
学番３７ 新潟県立長岡工業高等学校令和２年度シラバス 教科名 国 語
国語（国語総合） ４単位教科（科目） 単位数

工業科・全コース １年科・コース 学 年

第一学習社『新編国語総合 改訂版』使用教科書

桐原書店『漢字とことば 常用漢字ワイドアルファ』副教材等

第一学習社『新版四訂カラー版新国語便覧』

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

、 、 。○ さまざまな時代 ジャンルの作品を読むことで それぞれの社会や文化についての関心や理解を深めさせる

○ 筆者のものの見方、感じ方、考え方を的確に理解させる。

○ 自分の意見を適切に表現する能力を育成する。

３ 学習計画（１単位時間 50分）

月 単元名 教材 主な学習領域 学習活動（指導内容） 時間

４月 ○新しい出会い 「挨拶上手」 「話すこと･聞くこと」 ・高校国語の取り組み方を学ぶ ４。

「読むこと」 ・随想の読み方を習得する。

○生活の中の表 「日本語のこころ」 「知識･理解」 ・日本語の持つ特徴について理 ４

現 解を深める。

５月 ・筆者の考えを読み取る。

○古文入門 「古文の学習」 話すこと・聞くこと ・五十音図や読み方を理解する ３「 」 。

「読むこと」 ・古文を読解する上で留意すべ

き点を理解する。

「鳩と蟻のこと」 話すこと・聞くこと ・平易で興味深い内容の説話に ４「 」

「書くこと」 親しみ、古典の世界に興味と

「読むこと」 関心をもつ。

・古文の特徴について、初歩的

な概念を捉える。

○古文に親しむ 「児のそら寝」 話すこと・聞くこと ・古文の読解に慣れる。 ６「 」

「書くこと」 ・古文の特徴を理解し、知識を

「読むこと」 定着する。

○中間考査 １

「訓読に親しむ （一） 話すこと・聞くこと ・漢文訓読のきまりを学習する ９」 「 」 。

６月 ○漢文入門 「訓読に親しむ （二） 「書くこと」 ・返り点、送り仮名の用法を理」

「訓読に親しむ （三） 「読むこと」 解する。」

・書き下し文に慣れる。

・漢文訓読に親しむ。

○小説を読む 「羅生門」 話すこと・聞くこと ・非日常的な小説の言語空間に 12「 」

「読むこと」 馴染み、独特の表現への関心

「知識・理解」 を深める。

・原典との比較を通し、近代小

説と古典文学とのつながりに

７月 関心をもつ。

（ ）８

○期末考査 １

○小説を読む 「鏡」 話すこと・聞くこと ・登場人物、情景、心理につい ４「 」

。「書くこと」 てイメージを広げて読み取る

「読むこと」 ・小説に描かれた世界をから

自分を見つめ直し、小説を踏

まえた随想風の文章を書く。

８月 ○短歌と俳句 「大切の言葉 「手毬歌」 「読むこと」 ・韻文の面白さを知り、自分で ３」

９月 「書くこと」 も創作をしてみる。

○課題テスト 夏休み課題テスト 「知識･理解」 ・基本的な漢字を習得する。 １

○古文に親しむ 「仁和寺にある法師」 「話すこと･聞くこと」 ・現代語訳のしかたを習得する ８。

「読むこと」 ・古文の世界に生きる人々の心

「書くこと」 情や生活を、現代と対比して

理解する。

１学期期間中に、適宜、漢字練習を８時間相当実施する。



月 単元名 教材 主な学習領域 学習活動（指導内容） 時間

９月 ○故事成語 「狐借虎威」 「話すこと･聞くこと」 ・漢文入門で得た知識を元に、 ４

「読むこと」 まとまった文章を読み、漢文

10月 訓読の基本を習得する。

・動物の寓話を用いた説話術の

巧みさを考える。

○中間考査 １

○人間の風景 「十六歳のとき」 話すこと・聞くこと ・筆者の経験を通して 価値観 ４「 」 「 」

11月 「書くこと」 とは何かを理解する。

○小説を読む 「鉄道員」 「読むこと」 ・登場人物の心情がどのような ６

。経験によるものかを理解する

○物語を楽しむ 「筒井筒」 「話すこと･聞くこと」 ・歌物語を読み主人公の心の移 10

「読むこと」 ろいを読み取るとともに、和歌

「知識・理解」 の修辞技巧を理解させる。

・読解に即して重要な助詞及び

12月 助動詞の意味についての理解を

深めさせる。

（ ）10

○期末考査 １

○小説を読む 「よだかの星」 「話すこと･聞くこと」 ・童話的作品の特色、寓意につ ９

「読むこと」 いて理解する。

「知識・理解」 ・主人公の心理と行動との関係

を把握する。

１月 ○社会と人間 人はなぜ仕事をするのか 「話すこと･聞くこと」 ・評論における段落構成や論理 １０「 」

、「書くこと」 展開のしかたを把握しながら

。「読むこと」 筆者の主張を正確に読み取る

○漢詩の鑑賞 「漢詩のきまり」 「話すこと･聞くこと」 ・日本人に大きな影響を与えた １０

唐詩の世界 「書くこと」 中国唐代の詩人および漢詩の

２月 「静夜思」 「読むこと」 形式について理解を深める。

「香炉峰下新卜山居草堂初 ・詩の描く情景を理解する。

成偶題東壁」 ・繰り返し音読し、漢詩のもつ

リズムを味わう。

○学年末考査 １

（ ）６

３月

計 140時間（50分授業）

４ 評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 話す・聞く能力 書く能力 読む能力 知識・理解

評 国語で伝え合う力を 目的や場に応じて 相手や目的、意図 文章を的確に読み 伝統的な言語文化の

価 進んで高めるととも 効果的に話し的確に に応じた適切な表現 取ったり、目的に応 特質や文語のきまり、

の に、言語文化に対する 聞き取ったり、話し による文章を書き、 じて幅広く読んだり 漢字などについて理解

規 関心を深め、国語を尊 合ったりして、自分 自分の考えをまと して、自分の考えを し、知識を身につけて

準 重してその向上を図ろ の考えをまとめ、深 め、深めている。 深め、発展させてい いる。

うとしている。 めている。 る。

評 ○作文等 ○学習活動への取組 ○定期考査 ○定期考査 ○定期考査

価 ○学習活動への取組 ○作文等 ○作文等 ○学習活動への取組 ○小テスト

方 ○提出物提出状況 ○｢クエスチョンシー ○提出物の提出 ○作文等 ○課題(漢字)テスト

法 ○出席状況、授業態度 ト｣等 ○学習活動への取組 ○語彙プリント等

５ その他（担当者からの一言・留意点など）

、 、 、 。工業高校では 先人の研究成果を読んだり レポートをまとめたりするなど 国語力は欠かすことは出来ません

中学時の学習成果をふまえ、より難易度の高い文章に触れることにより、文章読解力、思考力、判断力を高めるこ

とを目標としています。それとともに、すぐれた文学作品に触れ、情感豊かな人間として生きていくための国語の

力をつけることも目標としています。

また語彙力、表現力（総合的な国語力）を高めるために、漢字、四字熟語、敬語等については、漢字練習帳を使

用し、原則的に家庭で練習し、定期的に提出してチェックを受け、課題テスト等で定着を図ります。提出物は期限

内に出す癖をつけましょう。

２学期期間中に、適宜、漢字練習を10時間相当実施する。

３学期期間中に、適宜、漢字練習を６時間相当実施する。


