１　富山県立水橋高等学校

・世界の人々の生活・文化に関する地域的特色とその動向を、自然環境および社会環境と関連づけて理解させ、世界と
日本を比較し多面的に考察させることによって、地理的な見方や考え方を培い、国際社会に生きる日本人としての自覚と
資質を養う。
・グローバル化した現代にあって、地理を学ぶ意義は増しており、特に地球的な課題（人口問題、食料問題、環境問題、資
源・エネルギー問題、民族対立、地域紛争）の現状とその解決に向けた方策を探り、共生社会の一員としての理解を深め
る。

学習内容 到達度目標

・韓国の自然と文化について、日本との比較から、その文化的特徴を理解する。
・朝鮮半島の歴史的な概略をふまえ、韓国と北朝鮮の現状を理解する。
・オーストラリアの自然、産業、日本との関係について理解する。
・オーストラリアが白豪主義から多文化主義へ転換したこと、イギリスとの関係か
ら、アジア・太平洋地域に国々と結びつきを強めていることを理解する。
・アメリカ合衆国の自然、産業、文化について理解する。
・多民族社会アメリカの民族問題について理解を深める。
・日本とアメリカの関わりについて、貿易を中心に理解する。

・西アジア・中央アジア、
ヨーロッパ、東南アジアの
自然、文化、産業、人々の
生活、日本との関係。

・現代世界の国家と国家
群、世界を結ぶ交通・通
信、現代世界の貿易。

・中国、ロシアの研究



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

地理歴史・地理Ｂ 3（理系） 2 新詳地理Ｂ（帝国書院） フォトグラフィア地理図説2016

科目の概要
と目標

単元

【世界の諸地域 】
市町村規模の地
域の調査
身近な地域の調
査

国家規模の地
域の調査

州・大陸規模の
地域の調査

【グローバル化
する現代世
界】グローバル
に結びつく現
代世界

近隣諸国の研
究

地図、地域区
分でとらえる現
代世界

・身近な地域を、実際に調査してみることによって、地域調査の手法を習得し、ま
た、調査した地域を理解する。
・離れた地域で興味のある地域を調査してみることで、郷土の地域性を再認識す
る。

・アフリカ、ラテンアメリカの
課題

・地図化することによって、南北問題や南々問題をとらえる技術を身につける。
・アフリカの現状を、統計地図から理解する（モノカルチャー経済・植民地支配・国境
や民族問題）。
・ラテンアメリカの人種・民族について分布図を活用しながら、その特徴を歴史的背
景から理解する。
・ラテンアメリカの自然や産業について理解する。

・中国の自然、産業、文化（民族）・社会について理解する。
・中国と日本の共通性と異質性、交流についての関心を高め、近隣の国である中国
との今後の交流のあり方について考察する。
・ロシアの自然、産業、文化について理解する。
・特にソ連崩壊後のロシア社会の変化と日本との関係について考察する。

・予備調査、野外調査、報
告書の作成など地域調査
の方法の習得。

・韓国、オーストラリア、アメ
リカ合衆国の自然、文化、
産業、人々の生活、日本と
の関係。

・西アジア・中央アジアの自然、文化（特にイスラム教、民族）について理解する。
・石油資源の分布と産油国・非産油国間の格差について理解する。
・ヨーロッパの自然、産業、民族について理解する。
・ＥＵの統合拡大化およびその課題について、理解する。
・東南アジアの自然、産業、文化について理解する。
・ＡＳＥＡＮに結束する東南アジア諸国の現状について理解する。

・多様な国家、様々な国境、国と国との結びつきについて理解する。
・航空交通、海上交通、陸上交通それぞれの利点・欠点を理解する。
・交通・通信の発達の現状を知り、現代世界がグローバルに結びつく基盤となって
いることを理解する。
・世界の貿易の現状と、日本の貿易の現状を理解する。

平成29年度 地理Ｂ シラバス                                          　　　２１　富山県立水橋高等学校

・世界の人々の生活・文化に関する地域的特色とその動向を、自然環境および社会環境と関連づけて理解させ、世界と
日本を比較し多面的に考察させることによって、地理的な見方や考え方を培い、国際社会に生きる日本人としての自覚と
資質を養う。
・グローバル化した現代にあって、地理を学ぶ意義は増しており、特に地球的な課題（人口問題、食料問題、環境問題、資
源・エネルギー問題、民族対立、地域紛争）の現状とその解決に向けた方策を探り、共生社会の一員としての理解を深め
る。

学習内容 到達度目標

・韓国の自然と文化について、日本との比較から、その文化的特徴を理解する。
・朝鮮半島の歴史的な概略をふまえ、韓国と北朝鮮の現状を理解する。
・オーストラリアの自然、産業、日本との関係について理解する。
・オーストラリアが白豪主義から多文化主義へ転換したこと、イギリスとの関係か
ら、アジア・太平洋地域に国々と結びつきを強めていることを理解する。
・アメリカ合衆国の自然、産業、文化について理解する。
・多民族社会アメリカの民族問題について理解を深める。
・日本とアメリカの関わりについて、貿易を中心に理解する。

・西アジア・中央アジア、
ヨーロッパ、東南アジアの
自然、文化、産業、人々の
生活、日本との関係。

・現代世界の国家と国家
群、世界を結ぶ交通・通
信、現代世界の貿易。

・中国、ロシアの研究



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

地理歴史・世界史A 2 2 『世界史A 新訂版』(実教出版） 『ダイアローグ世界史図表』（第一学習社）

科目の概要
と目標

単元

Ⅰ部　ユーラシ
アの諸文明と
交流

Ⅱ部　むすび
つく世界と日本

Ⅲ部　近代の
ヨーロッパ・ア
メリカと世界の
変動

Ⅳ部　地球社
会と日本

6章　二つの世界大戦

7章　第二次世界大戦
後の世界と日本

8章　現代の世界

・「人間の権利と自由の尊重」・「異文化理解」・「ともに生きる世界」という3つの観点から世界史を概
観させる。
・「現在」に至るまでの歴史的道筋を大まかに理解させる。
・日本史との関連に注目し、世界史上における自分たちの位置を認識させる。
・情報、環境、地域、民族問題その他現代の問題に関連したエピソードやトピックを紹介し、生徒の
興味・関心を喚起する。

平成29年度　世界史Ａ　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　２1　富山県立水橋高等学校

･人類の発生・進化の過程や農耕・牧畜による食料生産革命、文明の成立
など人類史について概観し、広大な時空のスケールを意識させながら、世
界史学習への興味を持つ。
・漢族と遊牧騎馬民族との関係に留意しながら、それぞれの変遷を概観
し、風土と生活、言語・文字、思想などの視点を通して東アジアの世界像を
把握する。
・厳しい自然環境の下で、宗教と社会制度を共通の基礎として、多様な風
土と民族・言語からなる一つの社会が形作られていく過程を概観し、南ア
ジアの世界像を把握する。
・地勢的にインドと中国の狭間にあるため、両文明の影響を強く受けなが
らも、港市ネットワークを基礎に独自の文化を生み出した東南アジアの世
界像を把握する。
・西アジアの乾燥・半乾燥地帯を舞台にイスラームが成立していく過程を
通して、政治経済、生活全般までも規定したイスラームの特色を理解す
る。
・拡大・分裂しながらも地域性を加え独自の世界を形成したイスラームの
世界像を把握する。

・16世紀以降のヨーロッパ主導による世界の一体化が、繁栄するアジアと
の直接交易を求めた結果であることに気づく。
・政治的・文化的にも成熟期を迎えたアジアの諸帝国を通して16－18世紀
にかけての世界の特質を理解する。
・大航海時代のヨーロッパ人の海外進出と諸地域世界の動向を中心に、
16世紀の世界の一体化への動きとヨーロッパの主権国家体制を通して、
16－18世紀にかけてのヨーロッパ世界の動向を把握する。
・18世紀後半から19世紀にかけてのヨーロッパとアメリカの諸革命を中心
に、社会の産業化と国民国家の形成が相互に関係しつつ進んだことによ
り、ヨーロッパを中心として近代が確立したことを理解する。
・大西洋三角貿易の発達により国際的分業体制が形成されたことを把握
する。
・1848年を転換点として自由主義と国民主義が進展した19世紀後半の欧
米社会の特質を理解する。

・19世紀後半から20世紀初頭にかけて、欧米諸国や日本などに見られた
社会の急激な変化とヨーロッパ列強の世界分割をめぐる競合、人口移動
などを通して、新しい社会の出現、そして帝国主義時代の世界の一体化と
社会の変容を理解させ、現代世界の芽生えに気づく。
・第一次世界大戦の原因と性格、戦争がもたらした世界の変化を理解する
とともに、戦時下の総力戦体制、ロシアでの史上初の社会主義体制、国際
秩序の変化を通して、戦争と革命が20世紀の大変動の基点となったことを
把握する。
・アジア諸国の抵抗、近代化の動き、民族意識の形成など、社会変革への
アジアの主体的な動きを把握する。
・世界恐慌が国際秩序に危機をもたらし、新たな国際対立を生み出したこ
とや、ナチズムなど全体主義と大衆化現象との関連、日本の動向と世界の
動きを理解する。
・第二次世界大戦の経過や性格、その被害から平和の確立が大切なこと
に気づく。

学習内容 到達度目標

序章　文明のはじまり

1章　ユーラシア諸文
明の特質

2章　ユーラシアの交
流

3章　一体化に向かう
世界

4章　ヨーロッパ・アメ
リカの諸革命と世界
の変動

5章　19世紀の世界の
一体化と日本



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

地理歴史・世界史B 2 3（体育コース） 世界史Ｂ　新訂版（実教） 『ニューステージ世界史詳覧』（浜島）

科目の概要
と目標

単元

第1章　西アジア
と地中海世界

第2章　南アジア
と東南アジア世
界
　

第3章　東アジア
世界

第4章中央ユー
ラシア世界と東
アジア世界の展
開

第５章　アフリカ
世界と南北アメ
リカ世界

第６章　イスラー
ムの広がりと西
アジア世界の展
開

第7章　ヨーロッ
パ世界の形成と
展開

第８章　中央
ユーラシア世界
と諸地域の交
流・再編

第９章　近代ヨー
ロッパと大航海
時代

学習内容 到達度目標

1　オリエント文明
2　オリエントの統一
3　ギリシア文明
4　ヘレニズム時代
5　ローマ帝国
6　イラン民族の国家

1　インド文明
2　東南アジア世界と海の道

1　中国文明の形成
2　中国古代帝国の成立
3　2世紀までの朝鮮半島と日本
列島

・中国文明の起こりについて理解する。
・始皇帝統一事業の内容と意義を考察する。
・中国周辺民族の歴史的役割を押さえ、その活動の重要性を理解す
る。

1　ヨーロッパの海外進出
2　第２次大交易時代と海域アジ
ア
3　ルネサンスと宗教改革
4　主権国家体制の成立
5  激化する覇権競争
6  近世ヨーロッパの社会と文化

1　サハラ以南のアフリカの古王
国
2　南北アメリカの先住民

1　中央ユーラシア諸民族と東ア
ジア世界の変容
2　モンゴル帝国の成立
3　東南アジア世界の再編
4　海域世界の展開と第一次大交
易時代
5　10～13世紀の朝鮮半島と日
本列島

1　イスラーム帝国の成立
2　各地のイスラームl国家
3　イスラームの都市と文化

1　ラテン＝カトリック圏の形成と
展開
2　ビザンツ帝国とギリシア正教
圏
3　ラテン＝カトリック圏の拡大
4　ラテン＝カトリック圏の動揺と
秩序の変容
5　キリスト教世界の中の文化

･大航海によって、ヨーロッパ人の世界観が大きく変化したことを知る。
・宗教改革は、ルネサンスとは異なり、社会改革運動として政治的変革
にも大きな影響を及ぼしたことを理解する。
・主権国家体制の最初は絶対主義という政治体制の形態をとっていた
ことを理解する。
・ヨーロッパ諸国が重商主義などを通して近代化したことを理解する。
・17～18世紀の文化が、豪壮華麗なバロック、繊細優美なロココ様式と
いう発展を遂げたことを知る。

・日本史と世界史が不可分の関係にあることをふまえ、東アジア地域世界やユーラシア世界との接触と交
流を具体的に取り上げながら、日本人として世界史への興味・関心を持たせる。
・ものや文化の交流に注目し、世界が日本に与えた影響や、日本が世界に与えた影響について明らかに
する。
・中学校では歴史的分野の内容がかなり削減されていることを考慮して世界地図や西暦の概念など基礎
基本の確認を行い、高校生として相応しい教養を身につけさせる。

平成２９年度　世界史Ｂシラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２1　富山県立水橋高等学校

・諸民族の興亡を図解するなどして、メソポタミア史の全体の流れを理
解する。
・ナイル川とエジプト社会の密接な関係を考察させ、社会の特質を認識
する。
・地中海という一つの大きな文化圏が形成されたことを理解する。
・ローマ帝国滅亡の理由を多角的に考察する。
・ペルシアがゾロアスター教という独特の宗教をもち、繁栄したことを理
解する。

・インド世界の独自性を地理的・気候的側面からの確認させ、その統一
の困難さを理解する。
・東南アジア大陸部と諸島部それぞれの風土や民族の複雑性を押さ
え、国家活動の展開を概観する。

・古くからアフリカ大陸各地で国家活動が展開され、独自の文明が栄え
ていたことを認識する。
・メソアメリカ、アンデスの都市文明について、各特徴を把握する。

・内陸アジアにおける民族構成は、6世紀を境として従来のイラン系から
トルコ系の要素が深まっていくことを理解する。
・元の中国支配の特色を理解するとともに、中国の社会・文化の本質に
大きな変化はなかったことを認識する。
・東アジア世界における交易の実態と、文化交流について理解する。

・イスラーム教がアラビア半島に起こった事情を、国際貿易などの世界
史的背景を中心に理解する。
・イスラーム世界の租税徴収法の変遷を理解する。
・ムスリム商人が東南アジア、インド洋、地中海の各地域を舞台に精力
的に活動し、イスラームの拡大にも影響したことを理解する。

・カール大帝の治績を内外両面から考察させ、その戴冠の意義を総合
的に理解する。
・ビザンツ帝国の独自性を文化・経済・政治の多方面から考察するとと
もに、ギリシア正教を直接支配したことが重要であることを理解する。
・十字軍が西ヨーロッパ中世世界変貌の大きな契機になったことを理解
する。

１　中央ユーラシア世界の国家形
成
２　胡漢融合帝国の誕生
３　３～９世紀の朝鮮半島と日本
列島

・中央ユーラシアの民族の興亡について理解する。
・諸民族が漢民族とどのように関わってきたかを考察する。
・仏教や道教発展の背景を理解する。
・唐の律令制度や中央官制、均田制などは日本の制度にも多大な影響
を残していることを理解する。



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

地理歴史・世界史B 2 4（文系） 世界史Ｂ　新訂版（実教） 『ニューステージ世界史詳覧』（浜島）

科目の概要
と目標

単元

第1章　西アジア
と地中海世界

第2章　南アジア
と東南アジア世
界
　

第3章　東アジア
世界

第4章中央ユー
ラシア世界と東
アジア世界の展
開

第５章　アフリカ
世界と南北アメ
リカ世界

第６章　イスラー
ムの広がりと西
アジア世界の展
開

第7章　ヨーロッ
パ世界の形成と
展開

第８章　中央
ユーラシア世界
と諸地域の交
流・再編

第９章　近代ヨー
ロッパと大航海
時代

学習内容 到達度目標

1　オリエント文明
2　オリエントの統一
3　ギリシア文明
4　ヘレニズム時代
5　ローマ帝国
6　イラン民族の国家

1　インド文明
2　東南アジア世界と海の道

1　中国文明の形成
2　中国古代帝国の成立
3　2世紀までの朝鮮半島と日本
列島

・中国文明の起こりについて理解する。
・始皇帝統一事業の内容と意義を考察する。
・中国周辺民族の歴史的役割を押さえ、その活動の重要性を理解す
る。

1　ヨーロッパの海外進出
2　第２次大交易時代と海域アジ
ア
3　ルネサンスと宗教改革
4　主権国家体制の成立
5  激化する覇権競争
6  近世ヨーロッパの社会と文化

1　サハラ以南のアフリカの古王
国
2　南北アメリカの先住民

1　中央ユーラシア諸民族と東ア
ジア世界の変容
2　モンゴル帝国の成立
3　東南アジア世界の再編
4　海域世界の展開と第一次大交
易時代
5　10～13世紀の朝鮮半島と日
本列島

1　イスラーム帝国の成立
2　各地のイスラームl国家
3　イスラームの都市と文化

1　ラテン＝カトリック圏の形成と
展開
2　ビザンツ帝国とギリシア正教
圏
3　ラテン＝カトリック圏の拡大
4　ラテン＝カトリック圏の動揺と
秩序の変容
5　キリスト教世界の中の文化

･大航海によって、ヨーロッパ人の世界観が大きく変化したことを知る。
・宗教改革は、ルネサンスとは異なり、社会改革運動として政治的変革
にも大きな影響を及ぼしたことを理解する。
・主権国家体制の最初は絶対主義という政治体制の形態をとっていた
ことを理解する。
・ヨーロッパ諸国が重商主義などを通して近代化したことを理解する。
・17～18世紀の文化が、豪壮華麗なバロック、繊細優美なロココ様式と
いう発展を遂げたことを知る。

・日本史と世界史が不可分の関係にあることをふまえ、東アジア地域世界やユーラシア世界との接触と交
流を具体的に取り上げながら、日本人として世界史への興味・関心を持たせる。
・ものや文化の交流に注目し、世界が日本に与えた影響や、日本が世界に与えた影響について明らかに
する。
・中学校では歴史的分野の内容がかなり削減されていることを考慮して世界地図や西暦の概念など基礎
基本の確認を行い、高校生として相応しい教養を身につけさせる。

平成２９年度　世界史Ｂシラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２1　富山県立水橋高等学校

・諸民族の興亡を図解するなどして、メソポタミア史の全体の流れを理
解する。
・ナイル川とエジプト社会の密接な関係を考察させ、社会の特質を認識
する。
・地中海という一つの大きな文化圏が形成されたことを理解する。
・ローマ帝国滅亡の理由を多角的に考察する。
・ペルシアがゾロアスター教という独特の宗教をもち、繁栄したことを理
解する。

・インド世界の独自性を地理的・気候的側面からの確認させ、その統一
の困難さを理解する。
・東南アジア大陸部と諸島部それぞれの風土や民族の複雑性を押さ
え、国家活動の展開を概観する。

・古くからアフリカ大陸各地で国家活動が展開され、独自の文明が栄え
ていたことを認識する。
・メソアメリカ、アンデスの都市文明について、各特徴を把握する。

・内陸アジアにおける民族構成は、6世紀を境として従来のイラン系から
トルコ系の要素が深まっていくことを理解する。
・元の中国支配の特色を理解するとともに、中国の社会・文化の本質に
大きな変化はなかったことを認識する。
・東アジア世界における交易の実態と、文化交流について理解する。

・イスラーム教がアラビア半島に起こった事情を、国際貿易などの世界
史的背景を中心に理解する。
・イスラーム世界の租税徴収法の変遷を理解する。
・ムスリム商人が東南アジア、インド洋、地中海の各地域を舞台に精力
的に活動し、イスラームの拡大にも影響したことを理解する。

・カール大帝の治績を内外両面から考察させ、その戴冠の意義を総合
的に理解する。
・ビザンツ帝国の独自性を文化・経済・政治の多方面から考察するとと
もに、ギリシア正教を直接支配したことが重要であることを理解する。
・十字軍が西ヨーロッパ中世世界変貌の大きな契機になったことを理解
する。

１　中央ユーラシア世界の国家形
成
２　胡漢融合帝国の誕生
３　３～９世紀の朝鮮半島と日本
列島

・中央ユーラシアの民族の興亡について理解する。
・諸民族が漢民族とどのように関わってきたかを考察する。
・仏教や道教発展の背景を理解する。
・唐の律令制度や中央官制、均田制などは日本の制度にも多大な影響
を残していることを理解する。



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

地理歴史・世界史B 3 3 『世界史B』新訂版（実教） 『ニューステージ世界史詳覧』

科目の概要
と目標

単元

第10章　アジア
諸国の帝国と第
２次大交易時代

第11章　環大西
洋革命の展開と
パクス＝ブリタニ
カ

第12章　近代
ヨーロッパ・アメ
リカの国民国家

第13章　地球を
おおう帝国主義
と世界諸地域の
抵抗

第14章　二つの
世界大戦

第15章　冷戦か
ら多極的国際社
会へ

第16章　グロー
バリゼーションと
地球環境の危機

・日本史と世界史が不可分の関係にあることをふまえ、日本人として世界史への興味・関心を持たせる。
・人物や出来事に対する評価が国や時代によって違うことに気づかせ、柔軟な価値観を持たせる。
・日本は、近代以来どのような道を歩んできたのかを、地域や世界との関係に着目して考えさせる。

平成２９年度　世界史Ｂ　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

・ウィーン体制の矛盾点を指摘し、体制を動揺させた運動の背景理解を深め
る。
・自由主義・ナショナリズム運動の観点から、1848年の世界史的意義を理解す
る。
・ドイツ統一家庭におけるビスマルクの果たした役割を確認する。
・イタリアの統一の経過と問題点を内外の情勢と関連させて理解する。
・南北戦争の持つ社会的・経済的・地域的・国際的性格を把握する。

学習内容 到達度目標

1　ウィーン体制と1848年の
諸革命
2　19世紀後半のﾖｰﾛｯﾊﾟとア
メリカ
3　19世紀のヨーロッパ・アメ
リカの社会と文化

1　イギリスの産業革命
2　南北アメリカの革命
3　フランス革命とナポレオン
帝政

・フランス革命が18世紀後半のヨーロッパ社会の近代化に大きな影響を与えた
ことを確認する。
・イギリスで産業革命がはじまった要因を理解し、資本主義社会の成立につい
て考察する。

1　中央ユーラシア世界と西
アジア世界の帝国
2　南アジア世界の帝国
3　東南アジア諸国と第２次
大交易時代
4　東アジア世界の帝国
5　14～18世紀の朝鮮半島と
日本列島

・西アジアでティムール、オスマン帝国、サファヴィー朝、インドでムガル帝国が
建国し、各地のイスラーム文化を展開したことを理解する。
・永楽帝の対外積極策の中で行われた鄭和の遠征の意義を理解する。
・清朝の皇帝が中国歴代王朝と北方遊牧社会双方の君主であったことを理解
する。

・帝国主義時代の経済・社会・政治の特徴を把握する。
・ナショナリズムの二面性について考察する。
・科学技術の進展が現代世界に与えた影響を把握するとともに、文化面に現
れる白人優越思想について検証する。
・アフリカ・アジア各地で、列強の植民地支配に対して激しい民衆の抵抗運動
が起こったことを理解する。
・東アジアの複雑な国際関係を、中国や朝鮮の民衆、日本の対外膨張主義、
列強の利害などから多面的に理解する。
・西アジア各地の改革運動の実態を把握し、その共通点（特にイスラーム教）と
問題点を理解する。
・イギリスによるインド植民地統治の方法を具体的に検証し、経済的搾取の実
態を理解する。
・東南アジア各地に対するヨーロッパ諸国の進出の背景と経過を理解する。
・中国近代史のはじまりとしてのアヘン戦争の意義を確認する。

・三国協商と三国同盟の対立の構図を理解する。
・バルカン半島におけるロシアとオーストリアの対立構造を把握する。
・第一次世界大戦の原因・経過とともに、総力戦としての性格を理解する。
・大衆や女性の観点から戦争の性格を考察する。
・「平和に関する布告」（ソ連と「十四ヵ条の平和原則」（アメリカ）が、20世紀の
国際関係の基本的対立につながることを理解する。
・世界恐慌がなぜ発生したか、その背景を理解する。また、世界恐慌の発生が
第二次世界大戦の原因となったことを理解する。
・ナチス台頭の背景を、政治・社会・経済などの諸側面から把握する。
・第二次世界大戦の背景や性質について考察する。

・米ソ両国がそれぞれの陣営を形成した理由を考察する。
・アジア各地の独立過程を理解させつつ、その特徴を把握する。
・冷戦がアメリカに有利に転換した背景を探る。
・平和共存への動きの背後にある大国の論理と利害を理解する。
・社会主義世界がなぜ分裂し対立したのか、東欧と中国の動向から考察する。
・ベトナム戦争の経過とアメリカに対する影響を理解する。
・世界各地の地域紛争がなぜ起こるのか、その背景と解決策を模索する。

・周辺国への侵略、ナショナリズム、テロ問題、人種問題など現在的課題に対し
て、関心を持つ。
・市場経済の優越、グローバリゼーションの進行など、国民国家の枠組みを超
えた、人類が直面する新たな課題を身近な問題として捉える。
・南北格差の実態を把握する。

1　ﾖｰﾛｯﾊﾟの帝国主義
2　アメリカの帝国主義
3　西アジアの改革運動
4　アフリカの分割と抵抗
5　インドの植民地化と民族
運動
6　東南アジアの植民地化と
民族運動
7　中華帝国の崩壊と中華民
国の創立
8　19～20世紀初頭の朝鮮
半島と日本列島

1　第一次世界大戦
2　ヴェルサイユ体制と国際
協調
3　アジアのナショナリズムの
台頭
4　世界恐慌とファシズム
5　満州事変と日中戦争
6　第二次世界大戦

1　冷戦時代の国際関係
2　戦後の南北アメリカ
3　戦後のソ連・ロシアと東
ヨーロッパ
4 　戦後の西ヨーロッパ
5　戦後のアフリカ
6　戦後の西アジア
7　戦後の南アジア
8　戦後の東南アジア
9　戦後の東アジア
10　20世紀の文化

1　グローバリゼーションの光
と影
2　｢9.11｣とアメリカ
3　国際協調をめざして
4　ゆたかで安全な地球をめ
ざして



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

地理歴史・日本史Ｂ 2 3（体コース） 日本史B（実教出版）
新詳日本史

ポテンシャル日本史　など

科目の概要
と目標

単元

日本文化の
あけぼの

水稲農業の開
始と社会生活

の進展

東アジア文化
の影響と律令
制度の成立

摂関政治と国
風文化

中世社会の成
立と文化の新

機運

武家社会の展
開と室町文化

幕藩体制の展
開と近世文化

の成立

  ・　歴史の基本用語や人物の事績などを確認するとともに、通史の流れや因果関係を理解する。
  ・　史料や資料に基づき考察を加えながら、歴史への関心を高める。
　・　日本の歴史を世界の動きと関連して把握し、国際社会に生きる日本人としての資質を養う。

平成29年度　日本史Ｂ　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

・旧石器時代～縄文時代の遺跡・遺物の発掘状況から、農耕開始以前の人々
の生活の特徴について説明することができる。

・７世紀、推古朝、大化改新、天武・持統朝と、一連の中央集権化を目指す政治
改革が進められたことを説明することができる。
・律令国家建設の意義を、７世紀の東アジア情勢との関連の中で説明すること
ができる。
・国家による仏教の興隆、歴史書・地誌の編纂や国家事業が進められたことな
どに着目し、文化が古代国家の展開と深くかかわりあっていたことを理解するこ
とができる。

学習内容 到達度目標

・日本最古の文化
・縄文時代の社会と文化

・推古朝の政治と飛鳥文
化
・律令国家成立期の政治
と文化
・律令体制とその実態
・天平文化

・弥生時代の社会と文化
・小国の分立と邪馬台国
・ヤマト政権の成立・発展
と東アジア
・古墳の成立と発展
・大陸文化の摂取

・農耕文化の成立・発展過程を、遺跡や中国の史書などと関連付けて説明する
ことができる。
・古墳文化の成立・拡大を大和政権の支配拡大との関連で捉え、中国の史書
や日本の金石文との関連で説明することができる。

・平安初期の政治と文化
・摂関政治と地方の動向
・国風文化

・荘園公領制の形成と武
士団
・院政と平氏政権
・鎌倉幕府の成立
・武家政治の展開
・鎌倉武士と農村生活
・蒙古襲来と幕府の衰退
・鎌倉文化

・南北朝の動乱
・室町幕府の政治と外交
・惣村の発展と応仁の乱
・室町文化
・戦国大名の領国経営

・ヨーロッパ人の来航
・織豊政権
・桃山文化
・幕藩体制の成立
・鎖国
・近世の生活と文化

・桓武・嵯峨朝の改革が、奈良政界の混乱や律令制のほころびへの対策とし
て、実施されたことを説明することができる。
・藤原氏が摂関家として権力を握った理由、過程について説明することができ
る。
・大陸との交渉の中で蓄積されていった外来文化が、日本の風土の中で消化さ
れて独自の文化が形成されたことを、具体的な文化財を挙げて説明することが
できる。

・摂関政治・荘園の拡大に伴う地方支配の緩みの中で武士が発生し次第に実
力を付けていった過程を説明することができる。
・院政が、武士の中央政界進出のきっかけとなったことを説明することができ
る。
・守護・地頭が幕府支配の根幹であり、彼らが荘園・公領を侵略することで、公
家の支配力が次第に低下していった事を説明することができる。
・中世武家法の基本である「御成敗式目」が制定され、武家社会の基本的仕組
みが確立したことを説明することができる。
・御家人社会が貨幣経済の浸透や惣領制の動揺により変質したこと、及びそこ
に元寇がより決定的な打撃となって、幕府の弱体化に結びついたことを説明す
ることができる。
・武士社会に根ざした文化が成立したことを、特に鎌倉新仏教の成立発展の背
景と共に説明することができる。

・南北朝の争乱を背景に守護権力が強化されるとともに、農業技術の発達、貨
幣経済の一層の浸透の中で惣村が成立し、荘園制が事実上消滅していったこ
とを説明することができる。
・幕府支配が有名無実化し、戦国大名による領国支配が進む中で、中世社会
の秩序が根本から崩壊し、新しい社会の枠組みが形成され、戦国時代が近世
への転換期となったことを説明できる。

・織豊政権をとおして近世の新秩序の基盤が形成されたことを説明することが
できる。
・江戸幕府の政治組織、経済基盤、大名・朝廷統制、農村支配の基本的仕組み
を、幕府の意図・ねらいを踏まえて説明することで、幕藩制下の封建社会を理
解することができる。
・江戸初期の積極的な外交方針が家康の死後に鎖国政策に転換され、段階的
に鎖国が実現していく過程を説明することができる。



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

地理歴史・日本史A 2 2 日本史A現代からの歴史（東書）最新日本史図表（第一学習社）

科目の概要
と目標

単元

第１章　国際環境の
変化と明治維新

第２章　近代国家の
成立と国際関係の
推移

第３章　両世界大戦
を巡る国際情勢と日
本

第４章　現代世界と
日本

・開国と倒幕
・明治新政府の改革と社会の
変化
・明治初期の外交と反政府運
動

・自由民権運動の展開
・立憲体制の成立
・日清戦争と国際関係
・日露戦争前後の世界と日本

・帝国日本と第一次世界大戦
・政党政治と大衆文化
・軍国日本への道
・太平洋戦争と日本

・現代世界の開幕と日本の戦
後改革
・日本の再建と復興への道
・米ソ二極構造の世界と国内
の再編

・近現代史を中心とする我が国の歴史の展開を、世界史的視野に立ち、日本を取り巻く国際
環境などと関連づけて考察させる。
・歴史的思考力を培い、日本国民としての自覚と国際社会に主体的に生きる日本人としての
資質を養う。

平成２９年度日本史A　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　２１富山県立水橋高等学校

・明治維新以降近代日本が発展した過程を国際的な動きと関
連づけて追求することができる。
・欧米列強によるアジア進出と、日本に対する対応の変化を
考察できる。
・新政府の方針の特徴と中央集権体制が整備されていく過程
を政治経済の両面から理解できる。
・激動する国際情勢について,理解を深めることができる。

・自由民権運動が広く国民の政治参加を要求する運動に発
展していくことを理解する。
・明治憲法の成立過程と内容について理解する。
・議会の成立過程について考察できる。
・日清戦争、日露戦争の要因、経過、影響について理解す
る。

・第一次世界大戦前後から第二次世界大戦終結までの我が
国の状況について、国際情勢と関連づけて考察する。
・戦後日本が直面した民族自決運動について理解する。
・日本が東アジアへの支配力拡大をはかり、中国との１５年
戦争、そして太平洋戦争へと突入していく過程を世界史的視
点で捉えて説明することができる。

・大戦後の民主化と復興、国際車旗への復帰、経済発展な
ど、世界の動向と関連づけて考察させる。
・日本国憲法の制定過程と基本的性格について理解させる。
・経済成長の功罪について考察する。
・冷戦の終結と激動の国際情勢について理解を深める。

学習内容 到達度目標



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

地理歴史・日本史Ｂ 2 2（理系） 日本史B（実教出版）
新詳日本史

ポテンシャル日本史　など

科目の概要
と目標

単元

日本文化の
あけぼの

水稲農業の開
始と社会生活

の進展

東アジア文化
の影響と律令
制度の成立

摂関政治と国
風文化

中世社会の成
立と文化の新

機運

武家社会の展
開と室町文化

幕藩体制の展
開と近世文化

の成立

・平安初期の政治と文化
・摂関政治と地方の動向
・国風文化

・荘園公領制の形成と武
士団
・院政と平氏政権
・鎌倉幕府の成立
・武家政治の展開
・鎌倉武士と農村生活
・蒙古襲来と幕府の衰退
・鎌倉文化

・南北朝の動乱
・室町幕府の政治と外交
・惣村の発展と応仁の乱
・室町文化
・戦国大名の領国経営

・ヨーロッパ人の来航
・織豊政権
・桃山文化
・幕藩体制の成立
・鎖国
・近世の生活と文化

・桓武・嵯峨朝の改革が、奈良政界の混乱や律令制のほころびへの対策とし
て、実施されたことを説明することができる。
・藤原氏が摂関家として権力を握った理由、過程について説明することができ
る。
・大陸との交渉の中で蓄積されていった外来文化が、日本の風土の中で消化さ
れて独自の文化が形成されたことを、具体的な文化財を挙げて説明することが
できる。

・摂関政治・荘園の拡大に伴う地方支配の緩みの中で武士が発生し次第に実
力を付けていった過程を説明することができる。
・院政が、武士の中央政界進出のきっかけとなったことを説明することができ
る。
・守護・地頭が幕府支配の根幹であり、彼らが荘園・公領を侵略することで、公
家の支配力が次第に低下していった事を説明することができる。
・中世武家法の基本である「御成敗式目」が制定され、武家社会の基本的仕組
みが確立したことを説明することができる。
・御家人社会が貨幣経済の浸透や惣領制の動揺により変質したこと、及びそこ
に元寇がより決定的な打撃となって、幕府の弱体化に結びついたことを説明す
ることができる。
・武士社会に根ざした文化が成立したことを、特に鎌倉新仏教の成立発展の背
景と共に説明することができる。

・南北朝の争乱を背景に守護権力が強化されるとともに、農業技術の発達、貨
幣経済の一層の浸透の中で惣村が成立し、荘園制が事実上消滅していったこ
とを説明することができる。
・幕府支配が有名無実化し、戦国大名による領国支配が進む中で、中世社会
の秩序が根本から崩壊し、新しい社会の枠組みが形成され、戦国時代が近世
への転換期となったことを説明できる。

・織豊政権をとおして近世の新秩序の基盤が形成されたことを説明することが
できる。
・江戸幕府の政治組織、経済基盤、大名・朝廷統制、農村支配の基本的仕組み
を、幕府の意図・ねらいを踏まえて説明することで、幕藩制下の封建社会を理
解することができる。
・江戸初期の積極的な外交方針が家康の死後に鎖国政策に転換され、段階的
に鎖国が実現していく過程を説明することができる。

  ・　歴史の基本用語や人物の事績などを確認するとともに、通史の流れや因果関係を理解する。
  ・　史料や資料に基づき考察を加えながら、歴史への関心を高める。
　・　日本の歴史を世界の動きと関連して把握し、国際社会に生きる日本人としての資質を養う。

平成29年度　日本史Ｂ　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

・旧石器時代～縄文時代の遺跡・遺物の発掘状況から、農耕開始以前の人々
の生活の特徴について説明することができる。

・７世紀、推古朝、大化改新、天武・持統朝と、一連の中央集権化を目指す政治
改革が進められたことを説明することができる。
・律令国家建設の意義を、７世紀の東アジア情勢との関連の中で説明すること
ができる。
・国家による仏教の興隆、歴史書・地誌の編纂や国家事業が進められたことな
どに着目し、文化が古代国家の展開と深くかかわりあっていたことを理解するこ
とができる。

学習内容 到達度目標

・日本最古の文化
・縄文時代の社会と文化

・推古朝の政治と飛鳥文
化
・律令国家成立期の政治
と文化
・律令体制とその実態
・天平文化

・弥生時代の社会と文化
・小国の分立と邪馬台国
・ヤマト政権の成立・発展
と東アジア
・古墳の成立と発展
・大陸文化の摂取

・農耕文化の成立・発展過程を、遺跡や中国の史書などと関連付けて説明する
ことができる。
・古墳文化の成立・拡大を大和政権の支配拡大との関連で捉え、中国の史書
や日本の金石文との関連で説明することができる。



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

地理歴史・日本史Ｂ 3 3（体ｺｰｽ・文系） 日本史Ｂ（実教出版）
新詳日本史

ポテンシャル日本史（基礎編）
必携日本史用語　など

科目の概要
と目標

単元

幕藩体制の展
開と近世文化

の成立

幕藩体制の動
揺と文化の成

熟

幕藩体制の動
揺と文化の成

熟

近代への転換

近代国家の形
成

両大戦間の日
本と市民文化

十五年戦争と
日本

現代の日本と
新しい文化

・幕藩体制の成立
・鎖国
・近世の生活と文化

・江戸幕府の政治組織、経済基盤、大名・朝廷統制、農村支配の基本的仕組み
を、幕府の意図・ねらいを踏まえて説明することで、幕藩制下の封建社会を理解す
ることができる。
・江戸初期の積極的な外交方針が家康の死後に鎖国政策に転換され、段階的に
鎖国が実現していく過程を説明することができる。

・民権運動の展開
・立憲政治への道
・条約改正
・初期議会と日清戦争
・政党の進出と日露戦争
・産業革命と社会の変化
・近代文化の形成と展開

・明治政府による改革により、既得権を失っていった士族が反乱を起こすが、西南戦争を契
機に反政府運動が自由民権運動に集約されていき、士族民権から豪農民権へと変質してい
く過程を説明することができる。
・西洋の啓蒙思想の影響も受けて、自由民権運動が広く国民の政治参加を要求する運動に
発展していくことを説明することができる。
・欧米に倣った立憲体制や処方点の整備が進められ、近代的法治国家の仕組みが整えられ
ていったことを説明することができる。
・条約改正の達成の意義を、日本の国家体制の整備や、富国強兵・殖産工業政策、国際社
会の中での地位向上など、様々な視点で捉え説明することができる。・日清・日露戦争の原
因・結果について、19世紀の帝国主義の潮流の中で捉えて説明することができる。

・第一次世界大戦
・大戦後の内外環境
・政党政治の展開
・市民文化

・占領と民主改革
・サンフランシスコ講和会議と安
保体制
・高度経済成長化の日本
・経済大国日本と国民生活
・東西冷戦の終焉と日本

・第一次世界大戦の背景や、日本への影響を説明することができる。
・国際連盟の成立や国際的な軍縮の流れを、大戦の直接的影響や大戦後の各国の経済状
況などの視点から説明することができる。
・第一次大戦後の世界的な民衆運動の高揚や、戦争への国民の負担に伴う国民の政治参
加要求、日本の産業革命による資本主義社会の成立などの様々な要因が国民の政治参加
要求の高揚につながり、大正デモクラシ－が実現したことを説明することができる。

・日本の占領統治がアメリカ主導で進められ、徹底した民主化と非軍事化が進められたこと
を説明することができる。
・米ソ冷戦に伴い、日本の占領政策も転換され、西側諸国の一員として反共の防波堤となる
べく、民主主義と平和主義の基本方針の下、独立を回復し国際社会に復帰することができた
ことを理解することができる。
・平和な国際関係を背景に、日本の経済復興が進み、世界史上でも希な高度経済成長を成
し遂げ、国際的な地位を高めたことを説明することができる。
・米ソ冷戦が終了し、東欧社会主義体制が崩壊すると共に、欧州統合の強化やアジア諸国
の経済発展が進むなど国際社会の劇的な変化の中で、日本も５５年体制の崩壊に夜政界再
編や、経済の構造的に再編が迫られている現状を理解し説明することができる。

・満州事変
・日中戦争
・アジア太平洋戦争
・戦時下の国民生活

・大戦後の国際協調の流れが、世界恐慌を境に崩れ、ブロック経済により国際市場から締め
出されたファシズム国家群が領土拡大に乗り出し、日本も東アジアへの支配力拡大を図り、
中国との１５年戦争、そして太平洋戦争へと突入していく過程を、世界史的視点で捉えて説明
することができる。

・幕府政治の展開
・経済の発展
・学芸の発展と元禄文化
・幕藩体制の動揺と幕政の改革
・欧米列強の接近と天保の改革
・江戸中・後期の文化

・17世紀後半、幕政が文治政治へ方針転換していく過程を、幕府支配の安定と、それが実現
する中で顕在化してきた矛盾の中で進められていったことを説明することができる。
・幕藩体制の確立による「泰平の世」や鎖国により、国内産業が発展し、町人の実力向上に
つながり、新しい社会が形成されていったことを説明することができる。
・幕府支配が、18世紀以降顕著となった社会・経済の変化に順応しきれず、徐々に揺らいで
いったことを説明することができる。
・欧米列強のアジア進出により、幕府も外交方針の変更を迫られ、それが幕府支配を揺るが
す要因になったことを説明することができる。
・町人の実力向上により、庶民文化が展開されると共に、社会・経済の変化に伴い幕府支配
に対して批判的な思想や学問も芽生え始めたことを説明することができる。

  ・　歴史の基本用語や人物の事績などを確認するとともに、通史の流れや因果関係を理解する。
  ・　史料や資料に基づき考察を加えながら、歴史への関心を高める。
　・　日本の歴史を世界の動きと関連して把握し、国際社会に生きる日本人としての資質を養う。

平成２９年度　日本史Ｂ　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

・日本近代史を、西洋の市民革命・産業革命との関連の中で説明することができる。
・外圧により、幕府権威が失墜し、尊皇攘夷運動が討幕運動へと転換していく過程を説明す
ることができる。
・明治政府により、西洋に倣った近代化が進められていったことを、廃藩置県、地租改正、徴
兵令、教育令、殖産興業の推進などの具体的諸政策をとおして説明することができる。

学習内容 到達度目標

・開国
・明治維新
・四民平等と富国強兵
・初期の外交と国内政治
・文明開化

・17世紀後半、幕政が文治政治へ方針転換していく過程を、幕府支配の安定と、それが実現
する中で顕在化してきた矛盾の中で進められていったことを説明することができる。
・幕藩体制の確立による「泰平の世」や鎖国により、国内産業が発展し、町人の実力向上に
つながり、新しい社会が形成されていったことを説明することができる。
・幕府支配が、18世紀以降顕著となった社会・経済の変化に順応しきれず、徐々に揺らいで
いったことを説明することができる。
・欧米列強のアジア進出により、幕府も外交方針の変更を迫られ、それが幕府支配を揺るが
す要因になったことを説明することができる。
・町人の実力向上により、庶民文化が展開されると共に、社会・経済の変化に伴い幕府支配
に対して批判的な思想や学問も芽生え始めたことを説明することができる。

・幕府政治の展開
・経済の発展
・学芸の発展と元禄文化
・幕藩体制の動揺と幕政の改革
・欧米列強の接近と天保の改革
・江戸中・後期の文化



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

地理歴史・日本史Ｂ 2-2,3,4H 4 『日本史B』（実教出版）
新詳日本史（浜島書店）

ポテンシャル日本史（さんぺい出版）　など

科目の概要
と目標

単元

日本文化の
あけぼの

水稲農業の開
始と社会生活

の進展

東アジア文化
の影響と律令
制度の成立

摂関政治と国
風文化

中世社会の成
立と文化の新

機運

武家社会の展
開と室町文化

幕藩体制の展
開と近世文化

の成立

幕藩体制の動
揺と文化の成

熟

・幕府政治の展開
・経済の発展
・学芸の発展と元禄文化
・幕藩体制の動揺と幕政
の改革
・欧米列強の接近と天保
の改革
・江戸中・後期の文化

・17世紀後半、幕政が文治政治へ方針転換していく過程を、幕府支配の安定と、それが
実現する中で顕在化してきた矛盾の中で進められていったことを説明することができる。
・幕藩体制の確立による「泰平の世」や鎖国により、国内産業が発展し、町人の実力向
上につながり、新しい社会が形成されていったことを説明することができる。
・幕府支配が、18世紀以降顕著となった社会・経済の変化に順応しきれず、徐々に揺ら
いでいったことを説明することができる。
・欧米列強のアジア進出により、幕府も外交方針の変更を迫られ、それが幕府支配を揺
るがす要因になったことを説明することができる。
・町人の実力向上により、庶民文化が展開されると共に、社会・経済の変化に伴い幕府
支配に対して批判的な思想や学問も芽生え始めたことを説明することができる。

  ・　歴史の基本用語や人物の事績などを確認するとともに、通史の流れや因果関係を理解する。
  ・　史料や資料に基づき考察を加えながら、歴史への関心を高める。
　・　日本の歴史を世界の動きと関連して把握し、国際社会に生きる日本人としての資質を養う。

平成29年度　日本史Ｂ　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

・旧石器時代～縄文時代の遺跡・遺物の発掘状況から、農耕開始以前の人々の生活の
特徴について説明することができる。

・７世紀、推古朝、大化改新、天武・持統朝と、一連の中央集権化を目指す政治改革が
進められたことを説明することができる。
・律令国家建設の意義を、７世紀の東アジア情勢との関連の中で説明することができ
る。
・国家による仏教の興隆、歴史書・地誌の編纂や国家事業が進められたことなどに着目
し、文化が古代国家の展開と深くかかわりあっていたことを理解することができる。

学習内容 到達度目標

・日本最古の文化
・縄文時代の社会と文化

・推古朝の政治と飛鳥文
化
・律令国家成立期の政治
と文化
・律令体制とその実態
・天平文化

・弥生時代の社会と文化
・小国の分立と邪馬台国
・ヤマト政権の成立・発展
と東アジア
・古墳の成立と発展
・大陸文化の摂取

・農耕文化の成立・発展過程を、遺跡や中国の史書などと関連付けて説明することがで
きる。
・古墳文化の成立・拡大を大和政権の支配拡大との関連で捉え、中国の史書や日本の
金石文との関連で説明することができる。

・平安初期の政治と文化
・摂関政治と地方の動向
・国風文化

・荘園公領制の形成と武
士団
・院政と平氏政権
・鎌倉幕府の成立
・武家政治の展開
・鎌倉武士と農村生活
・蒙古襲来と幕府の衰退
・鎌倉文化

・南北朝の動乱
・室町幕府の政治と外交
・惣村の発展と応仁の乱
・室町文化
・戦国大名の領国経営

・ヨーロッパ人の来航
・織豊政権
・桃山文化
・幕藩体制の成立
・鎖国
・近世の生活と文化

・桓武・嵯峨朝の改革が、奈良政界の混乱や律令制のほころびへの対策として、実施さ
れたことを説明することができる。
・藤原氏が摂関家として権力を握った理由、過程について説明することができる。
・大陸との交渉の中で蓄積されていった外来文化が、日本の風土の中で消化されて独
自の文化が形成されたことを、具体的な文化財を挙げて説明することができる。

・摂関政治・荘園の拡大に伴う地方支配の緩みの中で武士が発生し次第に実力を付け
ていった過程を説明することができる。
・院政が、武士の中央政界進出のきっかけとなったことを説明することができる。
・守護・地頭が幕府支配の根幹であり、彼らが荘園・公領を侵略することで、公家の支配
力が次第に低下していった事を説明することができる。
・中世武家法の基本である「御成敗式目」が制定され、武家社会の基本的仕組みが確
立したことを説明することができる。
・御家人社会が貨幣経済の浸透や惣領制の動揺により変質したこと、及びそこに元寇が
より決定的な打撃となって、幕府の弱体化に結びついたことを説明することができる。
・武士社会に根ざした文化が成立したことを、特に鎌倉新仏教の成立発展の背景と共に
説明することができる。

・南北朝の争乱を背景に守護権力が強化されるとともに、農業技術の発達、貨幣経済の
一層の浸透の中で惣村が成立し、荘園制が事実上消滅していったことを説明することが
できる。
・幕府支配が有名無実化し、戦国大名による領国支配が進む中で、中世社会の秩序が
根本から崩壊し、新しい社会の枠組みが形成され、戦国時代が近世への転換期となっ
たことを説明できる。

・織豊政権をとおして近世の新秩序の基盤が形成されたことを説明することができる。
・江戸幕府の政治組織、経済基盤、大名・朝廷統制、農村支配の基本的仕組みを、幕府
の意図・ねらいを踏まえて説明することで、幕藩制下の封建社会を理解することができ
る。
・江戸初期の積極的な外交方針が家康の死後に鎖国政策に転換され、段階的に鎖国
が実現していく過程を説明することができる。



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

地理歴史・日本史Ｂ 3 2（理系） 日本史Ｂ（実教出版）
新詳日本史

ポテンシャル日本史（基礎編）
必携日本史用語　など

科目の概要
と目標

単元

幕藩体制の展
開と近世文化

の成立

幕藩体制の動
揺と文化の成

熟

幕藩体制の動
揺と文化の成

熟

近代への転換

近代国家の形
成

両大戦間の日
本と市民文化

十五年戦争と
日本

現代の日本と
新しい文化

・幕府政治の展開
・経済の発展
・学芸の発展と元禄文化
・幕藩体制の動揺と幕政の改革
・欧米列強の接近と天保の改革
・江戸中・後期の文化

・17世紀後半、幕政が文治政治へ方針転換していく過程を、幕府支配の安定と、それが実現
する中で顕在化してきた矛盾の中で進められていったことを説明することができる。
・幕藩体制の確立による「泰平の世」や鎖国により、国内産業が発展し、町人の実力向上に
つながり、新しい社会が形成されていったことを説明することができる。
・幕府支配が、18世紀以降顕著となった社会・経済の変化に順応しきれず、徐々に揺らいで
いったことを説明することができる。
・欧米列強のアジア進出により、幕府も外交方針の変更を迫られ、それが幕府支配を揺るが
す要因になったことを説明することができる。
・町人の実力向上により、庶民文化が展開されると共に、社会・経済の変化に伴い幕府支配
に対して批判的な思想や学問も芽生え始めたことを説明することができる。

  ・　歴史の基本用語や人物の事績などを確認するとともに、通史の流れや因果関係を理解する。
  ・　史料や資料に基づき考察を加えながら、歴史への関心を高める。
　・　日本の歴史を世界の動きと関連して把握し、国際社会に生きる日本人としての資質を養う。

平成２９年度　日本史Ｂ　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

・日本近代史を、西洋の市民革命・産業革命との関連の中で説明することができる。
・外圧により、幕府権威が失墜し、尊皇攘夷運動が討幕運動へと転換していく過程を説明す
ることができる。
・明治政府により、西洋に倣った近代化が進められていったことを、廃藩置県、地租改正、徴
兵令、教育令、殖産興業の推進などの具体的諸政策をとおして説明することができる。

学習内容 到達度目標

・開国
・明治維新
・四民平等と富国強兵
・初期の外交と国内政治
・文明開化

・17世紀後半、幕政が文治政治へ方針転換していく過程を、幕府支配の安定と、それが実現
する中で顕在化してきた矛盾の中で進められていったことを説明することができる。
・幕藩体制の確立による「泰平の世」や鎖国により、国内産業が発展し、町人の実力向上に
つながり、新しい社会が形成されていったことを説明することができる。
・幕府支配が、18世紀以降顕著となった社会・経済の変化に順応しきれず、徐々に揺らいで
いったことを説明することができる。
・欧米列強のアジア進出により、幕府も外交方針の変更を迫られ、それが幕府支配を揺るが
す要因になったことを説明することができる。
・町人の実力向上により、庶民文化が展開されると共に、社会・経済の変化に伴い幕府支配
に対して批判的な思想や学問も芽生え始めたことを説明することができる。

・幕府政治の展開
・経済の発展
・学芸の発展と元禄文化
・幕藩体制の動揺と幕政の改革
・欧米列強の接近と天保の改革
・江戸中・後期の文化

・幕藩体制の成立
・鎖国
・近世の生活と文化

・江戸幕府の政治組織、経済基盤、大名・朝廷統制、農村支配の基本的仕組み
を、幕府の意図・ねらいを踏まえて説明することで、幕藩制下の封建社会を理解す
ることができる。
・江戸初期の積極的な外交方針が家康の死後に鎖国政策に転換され、段階的に
鎖国が実現していく過程を説明することができる。

・民権運動の展開
・立憲政治への道
・条約改正
・初期議会と日清戦争
・政党の進出と日露戦争
・産業革命と社会の変化
・近代文化の形成と展開

・明治政府による改革により、既得権を失っていった士族が反乱を起こすが、西南戦争を契
機に反政府運動が自由民権運動に集約されていき、士族民権から豪農民権へと変質してい
く過程を説明することができる。
・西洋の啓蒙思想の影響も受けて、自由民権運動が広く国民の政治参加を要求する運動に
発展していくことを説明することができる。
・欧米に倣った立憲体制や処方点の整備が進められ、近代的法治国家の仕組みが整えられ
ていったことを説明することができる。
・条約改正の達成の意義を、日本の国家体制の整備や、富国強兵・殖産工業政策、国際社
会の中での地位向上など、様々な視点で捉え説明することができる。・日清・日露戦争の原
因・結果について、19世紀の帝国主義の潮流の中で捉えて説明することができる。

・第一次世界大戦
・大戦後の内外環境
・政党政治の展開
・市民文化

・占領と民主改革
・サンフランシスコ講和会議と安
保体制
・高度経済成長化の日本
・経済大国日本と国民生活
・東西冷戦の終焉と日本

・第一次世界大戦の背景や、日本への影響を説明することができる。
・国際連盟の成立や国際的な軍縮の流れを、大戦の直接的影響や大戦後の各国の経済状
況などの視点から説明することができる。
・第一次大戦後の世界的な民衆運動の高揚や、戦争への国民の負担に伴う国民の政治参
加要求、日本の産業革命による資本主義社会の成立などの様々な要因が国民の政治参加
要求の高揚につながり、大正デモクラシ－が実現したことを説明することができる。

・日本の占領統治がアメリカ主導で進められ、徹底した民主化と非軍事化が進められたこと
を説明することができる。
・米ソ冷戦に伴い、日本の占領政策も転換され、西側諸国の一員として反共の防波堤となる
べく、民主主義と平和主義の基本方針の下、独立を回復し国際社会に復帰することができた
ことを理解することができる。
・平和な国際関係を背景に、日本の経済復興が進み、世界史上でも希な高度経済成長を成
し遂げ、国際的な地位を高めたことを説明することができる。
・米ソ冷戦が終了し、東欧社会主義体制が崩壊すると共に、欧州統合の強化やアジア諸国
の経済発展が進むなど国際社会の劇的な変化の中で、日本も５５年体制の崩壊に夜政界再
編や、経済の構造的に再編が迫られている現状を理解し説明することができる。

・満州事変
・日中戦争
・アジア太平洋戦争
・戦時下の国民生活

・大戦後の国際協調の流れが、世界恐慌を境に崩れ、ブロック経済により国際市場から締め
出されたファシズム国家群が領土拡大に乗り出し、日本も東アジアへの支配力拡大を図り、
中国との１５年戦争、そして太平洋戦争へと突入していく過程を、世界史的視点で捉えて説明
することができる。



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

現代社会 3理系 2
最新現代社会　新訂版

（実教出版）
ライブ！現代社会2017（帝国書院）

など

科目の概要
と目標

単元

私たちの生き
る社会

青年期と自己
の形成

現代の民主政
治と日本国憲
法

現代の経済社
会と国民生活

国際社会と人
類の課題

共に生きる社
会を目指して

　　　　　　　平成２９年度　　　　　　　現代社会　　　シラバス　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

・激動する経済社会について、様々な角度から理解を深めさせ、個人や企業の経済活動
における社会的責任について考察する。
・金融の意義や役割を理解させるとともに、金融政策の目的と手段について理解する。
・近年の雇用や労働の動向を、経済社会の変化や国民の勤労権の確保の観点から考察
する。
・近い将来、社会に出て労働者になることの自覚のもとに、労働環境に関する諸問題に
気づき、望ましい労働法制のあり方を考える。
・人間として生活が保障される社会保障制度の意義や役割を理解するとともに、医療・介
護・年金などの保険制度にみられる現状と課題を理解する。

・現代の経済社会
・日本経済の特質と国民生
活

・地球環境問題
・資源・エネルギー問題
・生命科学と情報技術の課
題

・現代国家と民主政治
・日本国憲法の基本的性
格
・日本の政治機構と政治参
加

・地球環境問題の現状について把握する。
・資源・エネルギーの利用において国家間の利害が衝突している現状を理解する。
・人類の福祉という観点から、科学技術はどのように利用されるべきかを考察する。
・情報化社会における課題を踏まえたうえで、情報化社会に生きるためのモラルやルー
ルについて、どのような規制や法整備によって調整をおこなっていくべきか考える。

・世界の主な国の政治体制を比較しながら理解するとともに、望ましい政治や主権者とし
ての参政の在り方について考える。
・日本国憲法の基本原則と政治機構、民主政治における世論形成と政治参加の意義な
どを理解し、民主政治において主体的に生きる人間としての在り方生き方を考える。
・議会制民主主義と権力分立について、その意義や多数決の原理と運用方法などにつ
いて理解する。
・民主政治のもとでは、国家の行為に対して最終的には国民自らが責任をもつことになる
ということを理解する。
・法に関する基本的な考え方を身に付ける。

・自分らしく生きる
・人間としてよく生きる
・日本人としての自覚

・WTO体制と発展途上国
・個人の自由と持続可能な
社会

・持続可能な社会の形成に参画する個人としての自覚を獲得するとともに、多文化共生
社会を実現させるために必要な個人の在り方生き方についての考察を深める。

・国際政治の動向
・国際経済の動向と国際協
力

・青年期の意義と自己形成の課題について考察し、青年としての生き方を自覚する。
・先哲の思想や宗教の意義に触れ、人間としていかに生きていくべきかを考察する。
・現代社会で「正義」「公正」「幸福」はいかにすれば達成されるのか、さまざまな思想家の
主張を比較・考察する。

・現代社会を取り巻く情勢について、広範な視野から考察し理解を深めることにより、現代社会の諸課題について主体的か
つ公正に考察・判断する力を身につける。
・国際社会における日本人としての在り方・生き方について、自らの立場を踏まえた善良な態度を形成しそれを実践する力
を養うことにより、良識ある公民としての必要な資質・態度を獲得する。

到達度目標

・主権や国際政治、国際経済などの諸問題を理解させ、国際社会における日本の役割
や日本人の生き方を考える。
・国際政治は国連を中心として、国際経済は貿易や為替を中心として身近な問題として
考える。
・情報通信技術の発達や世界的な規制緩和により、経済のグローバル化が展開している
ことに注目するとともに、地域的経済統合が進展する背景や影響について考察する。
・経済のグローバル化が進むなかで、わが国がどのような対外政策を進めつつあるのか
考察する。
・経済協力や国際的な援助の在り方について、国家間の方策だけでなく、ＮＧＯやＮＰＯ
なども重要な主体となっていることを、その理由とともに考察する。



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

公民・現代社会 1年（全） 2
『最新現代社会　新訂版』（実教出

版）
『テーマ別資料　クローズアップ現代社会』

（第一学習社）

科目の概要
と目標

単元

わたしたちの
生きる社会

青年期と自己
の形成

現代の民主政
治と日本国憲
法

現代の経済社
会と国民生活

国際社会と人
類の課題

・激動する経済社会について、様々な角度から理解を深め、個人や企業
の経済活動における社会的責任について考察する。
・金融の意義や役割を理解するとともに、金融政策の目的と手段につい
て理解する。
・近年の雇用や労働の動向を、経済社会の変化や国民の勤労権の確保
の観点から考察する。
・社会保障制度の意義や役割を理解するとともに、医療・介護・年金など
の保険制度にみられる現状と課題について考察する。

・国際政治の動向
・国際経済の動向と国際協
力

・日本国憲法の基本原則と政治機構、民主政治における世論形成と政
治参加の意義などを理解し、民主政治において主体的に生きる人間とし
ての在り方生き方について考察する。
・議会制民主主義と権力分立について、その意義や多数決の原理と運
用方法などについて理解するとともに、民主政治の権力分立の意義を法
の支配や基本的人権の保障と関連づけて理解を深める。
・民主政治のもとでは、国家の行為に対して最終的には国民自らが責任
をもつことになるということを理解する。

・主権や国際政治、国際経済などの諸問題を理解し、国際社会における
日本の役割や日本人の生き方について考察する。
・情報通信技術の発達や世界的な規制緩和により、経済のグローバル
化が展開していることに注目し、地域的経済統合が進展する背景や影
響について考察する。
・経済協力や国際的な援助の在り方について、国家間の方策だけでな
く、ＮＧＯやＮＰＯなども重要な主体となっていることを、その理由とともに
考察する。

  人間の尊重と科学的な探究の精神に基づいて，広い視野に立って，現代の社会と人間についての理解を深め
させ，現代社会の基本的な問題について主体的に考え公正に判断するとともに自ら人間としての在り方生き方
について考える力の基礎を養い，良識ある公民として必要な能力と態度を育てる。

・地球環境問題の現状について把握するとともに、これらの問題は自分
たちにとって身近な問題であることに気づき、その対策について考察す
る。
・資源・エネルギーの利用において国家間の利害が衝突している現状を
認識する。とくにエネルギー問題にあっては、国内の情勢だけでなく国際
的な動向にも注目し、原子力や新エネルギーによる発電がどうあるべき
か考察する。
・情報化の進展が生活や社会の変化に及ぼした影響を理解し、情報化
社会の課題や未来について考察する。

・青年期の意義と自己形成の課題について考察し、青年としての生き方
を自覚する。
・先哲の思想や宗教の意義を理解し、人間としていかに生きていくべき
かを考察する。
・現代社会で「正義」「公正」「幸福」はいかにすれば達成されるのか、さ
まざまな思想家の主張を比較し考察する。

・現代の経済社会
・日本経済の特質と国民生
活

学習内容 到達度目標

・地球環境問題
・資源・エネルギー問題
・生命科学と情報技術の課
題

・自分らしく生きる
・人間としてよく生きる
・日本人としての自覚
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・現代国家と民主政治
・日本国憲法の基本的性格
・日本の政治機構と政治参
加



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

数学・数学Ⅰ 1 3 数学Ⅰ（東京書籍） 準拠問題集「ニュ－スコ－プ　数学Ⅰ＋Ａ」

科目の概要と目標

単元

１章　数と式
　１節　式の計算
　　１　整式

　　２　整式の加法・減法・乗法

　　３　因数分解

　２節　実数
　　１　実数

　　２　根号を含む式の計算

　３節　１次不等式
　　１　不等式とその性質

　　２　１次不等式の解法

　　３　連立１次不等式

２章　集合と論証
　１節　集合
　　１　集合

　　２　補集合とド・モルガンの法則

　２節　命題と論証
　　１　命題と条件

　　２　論証

３章　２次関数
　１節　関数とグラフ
　　１　関数

　　２　２次関数とそのグラフ

　　３　２次関数の最大・最小

　　４　２次関数の決定

　２節　２次方程式・２次不等式
　　１　２次方程式の解法

　　２　２次方程式の実数解の個数

　　３　２次関数のグラフと x 軸の

　　　　共有点

　　４　２次不等式

　　５　２次不等式の応用

４章　図形と計量
　１節　　鋭角の三角比
　　１　直角三角形と三角比

　　２　正弦・余弦

　　３　三角比の相互関係

　２節　三角比の拡張
　　１　三角比と座標

　　２　三角比の性質

　３節　三角形への応用
　　１　正弦定理

　　２　余弦定理

　　３　三角形の面積

　　４　空間図形の計量

５章　データの分析
　１節　データの整理と分析
　　１　データの整理
　データの代表値　　２　代表値

　　３　箱ひげ図

　　４　箱ひげ図とデ－タの散らばり

　　５　分散と標準偏差

　２節　データの相関
　　１　相関関係

　　２　相関係数

・補集合，ド・モルガンの法則について，図表示による包含関係と関連づけて理解する。

・範囲と四分位偏差 ・範囲，四分位範囲，四分位偏差を理解し，箱ひげ図を用いてデータの分布のようすを視覚的に把握
することができる。

・分散と平均値の関係式 ・データの散らばり具合いを数値で表すための方法として，偏差，分散，標準偏差を理解する。また，
データをもとにそれらを求めることができる。

・y ＝ax
2 のグラフ

・y ＝ax
2＋q のグラフ

・y ＝a (x －p )
2 のグラフ

・y ＝a (x －p )
2＋q のグラフ

・y＝ax
2＋bx ＋c  のグラフ

・中学校で学んだ2乗に比例する関数の性質を復習し，それをもとに2次関数について理解する。また，

2次関数 y ＝ax
2＋bx ＋c  を y ＝a (x －p )

2＋q  の形に変形し，そのグラフを利用できる。

・グラフと x  軸の共有点の座標

・グラフと x  軸の共有点の個数

・グラフと x  軸の位置関係

・２次関数のグラフと x  軸の共有点と判別式 D  の符号との関係を理解する。

・単項式，次数，係数，多項式，項，整式など，式についての用語の意味を理解する。また，特定の文
字に着目することや，同類項，次数，定数項によって整式を整理することなど，式についていろいろな
見方ができる。

・整式の加法・減法，指数法則，整式の乗法，多項式の乗法公式など，基本的な計算ができる。また，
式の一部を別の文字に置き換えるなどして，見通しをもって能率よく展開することができる。

・乗法公式と関連させて，因数分解の公式を利用することができる。また，式を工夫する基本的な方法
を身につけ，能率よく因数分解することができる。

・根号を含む式の計算ができる。また，分母の有理化について理解し，基本的な計算ができる。・平方根
・根号を含む式の計算
・分母の有理化

・単項式と多項式
・整式の整理

・整式の加法・減法
・指数法則
・式の展開
・乗法公式
・展開の工夫

・共通因数をくくり出すこと
・２次式の因数分解
・因数分解の工夫

・有理数
・実数
・数直線
・絶対値

・相関係数 ・相関関係を1つの数値として表す方法として，相関係数を理解する。また，相関係数を求め，2つの変
量の相関をとらえることができる。

・デ－タ
・デ－タの整理
・相対度数

・データの特徴や傾向をとらえるために，データを整理することのよさを認識し，データを度数分布表や
ヒストグラムを用いて表すことができる。また，相対度数を求めることができる。

・四分位数
・箱ひげ図
・箱ひげ図とヒストグラム

・データの特徴を詳しくとらえる方法として，四分位数，箱ひげ図を理解する。

・散布図と相関 ・2つの変量の組を座標とする散布図をつくり，2つの変量の相関をとらえることができる。

・平均値
・中央値
・最頻値

・データの特徴を1つの数値で表すことの有用性を認識し，平均値，中央値，最頻値について理解す
る。
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・数と式，図形と計量，2次関数及びデータの分析について理解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察する能力を培い，数
学のよさを認識できるようにするとともに，それらを活用する態度を育てる。

・1次不等式を文章題に応用することができる。また，連立1次不等式を解くことができる。・連立１次不等式の解法
・不等式の応用
・絶対値記号を含む方程式・不等式

学習内容 到達度目標

・数を拡張することに興味をもち，自然数，整数，有理数，無理数，実数の意味を理解する。また，絶対
値の定義をもとに，絶対値記号を含む式の計算ができる。

・関数
・関数のグラフ
・関数の定義域・値域
・関数の最大値・最小値

・互いに関連しながら変化するものとして，関数の概念を基本的な用語とともに確認・理解し，関数を表
す記号 y ＝f (x ) を自由に使うことができる。また，定義域・値域の用語の意味を理解する。

・集合
・集合の表し方
・部分集合
・共通部分と和集合
・空集合

・命題と条件
・命題 「 p  ⇒ q  」

・必要条件と十分条件
・条件の否定とド・モルガンの法則

・命題の逆・裏・対偶
・対偶を利用する証明法
・背理法

・不等式の基本性質 ・不等式の意味を理解し，数量の間の大小関係を不等式で表すことができる。また，不等式の基本性
質を理解する。

・不等式の性質をもとに，不等式の解と不等式を解くことの意味を理解する。また，1次不等式を解くこと
ができる。

・鈍角にまで拡張した三角比の定義を理解し，鋭角の場合と矛盾しないことを確認する。また，0°，
90°，180°の場合についての三角比も理解する。さらに，直線y＝mxの傾きmと正接の関係について
理解する。

・定義域がかぎられたときの最大値・最小値
・最大・最小の応用

・２次関数の最大・最小について理解を深め，定義域に応じて，最大値や最小値を求めることができ
る。また，具体的な問題の解決に活用できる。

・頂点や軸に関する条件が与えられたとき
・グラフ上の３点が与えられたとき

・２次関数のグラフについて与えられた条件から，その２次関数を決定できる。

・グラフと不等式
・グラフが x  軸と２点で交わる場合

・グラフが x  軸に接する場合

・グラフが x  軸と共有点をもたない場合

・２次不等式のまとめ

・三角比としての正接の意味を理解し，30°，45°，60°の正接の値を求め，活用できる。

・30°，45°，60°の正弦・余弦
・三角比の表

・正弦，余弦の意味を理解し，30°，45°，60°の正弦，余弦の値を求め，活用できる。また，三角比
の表を利用できる。

・因数分解による解法
・解の公式による解法

・因数分解による解法や解の公式を用いて，2次方程式の解を求めることができる。また，2次方程式の

判別式 D ＝b
2－4ac の符号との関係を理解する。

・２次方程式のxの係数が偶数の場合の解の公式の適用について練習する。

・90°－ A  の三角比 ・三角比の相互関係について興味をもち，理解する。

・単位円の周上の点の座標
・0°，90°，180°の三角比
・正弦・余弦から角を求めること
・正接の値から角を求めること
・直線の傾きと正接

・集合の包含関係，共通部分と和集合，空集合を理解する。また，集合に関する記号の意味を理解し，
適切に使うことができる。

・命題と条件，必要条件，十分条件，必要十分条件の用語の定義を学び，さらに，図表示による包含関
係と関連づけて理解する。

・命題の逆，裏，対偶を理解する。また，対偶を利用した証明法や背理法による証明法を習得するとと
もに論理的な思考力を養う。

・２次関数のグラフと x  軸の共有点の位置関係から，2次不等式の解の意味を理解し，その解を求める

ことができる。また，グラフを活用することのよさを認識する。

・連立不等式
・２次方程式の解の符号

・２次不等式を含む連立不等式を解くことができる。また，具体的な問題の解決に2次不等式を活用で
きる。

・正接
・30°，45°，60°の正接

・三角比の相互関係
・180°－θ の三角比

・三角比を空間図形の計量に応用できる。

・三角形の辺と角の大きさ
・三角形の決定

・余弦定理を理解し，三角形の辺と角の間の関係について理解を深める。また，既知の辺や角から残
りの辺や角を求めることができる。

・円に内接する四角形 ・条件に応じて正弦定理や余弦定理を活用し，三角形の面積を求めることができる。

・三角比の相互関係について理解を深め，それらを活用できる。

・三角形の辺と角の間の基本的な関係として正弦定理を理解し，活用できる。



教科・科目 対象学年 単位数

理科・化学基礎 2 2

科目の概要
と目標

単元
序章　化学と人間生活

第１編　物質の構成と化学結合
第１章　物質の構成
1．混合物と純物質

2．物質とその成分

3．物質の三態と熱運動

第２章　物質の構成粒子
1．原子とその構造

2．イオン

3．周期表

第３章　粒子の結合
1．イオン結合とイオンからなる
物質

2．分子と共有結合

3．分子の極性

4．共有結合の物質

5．金属結合と金属

第２編　物質の変化
第１章　物質量と化学反応式
1．原子量・分子量・式量

2．物質量

3．溶液の濃度

4．化学反応式と物質量 ・化学変化を化学反応式やイオン反応式で表すこと
を学び，それを元にして量的関係が把握できるよう
になる。

・正しい化学反応式が表せる。
・化学反応における物質量,粒子の個数,質量,気体の
体積などの量的な関係を,化学反応式から読み取るこ
とができる。

･金属の性質を自由電子の存在から説明できる。

・質量パーセント濃度，モル濃度の意味を理解してい
る。

・原子量という概念によって異なる元素の原子の質
量が比較しやすくなることを理解する。
・分子量や式量の定義を学ぶ。

・原子量は質量そのものではなく,基準に対する相対
質量で表すことを理解している。
・原子量・分子量・式量の定義を示すことができる。

・微細な粒子を扱うには，ある一定の量を考えそれを
単位として扱うほうが便利であることを理解し，物質
量の概念を学ぶ。
・物質量は化学全体にわたって必須の概念なので，
演習などを通して数値的な扱い方を体得する。

・モル質量の概念を使い，粒子数・質量と物質量に関
する計算ができる。

・身近に利用されている物質の成り立ち,構造,性質に
ついて興味を持つ。

・物質が純物質や混合物に分類されることに興味を持
つ
・混合物を分離する操作に,濾過,蒸溜,昇華,再結晶,
抽出,クロマトグラフィーなどの方法があげられる。

・物質を分類すると，純物質と混合物とになることを
理解する。あわせて，混合物から純物質を得る分離・
精製には種々の方法理解する。

・学問としての化学が,これまで人類の発展にどのよう
に寄与してきたか,そして,現在の人間生活にどのよう
にかかわり,どんなところで我々が恩恵を受けている
かを確認する。

・イオン結晶を構成する陽イオンと陰イオンの種類か
ら，イオン結晶の名称と組成式の組み立て方を理解し
ている。

・いろいろな物質について，単体と化合物に分類でき
る。
・炭素，酸素，リン，硫黄の同素体をあげることができ
る。
・代表的な成分元素の検出法を理解している。

・物質を加熱したり冷却したときの，温度変化をグラフ
に表すことができる。
・絶対温度とセルシウス温度の関係を理解している。

改訂版　新編化学基礎【数研出版】
リードＬｉｇｈｔノート化学基礎【数研出版】
リードα化学基礎＋化学【数研出版】

・帯電した粒子がどのような力によって結合するかを
学ぶ。
・イオンからなる物質の種類や表し方・特徴的な性質
などを理解する。

・ 自然の物事・現象に関することを題材にして，化学の基本的な概念，原理，法則理解する。
・ 実験や観察を通して，科学的な自然観を身につける。
・物質をよく知ることにより，現代社会をより広い視野で捉え，的確な判断を下すことができるように
なる。

平成２９年度　化学基礎　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

学習内容 到達度目標

使用教材教科書

・周期表上の元素の配列のしかたについて興味をも
つ。
・元素の，典型・遷移，金属・非金属，陽性・陰性など
の分布，および同族元素について理解している。

・原子はどのような粒子から構成されているかを説明で
きる。
・原子の構成粒子である陽子・中性子・電子の個数・
電荷・質量の関係について理解している。

・原子の電子配置から，その原子がどのようなイオンに
なりやすいか判断できる。
・イオン化エネルギーの概念と周期表上での傾向を説
明できる。

・物質は種々の元素から成り立っており，元素は元
素記号で表されることを理解する。
・構成元素の種類によって単体や化合物が存在し，
単体には性質が異なる同素体をもつものがあること
も理解する。
・成分元素の検出方法を学ぶ。

・物質には固体・液体・気体の３つの状態があること
を確認し，相互の変化には熱の出入りによる分子の
熱運動がもとになっていることを理解する。
・熱運動がなくなる温度を０とする，絶対温度の定義
を学ぶ。

・原子の構造を理解し，その構成粒子の違いにより
同位体が存在することを理解する。
・原子の電子配置とそれに基づく価電子の意味を理
解する。

・イオンの電子配置は希ガス型の構造をとって安定
化していることを理解するとともに，多原子イオンの
種類やイオンからなる物質の構造と化学式の表しか
たを学ぶ。
・原子のイオン化エネルギーと電子親和力を理解す
る。

・電気陰性度を理解し，原子が電子を引きつける強
さにより電子のかたよりが生じ，電気的に正と負の部
分ができることを学ぶ。

・極性を電気陰性度の違いによる電荷のかたよりと分
子の形から理解している。

・無数の原子が共有結合により結合した物質である
共有結合の結晶について学ぶ。

・金属の原子どうしでは，イオン結合や共有結合とは
異なったしくみで結合することを理解する。

・溶液の濃度について，パーセント濃度やモル濃度
の定義を学び，扱いに慣れる。

・元素の性質から考え出された周期律と，それを一
覧にした周期表の特徴を理解する。
・周期表上での元素の分類や同族元素の名称，周
期表上における元素の陽性や陰性の傾向について
学ぶ。

・原子どうしが結合する場合，電気的な力で結びつく
ほかに，価電子を共有するという方法で結びつくしく
みを理解する。
・分子式をはじめ電子式や構造式を学ぶ。
・配位結合と錯イオンについても理解する。

・価標を考えることによって分子の構造を予想すること
ができる。
・さまざまな分子を電子式，構造式で表し，その構造を
考えることができる。

･分子からなる物質，共有結合の結晶，高分子化合物
の構造・粒子間にはたらく力とその性質の関係を理解
している。



第２章　酸と塩基の反応
1．酸･塩基

2．水の電離と水溶液のpH

3．中和反応

4．塩

第３章　酸化還元反応
1．酸化と還元

2．酸化剤と還元剤

3．金属の酸化還元反応

4．酸化還元反応の利用

・H+とOH-で考える方法と，H+の授受で考える方法か
ら酸と塩基を区別することができる。
・酸・塩基の価数，電離度などの考え方があることを理
解している。

・酸化還元反応には必ず電子の移動が伴うことに気づ
く。
・酸化数を求めることによって酸化還元を考察すること
ができるようになる。
・電子の授受が酸化還元の本質であることを理解して
いる。

・酸と塩基が中和するときの量的関係を理解する。
・滴定操作により酸や塩基の濃度を求めることができ
ることを理解し，計算方法も体得する。
・滴定曲線と指示薬の関係を理解する。

・中和反応は本質的にはH+とOH-の反応であることに
気づく。
・中和の量的関係を数値計算により求めることができ
る。
・滴定曲線におけるｐH変化，中和点，使用できる指示
薬について理解している。

・水は一部が電離していること，水溶液の酸性や塩
基性の程度をpHにより表すことができることを理解す
る。

・酸化還元の化学反応式を酸化剤・還元剤のはたらき
を示す反応式からつくれるようになる。
・酸化還元反応における酸化剤と還元剤のはたらきを
読みとることができる。
・酸化還元反応の量的関係を数値計算により求めるこ
とができる。

・酸や塩基の定義について，アレーニウスとブレンス
テッドの2つの方法を学び，酸・塩基の反応には水素
イオンが寄与していることを理解する。
・酸や塩基の価数，電離度による強弱の分類法を理
解する。

・塩の定義と分類の方法，塩の水溶液の性質を理解
する。

・塩の水溶液の酸性・塩基性が判断できる。
・酸性塩・塩基性塩・正塩などの分類があることを理解
している。

・酸素や水素の授受による酸化還元反応の例を学
び，電子の授受による酸化・還元の定義を理解す
る。
・酸化還元反応を理解するには酸化数を利用すると
よいことを学び，その変化を酸化還元の指標とする。

・ｐＨの値から酸性，塩基性の強弱が判断できる。
・水素イオン濃度と水酸化物イオン濃度の関係から,あ
る水素イオン濃度における水酸化物イオン濃度を求め
られる。

・金属の精錬は酸化還元反応を利用したものであるこ
とに気づく。
・簡単な電池をつくることができる。

・電解質水溶液と金属を利用することによって電池
ができることを学び，電池には充電のできない一次
電池と充電のできる二次電池があることを理解する。
・金属を鉱石から得る製錬の手法についても学ぶ。

・金属が水溶液中でイオンになることは，酸化還元反
応の一つであり，イオンになるなりやすさ，つまり金
属のイオン化傾向は，金属の種類によって異なるこ
とを理解する。
・金属のイオン化傾向が異なると，金属単体の性質
が大きく異なることを理解し，金属の化学的性質と密
接に関係していることを学ぶ。

・金属固有の性質もイオン化傾向で考えることができる
ようになる。
・通常の酸でも反応する金属と，通常の酸とは反応し
ないが，王水や酸化力をもつ酸で反応する金属との違
いを理解している。

・酸化剤や還元剤のはたらきと，そのときに起こる化
学変化を化学反応式で表せるようになる。
・酸化還元の量的関係も理解する。



平成２９年度　生物基礎　シラバス ２１富山県立水橋高等学校

教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

理科・生物基礎 ２学年 ２単位
改訂版　新編　生物基礎

（数研出版）
三訂版リードLightノート生物基
礎

科目の概要
と目標

単元

生物の特徴

遺伝子とそのは
たらき

生物の体内環境

1．遺伝情報とDNA
遺伝情報を担う物質-DNA，DNAの構造

１　現代生物学の基礎となる代謝，遺伝子，恒常性，免疫，生態系といった基礎的な内容を，最先端の知識を織
り交ぜながら学習する。
２　生物の多様性の中から法則を導き，共通性を見いだしていく。
３　観察・実験を通して自然を科学的に探求する能力を育てる。

学習内容 到達度目標

1．生物の多様性と共通性
生物の多様性と共通性の由来，生物
の共通性-生物の基本的な特徴-，生
物の共通構造-細胞-

2．エネルギーと代謝
生命活動とエネルギー，代謝と酵素

3．光合成と呼吸
光合成，呼吸，光合成と呼吸による
エネルギーの流れ，ミトコンドリア
や葉緑体の由来

生物のもつ特徴としての多様性と共通性に関心をもつ。生物のもつ共通
性の由来，多様性の由来について考察する。プレパラートを作成し，乳
酸菌などの原核細胞と真核細胞を観察する。DNA，ATP，細胞構造などの
生物の共通性を理解する。
共通性をもちながら同時に多様性があることを理解する。

生体内で行われる代謝について興味，関心をもつ。代謝での物質の変化
とエネルギーの出入りの関係について考察する。
エネルギー物質であるATP，触媒である酵素について代謝での役割を考察
する。肝臓に含まれるカタラーゼのはたらきを過酸化水素の分解で確か
める。生命活動の中で酵素やATPがどのような役割を担っているかを理解
する。

生物のエネルギーを扱うミトコンドリアと葉緑体について興味関心をも
つ。生命活動にとってエネルギーとはどのようなものかを，ミトコンド
リアと葉緑体のはたらきを通じて考察する。細胞の観察を通じて，葉緑
体の観察を行う。ミトコンドリアでの呼吸，葉緑体での光合成の内容を
理解する。

2．遺伝情報の発現
遺伝情報とタンパク質，RNAのはたら
き，タンパク質の合成

3．遺伝情報の分配
染色体とDNAの遺伝情報，細胞分裂と
遺伝情報の分配，分化した細胞の遺
伝情報，DNAの遺伝情報と遺伝子，ゲ
ノム

2．腎臓と肝臓
腎臓と肝臓の役割，腎臓のはたら
き，肝臓のはたらき，腎臓と肝臓の
分業と協働

1．体液という体内環境
体内環境と恒常性，体液とその循
環，血液の凝固と線溶，体液の組成
と生命活動

遺伝子という概念がDNAという具体的な物質として理解されることに興味
をもつ。生物がDNAという共通の分子を遺伝子の本体としているにもかか
わらず，多様な情報を保持していることについて考察する。試料からDNA
を抽出する手法を学ぶ。DNAの構造を理解し，さらにその構造的特徴が遺
伝情報を担う物質として機能することを理解する。

生命活動を支える多種多様なタンパク質に関する情報がどのように保持
されているのか，その情報をもとにどのような過程でタンパク質が合成
されるのかに関して意欲的に知ろうとする。タンパク質の多様性および
その情報を担うDNAの多様性がどのような特徴をもつ分子であるかについ
て考察する。ユスリカの幼虫のだ腺染色体を染色し，観察する。その
際，DNAとRNAの染色の手法を学ぶ。多種多様なタンパク質はアミノ酸の
配列によって決定されること，またその配列を指定することによって，
DNAが遺伝子として機能することを理解する。

遺伝情報の分配がどのようなしくみによってなされるのか，また，個体
が発生する過程ですべての遺伝情報が維持されているにも関わらず，分
化した細胞がそれぞれ異なるのはなぜか，ということに興味をもつ。体
細胞分裂におけるDNAの複製と分配の周期の意味を考察する。また，遺伝
情報の発現と細胞の分化の関係を科学的に考察する。細胞の固定・解
離・染色・押しつぶしの意味を理解し，その技法を学ぶ。また，各時期
の細胞数の割合から細胞周期における各時期の時間が推定されることを
学ぶ。遺伝情報を担うDNAがどのように分配されるのか，細胞の分化とは
遺伝子発現のレベルでどのように考えることができるのかについて理解
する。

多細胞生物にとって体液が体内環境であることに興味をもち，生徒自身
の体内にも体内環境が存在することを理解し，その組成や循環の意味な
どについて積極的に学ぼうとする。恒常性の維持に関係する体液とそれ
らのはたらきについて考察し，体液の循環についても理解するととも
に，血液による酸素運搬のしくみや血液凝固のしくみについてそれを正
しく説明できる。恒常性の維持について理解し，体液の種類とそれらの
役割・酸素運搬のしくみや血液凝固について理解する。

体内環境の恒常性のために，体液の塩分濃度や水分量を安定に保つこと
が重要であることに気づき，腎臓や肝臓の構造とはたらきについて興味
と関心をもつ。動物にとって体液と外液の塩分濃度差が生存上重要な問
題であることを把握し，その解決法を類推・発表することができる。
腎臓の構造と機能を，塩分濃度調節と水分量の維持の観点から捉えると
ともに，そのはたらきを数量的に考え，計算できる。
肝臓の構造と機能について，恒常性に関するはたらきを中心に考える。
ブタの腎臓を用い，腎臓の構造を観察する。また，墨汁の注入によっ
て，糸球体が黒くなることを理解する。尿生成の重要性をつかみ，腎臓
の主な構造とろ過再吸収における物質の移動について理解する。
肝臓のもつ多様な機能について，恒常性の役割の上から理解する。



植生の多様性

生態系とその保全

4．免疫
免疫とは，物理的・化学的防御，自
然免疫，獲得免疫，免疫と病気

1．さまざまな植生
植生とその成り立ち，さまざまな植
生-森林・草原・荒原-

2．植生の遷移
植生の遷移，遷移の過程，遷移のし
くみ

3．気候とバイオーム
気候とバイオーム，世界のバイオー
ムとその分布，日本のバイオームと
その分布

3．神経とホルモンによる調節
神経による調節-自律神経系，ホルモ
ンによる調節-内分泌系，自律神経と
ホルモンによる調節

生態系におけるバランスについて，関心や意欲をもち，より深く知ろう
とする態度をもつ。生態系のバランスが保たれるしくみを学習し，理解
する。生態系のバランスについて，そのしくみを正しく理解する。

生態系に与える人間生活の影響などについて，関心や意欲をもち，より
深く知ろうとする態度をもつ。生態系のバランスが人類の活動でどのよ
うに変化しつつあるのかを考えることができる。
生態系のバランスを維持するために，人類が取り組む課題について考
え，表現することができる。地球規模の環境問題，地域の環境問題など
について，その原因や人類の活動の影響を正しく理解する。
これまでの学習を通じて得た知識を活用して，さまざまな環境問題につ
いて，保全の方法を具体的に考えることができる。

1．生態系
生態系の成り立ち，さまざまな生態
系，生態ピラミッド

2．物質循環とエネルギーの流れ
炭素の循環とエネルギーの流れ，窒
素の循環

3．生態系のバランス
生態系のバランス

4．人間活動と生態系の保全
外来生物の移入，森林の過度の伐
採，生物濃縮，生態系の保全

外界から体内に侵入する生体防御のしくみについて興味と関心をもつと
ともに，自然免疫や抗原抗体反応などの獲得免疫のしくみについて興味
をもって探究しようとする。脊椎動物の免疫機構が２つあって，それぞ
れのはたらきや担当する細胞の違いおよび両者の連携について考え，表
現することができる。
免疫によって感染症を排除するしくみと免疫機構の異常によって起こる
疾病について正確に捉え，説明できる。自然免疫と獲得免疫の機構とそ
れにはたらく細胞の役割を正確に理解する。
免疫現象を利用した医療行為や免疫現象の異常によって起こる疾病につ
いて理解する。
植生を優占種や相観という観点から分類する態度を養う。また，森林で
は階層構造が成立することに興味や関心をもっている。植生が優占種の
存在と，相観によって特徴づけられることを考察する。階層構造の発達
した森林などの植生と明るさや湿度などの環境条件が垂直方向に変化す
ることを関連づけて考察する。優占種や相観の概念を理解する。階層構
造が生じる理由を理解する。

植生遷移について興味をもち，そのしくみについて積極的に考えようと
する。植生遷移をそれぞれの時期における植物どうしの競争という観点
から理解する。植生遷移の過程と遷移が起こるしくみについて理解す
る。

世界および日本のバイオームの分布について興味をもち，その成立の要
因について考える態度を身につける。バイオームの分布とその分布に影
響を与える環境要因について考察する。世界および日本に見られるさま
ざまなバイオームが気温と降水量の違いに起因して成立していることを
理解する。
生態系とは何か，その構成要素やその中で見られる関係について，興味
関心をもち，科学的に知ろうとする。生態系を構成する非生物的環境と
生物のかかわりや生物間の関係について考え，特に生物どうしのつなが
りについて的確に説明できる。生産者や消費者，食物連鎖，生態ピラ
ミッドなどの生態系にかかわる用語の意味を理解し，生態系を１つのま
とまりとして捉えることができる。

生態系において，各生物間での物質やエネルギーの移動について興味関
心をもつ。生態系における炭素や窒素の循環を考える中で，物質の移動
に伴って起こるエネルギーの移動について判断し，表現することができ
る。生態系における炭素循環とそれに伴うエネルギーの移動，窒素循環
あるいは窒素固定などについて理解し，それぞれの特徴を整理する。

自律神経系の調節作用について理解しようとする。
ホルモンがどのようなものであり，それが恒常性の維持にどのようにか
かわっているかについて，興味と関心をもつ。
自律神経系とホルモンの両方が関与する調節作用について，興味をもっ
て探究しようとする。自律神経系が意志つまり大脳の支配から独立した
ものであることを理解し，その拮抗作用について考える。
ホルモンが血流によって運ばれる物質であることを理解し，その量を調
節するしくみについて考察し発表できる。
血糖濃度など，自律神経とホルモンが協同で作用する調節のしくみにつ
いて，概要を理解するとともに，説明できる。交感神経と副交感神経の
相違点を学習し，内臓諸器官でのそれぞれの作用について理解する。
ホルモンの種類や内分泌腺の例を掌握し，その中枢や段階的な分泌機構
について理解する。
血糖濃度や体温について，体内の状況にあった恒常性のしくみについて
理解する。
糖尿病について，その原因を正確に捉えることができる。



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

理科・地学基礎 1 ２単位 新編　地学基礎
リードLightノート地学基礎
　　　　　　　　　　　（数研出版）

科目の概要
と目標

単元

惑星としての
地球

活動する地球

大気と海洋

移り変わる地
球

地球の環境

宇宙の構成

・堆積作用と堆積岩
・地層の形成
・地質時代の区分と
化石
・古生物の変遷

・大気の構造
・地球全体の熱収支
・大気の大循環
・海水の運動

・大気の構造や熱収支について太陽の放射エネルギーの観点
から理解する。
・大気の運動から気象現象が発生することや大気と海洋の全て
が循環し、熱収支のバランスがとれていることを理解する。

・水の循環が固体地球に及ぼす影響を理解し、その結果として
堆積岩が形成されることを知る。
・地球と生物の歴史について理解を深め、生物の進化と化石とし
て残された古生物の変遷について知る。

・環境の変化を地質学的な大きな時間スケールでとらえ、現在発
生している環境問題について理解する。
・日本の自然の特徴を地球科学的視点でとらえ、同時に日本で
発生している災害を地学的現象と関連付けて理解する。

・プレートテクトニクス
・プレート境界で発生
する現象
・ホットスポットとプ
ルーム
・火山活動
・火成岩
・地震
・変動地形
・変成作用

平成２９年度　地学基礎　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

・太陽の構造や活動について恒星の特徴とともに理解し、恒星
進化の膨大な時間スケールで考える。
・宇宙の誕生から進化について現代の宇宙論とともに理解する。

・環境と人間
・地球環境問題
・日本の自然環境
・日本の自然災害

・太陽の活動
・太陽の一生と恒星
・宇宙の構造
・宇宙の誕生

・地球と宇宙に関しての広い知識と関心を高め、地震や津波、気象災害といった日常生
活や社会性生活の中での知識の活用を図る。
・地球科学を通して科学的な見方や人と自然との関わり方を養う。

・太陽系や惑星、地球の構成と成り立ちについて理解する。
・地球の層構造や構成物質について理解する。

・プレートの運動とそれに伴う地球科学的事象について理解す
る。
・マグマの性質と火山地形や噴火様式の違いを関連付けて理解
する。
・プレートの沈み込み地帯で発生する地震や変動帯で発生する
地学的事象について実際の地震や津波などと関連付けて理解
する。
・変動帯で発生する変成作用について、変成岩と関連付けて理
解する。

学習内容 到達度目標

・太陽系の天体
・地球の誕生
・地球の形と大きさ



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

理科・物理基礎 2 2
改訂版　物理基礎
（数研出版）

リードLight物理基礎・物理（数研出版）

科目の概要
と目標

単元

運動とエネル
ギー

熱

波

電気

物理学と社会

平成２９年度　物理基礎　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　２1　富山県立水橋高等学校

・長さ、質量、時間など物理量を量るための基本的な単位を知り、
その用い方を理解する。
・物体の運動を表すグラフの意味とその表し方を理解する。
・加速度や力などのベクトル量の意味とその表し方を理解する。
・さまざまな力のあらわし方や、力の合成と分解、力のつりあいに
ついて理解する。
・運動の３法則を理解し、さまざまな場合について運動方程式をた
てて問題を解くことができる。
・物理実験の目的や方法を理解し、その結果のまとめ方を知る。
・仕事やエネルギーの物理的な意味を理解し、身の回りで起きるさ
まざまなエネルギーの変化とその量的関係を知る。

・身の回りで起きているさまざまな波の現象をもとに、その伝わり
方や反射・屈折などの波の性質や法則を理解する。
・単振動と波の関係を理解する。
・ホイヘンスの原理をもとに波の性質や並みの現象が説明できる
ことを理解する。
・音が波であることを知り、音を伝える媒質や音の速さ、振動数、
波長等の関係を理解する。
・気柱の共鳴、弦の振動及びうなりについて身近な例をもとに理解
する。

・静電気の発生やその現象の観察などを通して、自由電子の存
在、正負の電荷について理解する。
・電流・抵抗・電圧の関係を知り、電気とエネルギーの関係を理解
する。
・モーターと発電機の原理を理解し、電流と磁界、電磁誘導につい
て知る。
・交流の発生、送電及び利用について基本的なしくみを理解する。

・日常生活や社会との関連を図りながら身の回りに起きる運動とエネルギーへの関心
を高める。
・目的意識を持ち観察、実験などを行い、物理的に探究する能力と態度を育てる。
・物理学の基本的な概念や原理・法則を理解させ、科学的な見方や考え方を養う。

学習内容 到達度目標

・運動の表し方

・運動の法則

・仕事と力学的エネ
ルギー

・波の性質

・音

・エネルギーとその
利用

・物理学が拓く世界

・人類が利用可能な水力、化石燃料、原子力、太陽光等を源とす
るエネルギーの特性や利用について物理学的視点か理解する。
・物理基礎で学んだ事柄が、日常生活やそれを支える科学技術と
結びついていることを科学技術の具体的な例をあげながら理解す
る。

・熱とエネルギー

・熱現象とエネルギーの関係を知り、温度・熱量・比熱について理
解する。
・熱量保存の法則、エネルギー保存の法則を知り、熱力学の法則
を理解する。
・熱の移動や熱と仕事の変換について理解する
・さまざまな物理量の関係をもとに、物理的な思考および計算の能
力を身につける。

・物質と電気抵抗

・交流と電磁波



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

保健体育・体育 1 3
ニューカラースポーツ
（一橋出版）

科目の概要
と目標

単元

･オリエンテーション
一体ほぐし､体つくり
･新体カテスト
･陸上競技

選択種目
   (男子)
・サッカー
 
　 (女子)
・バレーボール

　　(男子・女子)
・ソフトボール

.・バスケットボール

武道（柔道・剣道）・ダ
ンス選択

・バドミントン
・卓球

平成29年度　体育　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

・実践を通して陸上競技の楽しさにふれる。
・自己の技術的・体力的課題を知り、その解
決を図りながら記録の向上を目指す。

・基本的な技術を身につける。
・サｯカーの特性と戦術を理解し、ゲームの
攻防を楽しむ。
・基本的な技術を身につける。
・チーム全員で協力し、楽しくパスゲームが
できるようになる。

・基本的な技術を身につける。
・種目の特性を理解し、個人やチームの能
力を把握する，
・個人やチームの能力に応じて作戦を立
て、持っている技能を最大限に活用して
ゲームを行う。

基本技術
　・打つ(構え方､ｽｲﾝｸﾞ、ｽﾀﾝｽ､ﾊﾞﾝﾄ)
　・捕える(ｽﾛｰｲﾝｸﾞ、ｷｬｯﾁﾝｸﾞ)
　・投げる(ｽﾀﾝﾀﾞｰド、ｽﾘﾘﾝｸﾞｼｮｯﾄ)
　・走る(べ-ｽﾗﾝﾆﾝｸﾞ、ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ)
簡易ゲーム

基本技術・パス・ドリブル・シュート・ピボット
応用技術・２対１・３対２
簡易ゲーム
・礼法
・基本動作（姿勢と組み方、崩しと前さばき、
素振り、防具の着脱）
・対人技能（固め技、投げ技、打突の仕方、
受け方、打たせ方）

基本技術・ラケットの握り方と操作
　(バドミントン)･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ･ﾊｲｸﾘｱ･ｶｯﾄ･ｻｰﾌﾞ
　　　　　　　　　･ﾍｱﾋﾟﾝ･ｽﾏｯｼｭ･ﾌﾟｯｼｭ
　(卓球)･ﾌｫｱﾊﾝﾄﾞ・ﾊ'ｯｸﾊﾝﾄﾞ・ｶｯﾄ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ
　　　　　･ｽﾏｯｼｭ
簡易ゲーム

・各種の運動の合理的実践を通して、運動技能を高め運動の楽しさや喜びを味わうこと
ができるようになる。
・運動の必要性を理解し、生涯を通して自己の能力に応じて継続的に運動ができる資質
や能力を身につける。

・基本的な技術を身につける。
・バスケットボールの特性と戦術を理解し、
ゲームの攻防を楽しむ。
・基本動作、格技を習得するとともに、相手
の動きに応じた無理のない攻防を身につけ
る。
・相手を尊重し、礼儀を重んじる姿勢を身に
つける。
・グループごとに表現したいテーマを考え、
イメージにあった動きを探求する。

・バドミントン、卓球の特徴を理解し、正しく
シャトル・ボールを打てるようになる。
・簡易ゲームでラリーを楽しめるようになる。

学習内容 到達度目標

１,０００ｍ走・１５００ｍ走
　・ペース走・インターバル
　・レペティション・トライアル
５０ｍ・１００ｍ走
　・走の基本技術・スタート練習
　・中間走・トライアル

基本技術・キック・ヘディング・ドリブル
　　　　　　・トラッピング・スローイング
応用技術・パスキ－プ（３対１）
簡易ゲーム（ハーフコート）
基本技術・パス・サーブ・サーブレシーブ
            ・ フォーメーション簡易ゲーム



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

保健体育・体育 2（除体育コース） 2
ニューカラースポーツ
（一橋出版）

科目の概要と目標

単元

･オリエンテーション
一体ほぐし､体つくり
･新体カテスト
･陸上競技

選択種目
   (男子)
・サッカー
 
　 (女子)
・バレーボール

　　(男子・女子)
・ソフトボール

.・バスケットボール

武道（柔道・剣道）・
ダンス選択

・バドミントン
・卓球

１,０００ｍ走・１５００ｍ走
　・ペース走・インターバル
　・レペティション・トライアル
５０ｍ・１００ｍ走
　・走の基本技術・スタート練習
　・中間走・トライアル

・実践を通して陸上競技の楽しさにふれる。
・自己の技術的・体力的課題を知り、その解
決を図りながら記録の向上を目指す。

基本技術・キック・ヘディング・ドリブル
　　　　　　・トラッピング・スローイング
応用技術・パスキ－プ（３対１）
簡易ゲーム（ハーフコート）
基本技術・パス・サーブ・サーブレシーブ
            　・ フォーメーション簡易ゲーム

・基本的な技術を身につける。
・サｯカーの特性と戦術を理解し、ゲームの
攻防を楽しむ。
・基本的な技術を身につける。
・チーム全員で協力し、楽しくパスゲームが
できるようになる。

平成29年度　体育　シラバス　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

・各種の運動の合理的実践を通して、運動技能を高め運動の楽しさや喜びを味わうこと
ができるようになる。
・運動の必要性を理解し、生涯を通して自己の能力に応じて継続的に運動ができる資質
や能力を身につける。

学習内容 到達度目標

基本技術・ラケットの握り方と操作
　(バドミントン)･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ･ﾊｲｸﾘｱ･ｶｯﾄ
　　　　　　　　　･ｻｰﾌﾞ･ﾍｱﾋﾟﾝ･ｽﾏｯｼｭ･ﾌﾟｯｼｭ
　(卓球)･ﾌｫｱﾊﾝﾄﾞ・ﾊ'ｯｸﾊﾝﾄﾞ・ｶｯﾄ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ
　　　　　･ｽﾏｯｼｭ
簡易ゲーム

・バドミントン、卓球の特徴を理解　し、正しく
シャトル，ボールを打てるようになる。
・簡易ゲームでラリーを楽しめるようになる。

基本技術
　・打つ(構え方､ｽｲﾝｸﾞ、ｽﾀﾝｽ､ﾊﾞﾝﾄ)
　・捕える(ｽﾛｰｲﾝｸﾞ、ｷｬｯﾁﾝｸﾞ)
　・投げる(ｽﾀﾝﾀﾞｰド、ｽﾘﾘﾝｸﾞｼｮｯﾄ)
　・走る(ﾍﾞ-ｽﾗﾝﾆﾝｸﾞ、ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ)
簡易ゲーム

・基本的な技術を身につける。
・種目の特性を理解し、個人やチームの能
力を把握する，
・個人やチームの能力に応じて作戦を立て、
持っている技能を最大限に活用してゲーム
を行う。

基本技術・パス・ドリブル・シュート・ピボット
応用技術・２対１・３対２
簡易ゲーム
・礼法
・基本動作（姿勢と組み方、崩しと前さば
き、素振り、防具の着脱）
・対人技能（固め技、投げ技、打突の仕方、
受け方、打たせ方）

・基本的な技術を身につける。
・バスケットボールの特性と戦術を理解し、
ゲームの攻防を楽しむ。
・基本動作、格技を習得するとともに、相手
の動きに応じた無理のない攻防を身につけ
る。
・相手を尊重し、礼儀を重んじる姿勢を身に
つける。
・グループごとに表現したいテーマを考え、
イメージにあった動きを探求する。



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

保健体育・体育 2（体育コース） 3
ニューカラースポーツ
（一橋出版）

科目の概要と目標

単元

･オリエンテーション
一体ほぐし､体つくり
･新体カテスト
･陸上競技

選択種目
   (男子)
・サッカー
 
　 (女子)
・バレーボール

　　(男子・女子)
・ソフトボール

.・バスケットボール

武道（柔道・剣道）・
ダンス選択

・バドミントン
・卓球

平成29年度　体育　シラバス　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

・各種の運動の合理的実践を通して、運動技能を高め運動の楽しさや喜びを味わうこと
ができるようになる。
・運動の必要性を理解し、生涯を通して自己の能力に応じて継続的に運動ができる資質
や能力を身につける。

学習内容 到達度目標

１,０００ｍ走・１５００ｍ走
　・ペース走・インターバル
　・レペティション・トライアル
５０ｍ・１００ｍ走
　・走の基本技術・スタート練習
　・中間走・トライアル

・実践を通して陸上競技の楽しさにふれる。
・自己の技術的・体力的課題を知り、その解
決を図りながら記録の向上を目指す。

基本技術・ラケットの握り方と操作
　(バドミントン)･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ･ﾊｲｸﾘｱ･ｶｯﾄ
　　　　　　　　　･ｻｰﾌﾞ･ﾍｱﾋﾟﾝ･ｽﾏｯｼｭ･ﾌﾟｯｼｭ
　(卓球)･ﾌｫｱﾊﾝﾄﾞ・ﾊ'ｯｸﾊﾝﾄﾞ・ｶｯﾄ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ
　　　　　･ｽﾏｯｼｭ
簡易ゲーム

・バドミントン、卓球の特徴を理解　し、正しく
シャトル，ボールを打てるようになる。
・簡易ゲームでラリーを楽しめるようになる。

基本技術・キック・ヘディング・ドリブル
　　　　　　・トラッピング・スローイング
応用技術・パスキ－プ（３対１）
簡易ゲーム（ハーフコート）
基本技術・パス・サーブ・サーブレシーブ
            　・ フォーメーション簡易ゲーム

・基本的な技術を身につける。
・サｯカーの特性と戦術を理解し、ゲームの
攻防を楽しむ。
・基本的な技術を身につける。
・チーム全員で協力し、楽しくパスゲームが
できるようになる。

基本技術
　・打つ(構え方､ｽｲﾝｸﾞ、ｽﾀﾝｽ､ﾊﾞﾝﾄ)
　・捕える(ｽﾛｰｲﾝｸﾞ、ｷｬｯﾁﾝｸﾞ)
　・投げる(ｽﾀﾝﾀﾞｰド、ｽﾘﾘﾝｸﾞｼｮｯﾄ)
　・走る(ﾍﾞ-ｽﾗﾝﾆﾝｸﾞ、ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ)
簡易ゲーム

・基本的な技術を身につける。
・種目の特性を理解し、個人やチームの能
力を把握する，
・個人やチームの能力に応じて作戦を立て、
持っている技能を最大限に活用してゲーム
を行う。

基本技術・パス・ドリブル・シュート・ピボット
応用技術・２対１・３対２
簡易ゲーム
・礼法
・基本動作（姿勢と組み方、崩しと前さば
き、素振り、防具の着脱）
・対人技能（固め技、投げ技、打突の仕方、
受け方、打たせ方）

・基本的な技術を身につける。
・バスケットボールの特性と戦術を理解し、
ゲームの攻防を楽しむ。
・基本動作、格技を習得するとともに、相手
の動きに応じた無理のない攻防を身につけ
る。
・相手を尊重し、礼儀を重んじる姿勢を身に
つける。
・グループごとに表現したいテーマを考え、イ
メージにあった動きを探求する。



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

保健体育・体育 3 2
ニューカラースポーツ
（一橋出版）

科目の概要
と目標

単元

･オリエンテーション
一体ほぐし､体つくり
･新体カテスト
･陸上競技

選択種目
   (男子)
・サッカー
 
　 (女子)
・バレーボール

　　(男子・女子)
・ソフトボール

.・バスケットボール

武道（柔道・剣道）・
ダンス選択

・バドミントン
・卓球

基本技術・ラケットの握り方と操作
　(バドミントン)･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ･ﾊｲｸﾘｱ･ｶｯﾄ･ｻｰﾌﾞ
　　　　　　　　　･ﾍｱﾋﾟﾝ･ｽﾏｯｼｭ･ﾌﾟｯｼｭ
　(卓球)･ﾌｫｱﾊﾝﾄﾞ、ﾊ'ｯｸﾊﾝﾄﾞ・ｶｯﾄ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ
　　　　　･ｽﾏｯｼｭ
簡易ゲーム

・各種の運動の合理的実践を通して、運動技能を高め運動の楽しさや喜びを味わうこと
ができるようになる。
・運動の必要性を理解し、生涯を通して自己の能力に応じて継続的に運動ができる資質
や能力を身につける。

・基本的な技術を身につける。
・バスケットボールの特性と戦術を理解し、
ゲームの攻防を楽しむ。
・基本動作、格技を習得するとともに、相手
の動きに応じた無理のない攻防を身につけ
る。
・相手を尊重し、礼儀を重んじる姿勢を身に
つける。
・グループごとに表現したいテーマを考え、
イメージにあった動きを探求する。

・バドミントン、卓球の特徴を理解し、正しく
シャトル・ボールを打てるようになる。
・簡易ゲームでラリーを楽しめるようになる。

学習内容 到達度目標

１,０００ｍ走・１５００ｍ走
　・ペース走・インターバル
　・レペティション・トライアル
５０ｍ・１００ｍ走
　・走の基本技術・スタート練習
　・中間走・トライアル

基本技術・キック・ヘディング・ドリブル
　　　　　　・トラッピング・スローイング
応用技術・パスキ－プ（３対１）
簡易ゲーム（ハーフコート）
基本技術・パス・サーブ・サーブレシーブ
            ・ フォーメーション簡易ゲーム

平成29年度　体育　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

・実践を通して陸上競技の楽しさにふれる。
・自己の技術的・体力的課題を知り、その解
決を図りながら記録の向上を目指す。

・基本的な技術を身につける。
・サｯカーの特性と戦術を理解し、ゲームの
攻防を楽しむ。
・基本的な技術を身につける。
・チーム全員で協力し、楽しくパスゲームが
できるようになる。

・基本的な技術を身につける。
・種目の特性を理解し、個人やチームの能
力を把握する，
・個人やチームの能力に応じて作戦を立
て、持っている技能を最大限に活用して
ゲームを行う。

基本技術
　・打つ(構え方､ｽｲﾝｸﾞ、ｽﾀﾝｽ､ﾊﾞﾝﾄ)
　・捕える(ｽﾛｰｲﾝｸﾞ、ｷｬｯﾁﾝｸﾞ)
　・投げる(ｽﾀﾝﾀﾞｰド、ｽﾘﾘﾝｸﾞｼｮｯﾄ)
　・走る(ﾍﾞ-ｽﾗﾝﾆﾝｸ、ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ)
簡易ゲーム

基本技術・パス・ドリブル・シュート・ピボット
応用技術・２対１・３対２
簡易ゲーム
・礼法
・基本動作（姿勢と組み方、崩しと前さば
き、素振り、防具の着脱）
・対人技能（固め技、投げ技、打突の仕
方、受け方、打たせ方）



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

保健体育・保健 1 1 現代保健体育（改訂版）大修館 なし

科目の概要と目標

単元

（１８）心の健康と自己実現
（１９）交通事故の現状と要
因
（２０）交通社会における運
転者の資質と責任
（２１）安全な交通社会づくり
（２２）応急手当の意義とそ
の基本
（２３）心肺蘇生法
（２４）日常的な応急手当

・自己実現の達成法や条件は何かを理解する。
・わが国の交通事故の現状や要因、安全な交通社会づくりに
ついて理解する。
・応急手当の意義、心肺蘇生法の原理及び手順を理解し、日
常生活で起こるけがの処置法や応急手当の方法を理解す
る。

個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし、生涯を通じて自ら
の健康を適切に管理し、改善していく資質や能力を育てる。

平成29年度　保健　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２1　富山県立水橋高等学校

・健康水準の向上や健康問題の変化、また健康を保持増進
する方法や考え方を理解する。
・世界の保健活動に関して知識を持つと同時に、その重要性
を理解し、生活習慣病の予防についてその方法を理解する。
・意志決定・行動選択の重要性を理解し、個人が適切な意志
決定・行動選択しやすい社会づくりを考える。

・感染症予防についての基礎をもち、新たな感染症（エイズ）
防止のために個人が行うことと社会が行うことを理解する。

・欲求の種類や生じ方、適応規制を理解する。
・心の働きの関わり、ストレスの原因や対処法について理解
する。１　現代社会と健康

学習内容 到達度目標

（１）私たちの健康のすがた
（２）健康のとらえ方
（３）健康と意志決定・行動
選択
（４）健康に関する環境づくり
（５）生活習慣病とその予防
（６）食事と健康
（７）運動と健康
（８）休養・睡眠と健康

（９）喫煙と健康
（１０）飲酒と健康
（１１）薬物乱用と健康
（１２）現代の感染症
（１３）感染症の予防
（１４）性感染症・エイズとそ
の予防
（１５）欲求と適応機制
（１６）心身の相関とストレス
（１７）ストレスへの対処



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材
保健体育・保健 2 1 現代保健体育(改訂版）大修館 なし

科目の概要
と目標

単元

２　生涯を通じる健康

３　社会生活と健康

（６）食品と環境の保健と私
たち
（７）働くことと健康
（８）労働災害と健康
（９）健康的な職業生活

・食品衛生活動のしくみについて理解し、食品の安全性確保
やごみによる環境汚染の防止に、私たちができる対策を考
える。

・働く人の健康問題や労働災害・職業病とその予防について
理解する。また、職場や日常生活におけるとりくみを理解す
る。

平成29年度　保健　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし、生涯を通じて自ら
の健康を適切に管理し、改善していく資質や能力を育てる。

学習内容 到達度目標

（１）思春期と健康
（２）性意識と性行動の選択
（３）結婚生活と健康

（４）妊娠・出産と健康

（５）家族計画と人工妊娠中
絶

（６）加齢と健康
（７）高齢者のための社会的
とりくみ
（８）保健制度とその活用
（９）医療制度とその活用
（10）医薬品と健康
(１１)さまざまな保健活動や
対策

・思春期における体の発達の特徴や違いについて理解す
る。また、性意識の男女差を理解する。
・健康な結婚生活を営むための留意点や結婚生活が家族
の健康づくりにどのようにかかわっているかを理解す
る。
・受精・妊娠・出産の過程を理解し、妊娠・出産期の健
康のために、本人及び周囲の人びとが留意すべき点を理
解する。
・家族計画の意義や避妊法・人工妊娠中絶のリスクにつ
いて理解する。
・加齢にともなう心身の変化について、形態・機能の両
面から理解する。
・高齢社会に対応した保健・医療・福祉の連携の意義に
ついて理解する。
・保健行政の役割としくみや、保健サービスの活用方法
を理解する。
・医療保険や医療費支払いの仕組みを理解する。
・医薬品に関しての基礎知識を理解する。
・医療機関の選び方について理解する。

（１）大気汚染と健康
（２）水質汚濁・土壌汚染と
健康
（３）健康被害の防止と環境
対策
（４）環境衛生活動のしくみ
と働き
（５）食品衛生活動のしくみ
と働き

・わが国の大気汚染・水質汚濁・土壌汚染について、実情や
原因を知り、健康被害について理解する。

・環境保全や環境衛生活動のしくみを理解する。



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

芸術・美術Ⅰ 1 2 高校美術１（日本文教出版株式会社） なし

科目の概要と
目標

単元

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

素描
「鉛筆による
　　デッサン」

絵画(油絵)
「静物画」

立体構成

絵画(油絵)

○油絵の具の使い方
　を理解する。
○自分でモチーフを
　選び配置して描く

○三次元空間との認
　識を促す。
○秩序のある形の美
し　　さを理解す
る。

○自分でテーマを決
め描く。
○油絵の表現を深め
る。

○美術の学習内容に関心を持ち、作品制作に意欲を持つ。

○明度スケールを描くことで、鉛筆の使い分けができる。
○形を正確にとり、調子をつけることで、造形的な線の
　成り立ちを理解する。
○繰り返し観察し、微細な表現に取り組む中から、陰影・
　質感・量感等の表現方法を理解する。
　

○画面の中のバランスを考え、モチーフを配置し、構図を
　検討することができる。
○モチーフをよく観察して、形をとらえ、立体感・遠近
　感・空間の表現を意識することができる。
○絵の具の特性を知り、塗り重ねの良さと楽しさを理解
　する。

○紙を使い、折る切るなどの加工を計画的考え、作業手順
を理解して進めていく。
○用いる材料の特徴を生かし、効果的に表現していく。
○抽象形のもつ意味を理解する。

○高校美術の特性や
　目標を理解する。

○鉛筆を使って
　手や静物を描く。

○目標を持って自分自身のテーマを表現、制作する。
○絵の具の使い方を工夫することができる。

美術の幅広い創造活動を通して、美的体験を豊かにし美術を愛好する心情を育て
るとともに感性を高め、創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばす。

平成29年度　美術Ⅰ　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

学習内容 到達度目標



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

芸術・書道Ⅰ 1 2 書Ⅰ（教育図書） なし

科目の概要
と目標

単元

漢字の書

漢字の書

篆刻

仮名の書

漢字仮名交じ
りの書

創作
鑑賞

・行書　「蘭亭序」
「風信帖」
　
・創作

・「平仮名・片仮名
の表現」「いろいろ
な線による表現」
「用具用材による表
現の変化」

・創作「漢字仮名交
じりの書」

・書家や文人の作品を参考に、いろいろな作品の作り方を学び、
創作につなげ、色紙作品を制作する。
・各自の好きな言葉を、半切三分の一の用紙に書き、観賞会で
制作意図や作品の鑑賞が発表できる。

・行書の特徴を踏まえたうえで筆法を習得する。
・行書の古典の美について理解し、用筆・運筆法・字形の取り方
などに注意して臨書できる。
・これまで学習した書体の中から、少字数の作品を創作する。

・書道における漢字と仮名の調和について理解する。
・平仮名・片仮名の多様な表現について理解し、練習する。
・起筆の穂先の向きによっていろいろな線が表現できることを理
解し、練習する。
・用具用材の特徴と、それを生かした表現の仕方を理解し、練習
する。
・筆・墨・紙の違いによって、いろいろな表現ができることを理解
する。

・仮名の筆遣い
・平仮名の単体
・連綿
・変体仮名
・全体の構成

・仮名の成立や仮名の種類などについて理解する。
・仮名の基本的な線・運筆法について理解し、練習する。
・仮名の単体の特徴を理解し、練習する。
・仮名の連綿、変体仮名について理解し、練習する。
・仮名の表現方法である行書きや散らし書きなど、全体構成につ
いて理解し、練習する。

・姓名印の制作 ・篆刻の用具用材について理解し、篆刻の仕方について学習す
る。
・各自の姓名印を彫ることができる。

多くの古筆や古典に触れ、書の美の追求を図り、感性を高め、書道の幅広い活動を
通して、書の基礎的な能力を生かし、自ら表現する能力を伸ばし書の伝統と文化につ
いての理解を深める。

平成29年度　書道Ⅰ　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１　　富山県立水橋高等学校

学習内容 到達度目標

・現代までの漢字の姿の推移と書体の特徴を学び、字の成り立
ちを理解する。
・正しい姿勢・執筆法を身につける。
・中学校で学習した用筆法を復習する。
・古典を臨書する意義について理解する。
・唐代の代表的な書家の作品にふれ、臨書によって理解を深め
る。
・楷書の古典の美について理解し、用筆・運筆法・字形の取り方
などに注意して臨書できる。

・書体の変遷
・楷書　臨書
　　「九成宮醴泉
銘」
　　「孔子廟堂碑」
　　「雁塔聖教序」
　　「顔氏家廟碑」
　　「牛橛造像記」



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

外国語・コ英Ⅰ 1 4
Power On　　English
CommunicationⅠ　（東京書籍）

Power On　English CommunicationⅠ
ﾜｰｸﾌﾞｯｸ、ｽﾀﾃﾞｨﾉｰﾄ（東京書籍）

科目の概要
と目標

単元

Mt.Fuji- A
symbol of Japan

Sleep in Animals

Nagatomo Yuto
Long Hard Road
to Success

Kawaii and
Japanese Pop
culture

Banana Paper

A Story about
 Instant
Noodokes

The earth,
Our home

Mr.Fiji and
Uchinaaguchi

The Power to
Unite People

・日常の話題から、英語で読んだり聞いたりして得た情報を理解したり、その情報や閑雅を整理
して英語で話したり書いたりする基礎的な能力を養い、積極的にコミュニケーションを図ろうとする
態度を育てる。

平成29年度　コミュニケーション英語Ⅰ　シラバス　　　　　　２１　富山県立水橋高校

学習内容 到達度目標

・学んだ表現を用いて自分の予定していることを発表することができる。

・基本的な語句や文法事項について理解する。

・動物の睡眠に関心を持ち、意欲的に読んだり書いたりする。
・比較表現や不定詞について理解する。

・自国の伝統文化へ
の理解（説明文）

・動物の特性
　（説明文）

・スポーツ（説明文）

・日本文化（エッセイ）

・環境問題（エッセイ）

・歴史（エッセイ）

・聴いた内容について自分の意見や感想を書くことができる。
・現在完了形や受け身の用法について理解する。

・日本のポップカルチャーについて紹介文を書いたり説明したりすることが
できる。
・関係代名詞や現在完了形の用法を理解する。

・ネルソン・マンデラ氏のスピーチを聞いて、自分の考えを書いたり話した
りすることができる。
・過去完了形、未来進行形、分詞構文の用法について理解する。

・歴史（エッセイ）

・地球について聞き取れたことを積極的に書いたり話したりすることができ
る。
・関係副詞の用法を理解する。

・沖縄のかつて話されていた言語の継承や保存についての要点をとらえる
ことができる。
・現在完了進行形や仮定法過去の用法について理解する。

・世界の環境保護問題や、貧困問題について英語で理解し、解決方法を
考えることができる。
・分詞の形容詞的用法を理解する。

・インスタントラーメンの開発までの道のりを学びそれについての意見や感
想を述べることができる。
・第５文型の用法を理解する。

・宇宙科学（エッセイ）

・文化の継承（説明文）



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

家庭・家庭基礎 1 2
高等学校　新版　家庭基礎

ともに生きる・持続可能な未来をつくる
（第一学習社）

2017最新生活ハンドブック
資料&成分表

科目の概要と目標

単元

１　青年期を生きる

２　次世代をはぐくむ

３　充実した生涯へ

４　ともに生きる

ホームプロジェクト

５　食べる

　

・各食品の保存法について取り上げ、理解する。
・消費期限･賞味期限をもとに食品を正しく選ぶ力を養う。
・食品の品質表示、栄養表示をとおして内容を読み取り，身体状況に応じた食品を選択でき
るようにする。

2節　家族・家庭と社会とのかか
わり
　①家族とは？家庭とは？
　②家族・家庭の働き
　③これからの生活をつくる
　④家族に関する法律
［ふれあい体験実習］

1節　高齢期を生きる
　①高齢期をどう生きるか
　②高齢期の生きがいと就労・社
会参加
　③高齢者を知る

1節　人の一生と食事
　①私たちと食事
　②食べることと健康
　③食生活の変化
　④食生活をとりまく環境の変化

2節　栄養と食品
　①人体と栄養
　②栄養素の種類と性質
　③加工食品・健康増進のための
食品

1節　子どもの発達
　①次世代をはぐくむ
　②命のはじまり
　③子どものからだの発育・発達
　④子どもの心の発達
　⑤子どもと遊び

①社会保障制度と福祉
②ともに生きる社会を目指して

3節　食生活の安全のために
　①　食生活の安全と衛生
　②　食品の選択と保存

１．人の一生と家族・家庭、子どもや高齢者との関わりと福祉、消費生活、衣食住などに関する知識と技術を総合的に習得す
る。
２．学習した知識や技術を活かし、家庭や地域の生活課題を主体的に解決する態度を育成する。
３．家族や社会との共生を目指し、生活の充実向上を図る能力と実践的な態度を育てる。

平成２９年度　家庭基礎　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

学習内容 学習のねらい

1節　青年期を生きる
　①自分らしい人生とは
　②青年期の課題
　③ワーク・ライフ・バランス
　④男女の平等と相互の協力

・健康な生活を送る上で必要な栄養素とそのおもな働きについて理解する。
・エネルギー源としての糖質、腸内環境を保つ食物繊維について学ぶ。
・エネルギー源として、また体構成物質として働く脂質の役割について学ぶ。
・からだの組織を作るたんぱく質とそれを多く含む食品について学び、他の食品との組み合
わせによるたんぱく質の補足効果を理解する。
・無機質･ビタミンの種類と働き、それらを多く含む食品について学ぶ。
・調味料や香辛料の種類と働きについて基本を理解する。

・青年期は、自分の存在や生き方を考え､アイデンティティを確立する時期であることを認識
し、自発的な行動を通して､異性との良い関係を築くためにどうすれば良いか考える。
・青年期の自立には、生活的自立、精神的自立、経済的自立、性的自立があることを知る。
・未だに根強く残っている性的役割分担の実態を知り､その解決法について考える。
・男女平等及び男女共同参画に向けて各種の法令について基本的な理解を図る。
・家事労働と職業労働の特徴を比較し、共通点と相違点を知りその課題について考える。

・人間形成の面での家族の基礎的役割とその重要性について理解する。
・家族･家庭に求められている諸機能とその変化を理解する。
・家族形態の相違による家族生活のありかたについて検討し、その多様性を理解する。
・家族の信頼関係によって培われる精神的･社会的な人間形成の重要性について理解す
る。
・人の一生と法律とのかかわりおよび家族に関する法律について理解する。

・高齢社会を迎え，私たちにとって高齢者の存在がかかわりの深いものになってきたこと、
豊かな生活経験を持つ高齢者から学ぶことが多いことについて理解する。

・ホームプロジェクトについて理解し、実践する。

・食物の役割を認識し，食が心身を育むうえでも大切なものであることを理解する。
・現在の食生活の傾向を知り、健康で安全な食生活を営むための基本を理解する。
・日本の食糧自給率の低下や輸入依存の実情を知り，その原因とともに食糧の安全供給に
ついて考える。

・社会保障制度の必要性とその仕組みについて認識し、それぞれの範囲について理解す
る。
・ノーマライゼーションの実現のためには，私たち自身がどう考え，取り組んでいけば良いか
という実践的な態度を身につける。
・ボランティア活動についても取り上げ、民間の力の必要性と役割について理解を深める。

・次世代の子どもたちを健やかに育てることの責任を自覚する。
・妊娠期から男女ともに心身の健康管理につとめることの重要性を学ぶ。
・妊娠から子どもの誕生までの母体の健康管理、胎児の発育と母体の変化を学ぶ。
・乳幼児期は一生を通じての人間の発達の基礎をつくる最も重要な時期であることを理解す
る。
・新生児･乳児･幼児それぞれの時期の特徴について理解する。
・身体の発達同様、情緒や言語の発達についても個人差が大きいことを知る。

2節　親の役割
　①親と子の関係
　②乳幼児期の生活

・乳幼児期は、人間形成の基礎となる重要な時期であり、特に親とのかかわりによる「愛着」
の形成は、その後の信頼関係作りの上で重要であることを理解する。
・家庭保育との比較のなかで、集団保育の意義や，現代社会における保育のあり方、特徴
を理解する。
・乳幼児の食生活･衣生活･住生活について理解を深める。
・遊びは子どもの生活の大部分を占めており、遊びを通して子どもの心身の発達や健康の
保持･増進がなされていることを理解する。

3節　子育て支援と福祉
　①子育て支援と地域社会の関
わり
　②子どもの権利と福祉

・少子化社会のもとでの子育て支援について考え、よりよい保育環境を保障するために，地
域や社会が果たす役割について考える。
・子どもの権利条約にもとづいて、子どもの人権や福祉についての理解をはかる。

2節　高齢社会を支え合う
　①高齢社会の現状と課題
　②高齢者やその家族の支援ｼｽ
ﾃﾑ
　③高齢者の尊厳を考える

・日本の高齢化の現状を理解し、高齢社会のあり方について考える。
・高齢者世帯の生活状況を把握し、心身両面からの支援が必要なことを知る。
・介護保険制度のねらいや運用方法について理解し、今後の課題を考える。
・介護を必要とする高齢者の実態について理解し、高齢者の自立支援について考える。



　

６　装う

　

７　住まう

８　経済生活を営む

９　生活をデザインし
よう

10　生活の充実・向上
をめざして

4節　食生活をﾃﾞｻﾞｲﾝする
　①栄養バランスの良い食事
　②ライフステージと食事
　③献立作成の手順
　④調理の基本

・健康の維持･増進、身体の成長のために必要な食事摂取基準について理解する。
・食事摂取基準を満たすためには，どの食品をどれだけ食べれば良いかと言う目安を示し
た「食品群」について学習する。
・ライフステージ毎に、ひつような栄養素や嗜好の違いを理解する。
・栄養･嗜好・味わい・予算・調理時間などを考えて合理的に献立ができるようにする。
・食品の選択･計算･器具の扱い、及び包丁の使い方野菜の切り方などの調理の基本技術
を習得する。
・日本料理･西洋料理･中国料理の盛りつけとは以前ができ、それぞれのマナーを心得て食
事ができるようにする。

2節　被服材料と管理
　①被服材料の種類と特徴
　②衣料用繊維
　③被服の手入れと保管
　④洗剤の仕組み
　⑤衣生活と資源・環境

・被服材料の大部分をしめる布について，その原料である繊維の種類と特徴を理解する。
・繊維の性質や糸・布の構成などによって布の風合いが異なることを知る。
・被服を購入する際には，品質表示をもとに取り扱い絵表示やサイズ、着心地、動きやす
さ、縫製の善し悪しなどを調べることの重要性を理解する。
・選択には湿式洗濯と乾式洗濯があり、それぞれの特性を理解した上で品質に応じて選択
することを学ぶ。

1節　人の一生と被服
　①人と被服
　②多様な被服
　③被服の選び方
　④被服の成り立ちと着方

1節　私たちの暮らしと経済
　①経済生活の中身を知る
　②家庭生活と社会との関わりを
知る
　③　将来の経済生活を考える

・家庭経済と国民経済との関わりを理解し、家庭の経済計画、予算計画を認識する。
・家庭の収入と支出をとおして家計の構造を理解する。
・キャッシュレス化にともない、家計管理の必要性がますます高まっていることについて理解
する。

・人にとってなぜ住まいが必要なのか、住まいの発生をさかのぼって考える。
・自分らしい生き方を意識し、自分のライフスタイルにあった住まいの条件を考える。
・身近な地域の住環境について分析し、「住みよい環境」のためには何が必要か考える。

1節　人の一生と住まい
　①人とすまい
　②平面図の活用
　③ライフステージと住まい
　④これからの住生活

　①ﾎｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと学校家庭クラ
ブ活動
　②ホームプロジェクトの実践例
　③学校家庭クラブ活動の実践例

・「ﾎｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」と「学校家庭クラブ」の意義と実践方法について理解する。
・「ﾎｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」は本文の学習成果を踏まえて、生活の中から課題を見いだし、個人単位
で主体的に計画を立て問題の解決を図る。
＊「ﾎｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」も「学校家庭クラブ」も日常の学習活動に併行して取り組んでよいし、夏
季休暇などの期間中に取り組んでもよい。

・被服の機能には，保健衛生的機能と，社会的･文化的機能があることを理解する。
・アパレル産業の発達にともない、現代の私たちの被服のほとんどが既製服化している現
状を知る。
・近年の消費行動の多様化･個性化が多量の死蔵品を生む要因となっていることを理解し、
消費のあり方を考える。

　①これからの生活を考える
　②自分の一生を自分らしく生き
るために

・時代の進展とともに、生活における価値観や生き方が多様化していることを認識し，自分ら
しく生きるためには，自分の価値観にもとづいて、生活設計を考えてみることが必要であるこ
とを理解する。
・充実した人生を送るには、バランスのとれた生活時間の配分と時間の有効利用が必要で
あることを理解し、生活時間の個人的および社会的課題を考える。

2節　住生活の計画そ選択
　①快適で健康な住まい
　②住まいの安心・安全
　③住まいの維持管理
　④日本の住宅事情と住宅政策

・日照・採光・温度・遮音などの住環境が、健康な生活に大きな影響を与えることを理解し、
衛生的な室内環境を整備するためには、どのような工夫が必要か考える。
・家庭内事故の原因について知り、乳幼児や高齢者、障害者などの家庭内事故を防止する
ためにはどのような安全対策が必要か考える。
・住まいの耐久年数を維持するためのメンテナンスについて理解を深める。

2節　消費者問題を考える
　①消費者問題はなぜ起こるの
か
　②契約トラブルとその対策
　③クレジット利用のリスク
　④消費者の自立と行政の支援

・大量生産・大量消費の時代に商品の購入をめぐって消費者側が不利益や被害を受けたこ
とを契機に消費者問題が生じたことを理解する。
・消費者関連のさまざまな法律が制定され，国や各都道府県の機関が設置されたことを理
解する。
・財・サービスの購入はすべて契約であることを知り、契約の重要性を理解する。
・販売方法、支払い方法が多様であることを知り、購入時に適切な判断が必要であることを
理解する。3節　持続可能な社会をめざして

　①消費生活と環境問題
　②私たちに何ができるのか

・現代の消費生活が資源を枯渇させ、環境に悪影響を及ぼしていることについて考えさせ
る。
・各自の消費行動と環境問題や資源・エネルギー問題との関連について理解する。



教科・科目 対象学年 単位数 教科書 使用教材

情報・社会と情報 １・３ ２ 新・社会と情報【日本文教出版】 情報のノート【日本文教出版】

科目の概要
と目標

単元

序章　社会と情報と
は

■「仮説と検証」の一連の流れに取り組む。
■研究発表の方法や留意点について理解する。

①情報システムと社会のつながりを理解する。
②情報システムの具体例について知る。
③ポイントカードを例に，企業による個人情報の活用例を知る。
④情報セキュリティや安全設計の考え方について理解する。
⑤コンテンツ産業の多様性について理解する。
⑥情報社会を支える職業や，ものづくりと情報技術との関連を理解する。

・情報社会の問題として情報格差を取り上げ、格差の是正
にどのような取り組みがなされているかを知り、意識を高め
る。
・情報社会の問題としてテクノストレスを取り上げ、その症状
や影響を知る。とくにインターネット依存について、自分自
身の普段の依存度を自己評価して振りかえる。
・問題解決を行ううえで効果的な手法として、ブレーンストー
ミング、ウェビング、KJ法を取り上げ、実際にそれらの手法
を体験する。
・より良い解決策にするために、アンケート調査の実施方法
について確認する。解決策の実施後はPDCAサイクルを意
識し、次の問題解決に発展させる。
・未来の情報社会のあり方について、実際に議論されてい
るトピックを例に話し合いを行い、議論をまとめる力を身に
つける。

①情報格差についての問題意識を持つ。
②テクノストレスやインターネット依存に対する問題意識を持つ。
③問題とは何かを知り，基本的な問題解決の流れについて理解する。
④アイディアを広げる方法について理解する。
⑤問題の明確化の流れを理解する。
⑥解決策の検討の流れを理解する。
⑦アンケート調査の方法を，実施時に考慮すべきことを含めて考える。

アカデミック・スキルズ①
数値データの活用

■数値データ活用の一連の流れに取り組む。

■プレゼンテーションの一連の流れに取り組む。
■スライド作成の基本操作を身に付ける。

平成２９年度　社会と情報　シラバス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１　富山県立水橋高等学校

（１）情報化が社会に及ぼす影響や課題について理解し、情報社会に積極的に参画する態度を身につける。
（２）メディアの特性を踏まえ、情報を適切に収集・処理し、信憑性を判断したうえで、責任をもって発信する力を身につける。
（３）情報機器や情報通信ネットワークを活用し、他者とコミュニケーションをとりながら協働して問題を解決する力を身につける。
（４）情報機器や情報通信ネットワークのしくみを理解し、進展する情報社会に対応する基礎的な知識を習得する。

学習内容 到達度目標
・どのように情報やメディアを活用すればよいかを考える。
・情報社会の課題と向き合いながら、情報社会に生きる一
員として自己実現すると同時に、社会をよりよくしていくこと
について意識する。

①「情報」とは何かを考える。
②「社会と情報」での学習に見通しを持つ。
③自己評価を通して自身の課題を見つける。

アカデミック・スキルズ①
レポートの作成

■レポート作成の一連の流れに取り組む。
■文書処理ソフトウェアの基本操作を身に付ける。

①コミュニケーション手段の発達について理解する。
②インターネット上のコミュニケーションサービスについて知る。
【資】SNSの特徴と利用上の注意点を理解する。
【資】インターネット上のコミュニケーションの特性と注意点を理解する。
③情報の信憑性を判断する方法を理解する。
【資】メディア・リテラシーとは何かを考える。
④情報漏洩やマルウェアの被害を防ぐ方法を知る。
⑤サイバー犯罪の特徴と防止策を理解する。
⑥知的財産権とその保護の目的を理解する。
⑦著作物の取り扱い方について理解する。
⑧個人情報，プライバシー，肖像権について知る。

・情報社会におけるコミュニケーションのあり方やインター
ネットによって実現したコミュニケーションの形態を理解す
る。
・インターネット上のサービスやコミュニケーションサービス
を知る。インターネットの普及が私たちの生活やコミュニ
ケーションをどう変化させたかを考える。
・インターネットによるコミュニケーションの形態を事例として
ソーシャルメディアやSNSを取り上げ、その可能性を知るとと
もに、さまざまな課題について考える。
・インターネットにおいて、信憑性の高い情報を見極める方
法を身につけ、発信された情報には送り手の意図が含まれ
ていることを意識する。

・情報を数値であらわす方法について考え、コンピュータが
２進法によって情報を処理していることを理解する。
・情報量をあらわす単位を知り、コンピュータでは１０２４倍ご
とに接頭語が変化することを理解する。
・空気の振動である音が、ディジタル化される仕組みを知
り、実際のCDへの音の記録を例に、音のデータ量を求め
る。
・画像データのファイル形式の種類を把握し、動画データ
のディジタル化の仕組みを理解するとともに、動画のデータ
量を抑えるための圧縮技術について知る。
・音や画像のファイルサイズを計算で求めるとともに、ディジ
タルデータを圧縮することでさまざまなメリットがあることを知
る。
・WWWによってWebページが表示されるまでのデータの流
れを把握し、ハイパーリンクのメリットを理解する。また、電子
メールの仕組みや書きかたのマナーを知る。

①情報を数値であらわすという考え方を理解する。
②情報量の単位について理解する。
③アナログとディジタルの違いや特徴を理解する。
④コンピュータでの文字の扱いを理解する。
⑤音楽プレーヤの利便性とディジタル技術の関連を理解する。
⑥音のディジタル化のしくみを理解する。
⑦画像のディジタル化のしくみを理解する。
⑧画像のファイル形式について理解する。
⑨インターネットの基本プロトコルを理解する。
⑩WWWと電子メールのしくみを理解する。

３章　情報社会と情
報システム

終章　情報社会と問
題解決

１章　情報社会に生
きるわたしたち

２章　情報社会とディ
ジタル技術

アカデミック・スキルズ①
プレゼンテーション

・予測や予報においてモデル化やシミュレーションが有効
であることを理解し、実際に表計算ソフトを用いても出るかと
シミュレーションを行う。
・POSシステムでは、どのように顧客情報や売上情報などを
管理し、分析しているかを知るとともに、ポイントカードの顧
客情報などを分析することで、ビジネスにも利用されている
ことを理解する。
・情報を完全にやり取りするための暗号化の仕組みを理解
し、実際のWebサービスなどでどのような技術が使われてい
るかを知る。
・プログラムがどのような仕組みで動いているのか、その基
本的な知識や考え方を理解する。
・表計算ソフトを用いて、第３章の学習内容に関連した数値
データの分析を行う。

アカデミック・スキルズ④
仮説と検証
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