
高等部　１年　国語科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

真喜屋　頼子 　なし

学

期

時

数
単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

3

(知及技）

・図書館の配架について理解す

る。

(思判表力)

・本から必要な情報を収集し、他

者と共有して作業を進める。

(学･人)

・仲間と役割を分担し、協力し合

いながら作業を進める。

・本に触れることで、必要な知識

や情報を得ることに役立つことに

気づく。

(知・技）

・本の分類番号と配置について理

解している。

(思･判･表)

・グループで声を掛け合い、情報

共有を図っている。

(主学)

・仲間と協力し合い、ゴールを目

指そうと主体的に活動している。

・オリエンテーション

・図書館利用について

・国語の授業の進め方や内容の確認。

・図書館利用のマナーの確認。

・グループに分かれて謎解きラリーに挑戦し、本

の場所や情報収集の方法を学ぶ。

21

(知及技）

・身の回りの題材から、表現した

り理解したりするために必要な語

句や知識を増やす。

・はがきの役割を理解し、暑中見

舞いの書き方を身に付ける。

(思判表力)

・相手や目的を意識して書くこと

を決め、表現方法を工夫する。

(学･人)

・学んだことを基に、言語感覚を

養う。

(知及技）

・校歌に出てくる歌詞や漢字を理

解している。

・漢字や熟語の構成について理解

している。

・ローマ字の大文字、小文字の読

み書きができる。

・暑中見舞いの役割と書き方を理

解している。

(思・判・表)

・グループで協力し、意見を出し

合っている。

・表現豊かに暑中見舞いを作成し

ている。

(主学)

・グループの中で主体的に課題に

取り組んでいる。

・期日までに作品を仕上げてい

・校歌の歌詞を知ろう

・漢字の成り立ち

・部首

・熟語の構成

・ローマ字の練習

・暑中見舞い作成

・プリント学習

・グループ学習・発表

・単元ごとのミニチェックテスト

・暑中見舞い作成及び投函

・定期テスト

２

学

期

26

(知及技）

・韻文の形式について知識を深め

る。

・日常よく使われる敬語について

理解する。

・就業体験に向け、沖縄の地名や

人名についての知識を深める。

・お礼状の書き方を理解する。

・はがきの役割を理解し、年賀状

の書き方を身に付ける。

(思判表力)

・目的に応じて、話題を決め、集

めた材料から伝え合うために必要

な事柄を選ぶ。

・話の中心が明確になるよう書き

表し方を工夫し、構成を考える。

・各連の関係に着目しながら、作

者の思いや情景をとらえる。

・感想や自分の考えを記述で表現

する。

(学･人)

・読書に親しむことができる。

・学んだことを基に、自分の言葉

(知及技）

・俳句や詩の形式を理解してい

る。

・日常的に使われる敬語を理解し

ている。

・沖縄の地名や人名を覚えてい

る。

・年賀状の役割と書き方を理解し

ている。

(思・判・表)

・読書を通し、感想や考えを文章

で表している。

・表現豊かに年賀状を作成してい

る。

(主学)

・考えや体験を自分の言葉で表現

している。

・期日までに作品を仕上げてい

る。

・イラスト俳句を作ろう

・読書感想文

・敬語の使い分け

・沖縄の地名と人名

・お礼状作成

・詩を味わう

・年賀状作成

・夏休みの体験について、イラストを交えた俳句

作品を作成する。

・図書館の利用

・読書感想文の取り組み

・プリント学習

・実物のはがきを使った年賀状作成及び投函

・定期テスト

３

学

期

19

(知及技）

・百人一首を通して、国語の文化

に触れ、知識を身に付ける。

・適切な漢字や仮名を用いた表記

を理解し、文章の中で使うととも

に、句読点の使い方を意識して打

つ。

(思判表力)

・適切な技法を用いて、目的に

合った内容を文章で表現する。

(学･人)

・百人一首に親しむことができ

る。

・学んだことを基に、自分の言葉

で考えを表現する。

(知及技）

・和歌の形式を理解している。

・適切な漢字や仮名、接続詞など

を使って、短文を作ろうとしてい

る。

(思・判・表)

・自分の長所や短所を見つめ、文

章で適切に表現している。

・他者に伝わるように、言葉の抑

揚や強弱、間の取り方を工夫しな

がら発表しようとしている。

(主学)

・グループの中で主体的に課題に

取り組もうとしている。

・期日までに作品を仕上げてい

・百人一首にしたしむ

・ことばのルールを学ぶ

・「私のトリセツ」を作ろ

う

・新春百人一首大会

・プリント学習

・自分の特徴を書き出し、情報を基に「私のトリ

セツ」を作る。

・「私のトリセツ」の発表

留意点

引継ぎ等

・単元ごとに確認テストを実施し、評価に加える。

・毎学期定期テストを実施し、評価に加える。

・単元ごとにプリント提出を行い、取り組み状況を評価に加える。

・グループ学習は課題達成の結果ではなく、協力して取り組む姿勢や他者との関わり方を重視して評価する。

・週末や長期休暇期間の課題も評価に加える。

令和４年度

単位数

／配当時数
児童生徒

2単位

（69時間）

１学年　10名

（高等部１段階）

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等

評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）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親しむことができるようにする。

(思判表力)筋道立てて考える力や豊かに感じたり想像したりする力を養い、社会生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め、自分の思いや考え

をまとめることができるようにする。

(学･人)言葉がもつよさを認識するとともに、幅広く読書をし、国語を大切にして、思いや考えを伝え合おうとする態度を養う。

1

学

期



目標　　生活に必要な国語の能力を高め、思考力や想像力、表現力を伸ばし、心情を豊かにして言語生活の向上を図る。

学期
月

時数
単元・題材 単元目標 指導内容 教材・教具等 評価の観点

あいさつ

国語基礎学習

あいさつの基本を身につける。

国語の基礎学習を身につける。

あいさつの基本を身につけ、自己紹介する。

基礎テストを実施する。

プリント あいさつの基本や場に応じた話し方ができ、きち

んとした態度で聞くことができる。

基礎的な文字、語彙、文法についてわかる。

言葉の学習 日常生活に必要な語句を知る。 慣用句や敬語について理解する。 プリント いろいろな語句に関心を持ち、使うことができ

る。

通信文 手紙の書き方を習得する。 お世話になった職場にお礼の手紙を書く。 プリント

便箋

封筒

手紙の書き方がわかる。

手紙と葉書の違いや行事や季節の挨拶状の役割が

わかる。

随筆や新聞を

読む

文章の要点をとらえる。 見出しなど新聞の特徴を知る。

著者の伝えたいことは何かをとらえる。

読んで印象に残ったこと、感じたことを話し

合う。

新聞

随筆文

プリント

主題がわかる。

著書の伝えたかったことを想像できる。

印象に残った表現や感じたことを発表できる。

読書感想文 読書感想文を書く。 夏休み期間に読んだ本について情報をメモ

し、それをもとに読書感想文を仕上げる。

原稿用紙 本の内容をまとめることができる。

自分の体験に重ね、感想文を書くことができる。

原稿用紙の使い方を理解し、清書することができ

る。

詩歌 俳句の創作をする。 自分の体験を五七五のリズムで表す。 プリント

画用紙

季語や文字数に気をつけながら、自分の体験をふ

まえた俳句をつくることができる。

国語辞典 国語辞典の活用の仕方がわかる。 国語辞典の活用の仕方を理解する。 国語辞典 国語辞典の仕組みと引き方がわかる。

詩 有名な詩の作品を読み、作者の心情や情景を

理解する。

何度も音読し、言葉のリズムを味わう。

言葉からイメージできることを挙げ、詩の表

現の面白さを味わう。

プリント 言葉のリズムを気をつけて、音読することができ

る。

作品の本題を理解することができる。

通信文 年賀状の書き方を知る。 お世話になった方や友達に年賀状を書く。

ハガキや封筒の表書きを例を見ながら書く。

プリント

葉書（年賀状）

年賀状の書き方がわかる。

手紙と葉書の違いや行事や季節の挨拶状の役割が

わかる。

言葉の学習 日常生活に必要な語句を知る。 物の名称や事象などの語句を挙げて確認す

る。

プリント いろいろな語句に関心を持ち、使うことができ

る。

1分間スピー

チ

自分の伝えたいことをまとめることができ

る。

大事なことをメモすることができる。

自分の伝えたいことを1分間で発表できるよ

うにまとめ、発表する。

発表を聴き、メモをとる。

プリント 相手が聞き取りやすい声で発表することができ

る。

まとめ 一年間の学習を振り返る。 一年間の学習を振り返り、目標が達成できた

かを確認する。

プリント 一年間の学習を振り返るとともに、今後の学習に

意欲を持つことができる。

総計 64 総授業時数 ６４時間

確

認

・単元チェックテストの実施

・定期テストの実施

・プリント提出

・宿題提出

１

～

３

月

（

１

９

）

                                          年間指導計画　　第２学年　　「  国語   」週時数（2時間）                            担当者 　 真喜屋　頼子　　　

１

学

期

２

学

期

９

～

1

2

月

（

2

1

）

４

～

7

月

（

2

4

）

３

学

期



目標　　生活に必要な国語の能力を高め、思考力や想像力、表現力を伸ばし、心情を豊かにして言語生活の向上を図る。

学期
月

時数
単元・題材 単元目標 指導内容 教材・教具等 評価の観点

あいさつ

国語基礎学習

あいさつの基本を身につける。

国語の基礎学習を身につける。

あいさつの基本を身につけ、自己紹介する。

基礎テストを実施する。

プリント あいさつの基本や場に応じた話し方ができ、きち

んとした態度で聞くことができる。

基礎的な文字、語彙、文法についてわかる。

言葉の学習 日常生活に必要な語句を知る。

電話をかけるときの言葉づかいやマナーを知

る

慣用句や敬語について理解する。

電話をかけるときの配慮事項や言葉遣いにつ

いて学習する。

プリント いろいろな語句に関心を持ち、使うことができ

る。

電話をかけるときのマナーが分かる。
通信文 手紙の書き方を知る。 お世話になった職場にお礼の手紙を書く。 プリント

便箋

封筒

手紙の書き方がわかる。

手紙と葉書の違いや行事や季節の挨拶状の役割が

わかる。

新聞や随筆を

読む

要点をとらえることができる。 見出しなど新聞の特徴を知る。

著者の伝えたいことは何かをとらえる。

読んで印象に残ったこと、感じたことを話し

合う。

新聞

随筆文

プリント

主題がわかる。

著書の伝えたかったことを想像できる。

印象に残った表現や感じたことを発表できる。

読書感想文 読書感想文を書く。 夏休み期間に読んだ本について情報をメモ

し、それをもとに読書感想文を仕上げる。

原稿用紙 本の内容をまとめることができる。

自分の体験に重ね、感想文を書くことができる。

原稿用紙の使い方を理解し、清書することができ

る。

言葉の学習 日常生活に必要な語句を知る。 慣用句や敬語について理解する。 プリント いろいろな語句に関心を持ち、使うことができ

る。

履歴書 志望動機を書くことができる。 なぜこの仕事をしたいのか、自分の体験や気

持ちを整理しながらまとめる。

丁寧な字で適切な語句を書き入れる。

プリント

履歴書

丁寧な字を正しく書くことができる。

適切な語句、文章を書くことができる。

詩 有名な詩の作品を読み、作者の心情や情景を

理解する。

何度も音読し、言葉のリズムを味わう。

言葉からイメージできることを挙げ、詩の表

現の面白さを味わう。

プリント 言葉のリズムを気をつけて、音読することができ

る。

作品の本題を理解することができる。

通信文 年賀状の書き方を知る。 お世話になった方や友達に年賀状を書く。 プリント

葉書（年賀状）

年賀状の書き方がわかる。

手紙と葉書の違いや行事や季節の挨拶状の役割が

わかる。

言葉の学習 日常生活に必要な語句を知る。 物の名称や事象などの語句を挙げて確認す

る。

プリント いろいろな語句に関心を持ち、使うことができ

る。

表現 自分の伝えたいことを文章にまとめ発表する

ことができる。

保護者への感謝の気持ちを手紙に書く。

気持ちをこめて発表する。

プリント 相手が聞き取りやすい声で発表することができ

る。

社会人になる

ために

身の回りの難解な漢字の読みや語句の意味が

わかる。

役所などでの手続きや生活の中で目にする難

解な漢字の読みや語句の意味を確認する。

自動車免許取得にむけて、練習問題に取り組

む。

プリント 漢字を正しく読み書きできる。

いろいろな語句に関心をもち、日常生活に生かす

ことができる。

総計 63 総授業時数 ６3時間

確

認

・単元チェックテストの実施

・定期テストの実施

・プリント提出

・宿題提出

１

～

３

月

（

1

3

）

                                          年間指導計画　　第３学年　　「  国語   」週時数（2時間）                                  担当者 　 真喜屋　頼子　　　

１

学

期

２

学

期

９

～

1

2

月

（

2

6

）

４

～

7

月

（

2

4

）

３

学

期



目標　　社会の様子や働きについて関心や理解を深め、社会の一員として、社会生活を営む上で必要な能力や態度を育てる。

学期
月

時数
単元・題材 単元目標 指導内容 教材・教具等 評価の観点

「ＳＤＧｓ」

の取り組み

・「ＳＤＧｓ」の取り組みについて理解し、

自分ができることを考える。

・動画を見て、今起こっている問題について理解す

る。

・１７の目標の中から一つテーマを選び、iPadを

使って調べる。

・調べた内容をスライドにし、電子黒板を使って発

表する。

プリント

動画

iPad

・「SDGｓ」の取り組みについて関心をもつことができ

る。

・選んだテーマについて、項目ごとに調べることができ

る。

・スライドにまとめ、発表することができる。

自立・行動す

る消費者

・消費者の一員であることを自覚し、さまざ

まな情報から考えて選択する。

・消費者の「権利」と「責任」について考える。

・「契約」の基礎知識を身につける。

・お金の使い方について考える。

・インターネット利用のマナーを身につける。

・製品事故に気を付ける。

・環境に配慮した生活について考える。

プリント

動画

・消費者の８つの権利と５つの責任について理解でき

る。

・契約の仕組みと取り消しについて理解できる。

・支払い方法の種類やトラブルについて理解できる。

・インターネットの利点とトラブルについて考えること

ができる。

・製品事故を防ぐためのポイントを理解できる。

・地球にやさしいマークの表示について理解できる。

１８歳成年に

ついて

・１８歳成年について考える。 ・18歳になったらできることを理解する。

・選挙権について学び、投票の流れを理解する。

プリント

動画

・１８歳になったらできること、できないことについて

区別できる。

・日本の選挙のしくみについて理解できる。

・投票の方法を理解し、実践することができる。

・夏休みの出来事について ・夏休みの出来事や時事問題を振り返る ・夏休み期間の時事問題を確認する。

・納税と勤労の関係を理解する。 ・税金の種類と行方について理解する。
・税金から得ているメリットについて考え、就労・納税

意欲へ繋げる。

・療育手帳の役割がわかる。 ・くらしを守る社会保障制度を知る。
・障害者を取り巻く保障制度を知り、活用出来るように

する。

・障害者を支える労働制度を理解する。

・療育手帳による障害者割引について確認する。 ・療育手帳の役割について考える。

・マナーを守って公共交通機関を利用する。 ・公共交通機関利用のマナーについて確認する。 ・安全に、マナーを守って公共交通機関を利用出来る。

・銀行の活用方法を知る。 ・銀行の役割と利用可能な手続きを理解する。 ・預金通帳を自分で作ることが出来る。

・ＡＴＭの利用方法がわかる。 ・郵便局の役割を確認する。 ・銀行、ＡＴＭを活用することが出来る。

・役場で行う手続きの種類がわかる。
・役所での主な手続き（住民票・戸籍・印鑑登録・

国民年金）を理解する。

・国民年金や国民健康保険などの手続きの必要性がわか

る。

・婚姻届の記入と提出先を知る。 ・困ったときは役場窓口で相談できることがわかる。

・公共サービスの役割を学習する。 ・警察の働き（交通課・地域課）を理解する。
・実際に困ったときに、警察や消防に助けを求めること

が出来る。

・消防署の働き（災害時・救急・震災対策）を理解

する。

・病院の種類と役割について考える。 ・病院の種類と役割を理解する。 ・健康の大切さを理解することができる。

・診察時の注意点がわかる。 ・病院の診療と種類を確認する。 ・病状に応じて、何処に受診に行けばいいかわかる。

・ハローワークの役割を理解する。 ・公共職業安定所（ハローワーク）の役割を知る。 ・就職意識を高め、就職活動へと繋げることができる。

計

確　　認

６3時間

・単元チェ ックテストの実施

・定期テストの実施

・プリント提出

・発表の評価

くらしと公共

施設

テキスト

プリント

入金伝票

住民票

新聞

健康保険証

動画

iPad

３

学

期

１

～

３

月

（

1

5

）

公共サービス

の役割

テキスト

プリント

住民票

婚姻届

新聞

健康保険証

動画

iPad

                                          年間指導計画　　第３学年　　「  社会   」週時数（2時間）                                  担当者 　 真喜屋　頼子　　　

１

学

期

２

学

期

９

～

1

2

月

（

2

6

）

４

～

7

月

（

2

2

）



　高等部　１年   数学科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

大湾　里奈 ひとりだちする数学(日本教育研究出版）

学

期

時

数
単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

1

学

期

24

(知及技）
・整数は偶数と奇数に分類される
こと、約数、倍数について理解す
る。
(思判表力)
・乗法および除法に着目し，観点
を決めて整数を類別する仕方を考
えたり，数の構成について考察し
たりする。
(学･人)
・日常生活において、数に親しみ
ながら、学んだことの利点を生か
して工夫して日常に取り入れよう
と思考する。

(知・技）
・偶数と奇数に類別されることや
約数、倍数について理解すること
ができる。
・異分母の分数の加法・減法、分
数の乗法・除法の計算ができる。
・日常の具体的な場面で正の数と
負の数を用いて表したり、処理し
たりすることができる。
(思･判･表)
・乗法及び除法に着目し、観点を
決めて整数を類別する仕方を考え
たり、数の構成について考察した
りするとともに、日常生活に生か
すことができる。
・数の意味と表現、計算について
成り立つ性質に着目し、計算の仕
方を多面的に捉え考えることがで
きる。
(主学)
・身の回りにある数に親しみ、学
んだことの良さを感じながら学ぼ
うとしている。

【数と計算】
・整数の性質及び構成
・分数
・正の数と負の数
・文字を用いた式

・偶数、奇数
・約数、倍数
・分数の加法、減法、乗法、除法
・正の数と負の数の加法、減法、乗法、除法
・学習プリントに沿って学習する
・適宜、視覚教材を利用して学習する
・単元テストの実施

13

(知及技）
・二等辺三角形や正三角形、直線
の垂直や平行について知り、作図
を通してそれらについて着目す
る。
(思判表力)
・図形を構成する要素及びそれら
の位置関係に着目し，構成の仕方
を考察して，図形の性質を見いだ
すとともに，その性質を基に既習
の図形を捉え直す。また、その性
質を筋道を立てて考え説明したり
する。
(学･人)
・日常生活において、学んだこと
の利点を生かして工夫して日常に
取り入れようと思考する。

(知・技）
角の二等分線、線分の垂直二等分
線、垂線などの基本的な作図をす
ることができる。
・平行移動、対称移動及び回転移
動について理解することができ
る。
(思･判･表)
図形の性質に着目し、作図の方法
について考察し表現することがで
きる。
・図形の移動に着目し、２つの図
形の関係について考察し表現する
ことができる。
(主学)
・身の回りにある図形に親しみ、
学んだことの良さを感じながら学
ぼうとしている。

【図形】
・平面図形
・図形の移動

・線分の垂直二等分線の作図
・角の二等分線の作図
・垂線の作図
・平行移動・対称移動・回転移動する図形の作
図
・学習プリントに沿って学習する
・適宜、視覚教材を利用して学習する
・単元テストの実施

13

(知及技）
・百分率を用いた表し方を理解
し、割合などを求める。
・ある２つの数量関係と、別の２
つの関係を比べる場合に、割合を
求めることがあることを理解す
る。
(思判表力)
・日常の事象のおける数量の関係
に着目し、図や式などを用いてあ
る２つの数量関係と、別の２つの
関係との比べ方を考察し、それを
日常生活に生かす。
 (学･人)
・日常生活において、学んだこと
の利点を生かして工夫して日常に
取り入れようと思考する。

(知・技）
百分率の意味について理解し、百
分率を用いて表すことがで
きる。
・割合を用いて2つの以上の数量
を比べることができる。
・比例の関係を利用し、問題を解
決することができる。
(思･判･表)
・日常生活の問題を、割合を活用
して解決している。
・比例が活用できる場面におい
て、比例の関係を生かして問題を
解決している。
(主学)
・身の回りにある割合や比例関係
に親しみ、学んだことの良さを感
じながら学ぼうとしている。

【変化と関係】
・割合
・比例/反比例

・百分率の計算
・簡単な比例の関係
・2つの数量の関係
・比
・学習プリントに沿って学習する
・適宜、視覚教材を利用して学習する
・単元テストの実施

３

学

期

19

(知及技）
・量的データの分布の中心や散ら
ばりの様子からデータの特徴を読
み取る方法を理解するとともに、
それらを問題解決における用い方
についての技能を身に付けるよう
にする。
(思判表力)
・目的に応じてデータを収集し、
データの特徴や傾向に着目して、
表やグラフに的確に表現し、それ
らを用いて問題解決したり、解決
の過程や結果を批判的に捉え考察
したりする力を養う。 (学･人)
・日常生活において、学んだこと
の利点を生かして工夫して日常に
取り入れようと思考する。

(知・技）
・代表値の意味や求め方を理解す
ることができる。
・度数分布を表す表や柱状グラフ
の用い方を理解することがで
きる。
・目的に応じてデータを収集した
り、適切な手法を選択したりす
るなど、統計的な問題解決の方法
を理解することができる。
・起こりうる場合を順序良く整理
するための図や表などの用い方を
理解することができる。
（思・判・表）
・目的に応じでデータを集めて分
類整理し、データの特徴や傾向に
着目し、代表値などを用いて問題
の結論について判断することがで
きる。
・事象の特徴に着目し、順序よく
整理する観点を決めて、落ち
や重なりなく調べる方法を考察す
ることができる。
(主学)
・身の回りにあるデータやそれを
表したグラフに親しみ、学んだこ
との良さを感じながら学ぼうとし
ている。

【データの活用】
・データの収集とその分析
・起こりうる場合

ヒストグラム、代表値
・百分率、円グラフ、帯グラフ
・資料の平均、度数分布
・学習プリントに沿って学習する
・適宜、視覚教材を利用して学習する
・単元テストの実施

留意点
引継ぎ等

・授業開始時に、毎回5分間の基礎計算ドリルを解くことで、計算力の向上・維持を図る。

令和４年度

単位数
／配当時

数
児童生徒

2単位
69時間

1年6組（男子6名　女子4名）

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等

評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）
　数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを理解するとともに、日常の事象を数学的に解釈したり、数学的に表現・処理した
りする技能を身に付けるようにする。
(思判表力)
　日常の事象を数理的に捉え見通しをもち筋道を立てて考察する力、基礎的・基本的な数量や図形などの性質を見いだし統合的・発展的に考察す
る力、数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表現したり目的に応じて柔軟に表したりする力を養う。
(学･人)
 数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し、数学的に表現・処理したことを振り返り、多面的に捉え検討してよりよいものを求めて粘り強く考え
る態度、数学を生活や学習に活用しようとする態度を養う。

２

学

期



目標

学期
時数

月 単元・題材 単元目標 指導内容 教材・教具等 基礎的・基本的事項

１．数と計算

○いろいろな数の性質
を理解し、計算技能を
身につける。

・四則計算
・小数、分数
・割合
・文章問題

・カード
・プリント問題

・いろいろな計算の順序を理解する。
・小数、分数で表された数を理解する。
・歩合、百分率の表し方、使い方を理解する。

２．数量の関係

○数量関係に着目し、
目的に合った計算がで
きる。

・長さ、重さ、かさ、時間
・単位の関係
・文章問題

・ものさし
・計量容器
・はかり
・時計
・プリント問題

・計量方法を知る。
・単位の表し方を知る。
・事象や問題を式に表すことができる。

３．図形

○三角形、四角形、円
の面積を求めることが
できる。

・三角形の面積
・平行四辺形、台形の面積
・円周と円周率
・円の面積

・図形型教材
・分度器、定規
・コンパス
・プリント問題

・平行四辺形、台形の定義を知る。
・底辺、高さ、円周、円周率などの用語を理解す
る。
・面積の意味、単位について理解する。

４．データの活用

○数量関係を割合いで
捉え、円グラフや帯グ
ラフで表すことができ
る。

・百分率
・帯グラフ
・円グラフ

・データ表
・グラフ用紙
・プリント問題

・表やグラフの見方が分かる。
・データを基に表やグラフを描くことができる。

年間指導計画　　第２学年　　「　数学    」　週時数（2時間）　　担当者：大湾　里奈

１
学
期
（
２
2
）

２
学
期
（
２
4
）

９
～
1
2
月

４
～
7
月

1
～
3
月

３
学
期
（
1
8
）

総授業時数（　64　）時間

・日常の事象を数理的にとらえ、それを処理する能力と態度を養う。
・数学的活動の楽しさや数学のよさを知り、数学を生活や学習に活用しようとする態度を養う。

５．数学的活動

○コンパスと定規を用
いた作図に親しむ。
○速度、時間、距離の
関係の理解を深める。

・コンパスの利用法
・作図
・マラソンのペースメイク

・コンパス、定規
・マラソン記録表
・プリント問題

・作図の方法を知る。
・速度の求め方がわかる。



目標

学期
時数

月 単元・題材 単元目標 指導内容 教材・教具等 基礎的・基本的事項

１．数と計算

○数の表し方、計算方
法を考え、数量関係を
表現する力を養う。

・四則計算
・小数、分数
・正負の数
・文章問題

・カード
・プリント問題

・いろいろな計算の順序を理解する。
・小数、分数で表された数を理解する。
・正の数、負の数について知る。

２．数量の関係

○数量関係に着目し、
目的に合った計算がで
きる。

・長さ、重さ、かさ、時間
・単位の関係
・文章問題

・ものさし
・計量容器
・はかり
・時計
・プリント問題

・計量方法を知る。
・単位の表し方を知る。
・事象や問題を式に表すことができる。

３．図形

○立体図形について知
り、立方体、直方体の
体積を求めることがで
きる。

・角柱、円柱
・角すい、円すい
・立方体、直方体の体積

・図形型教材
・分度器、定規
・コンパス
・プリント問題

・いろいろな立体の名称を知る。
・底面、側面などの用語を理解する。
・体積の意味、単位について理解する。

４．データの活用

○時間と長さ、速さの
関係を理解し目的に
合った計算ができる。

・時間と距離と速度
・速度の単位（時速、分速、秒
速）
・台風の速度、風速

・データ表
・グラフ用紙
・台風情報
・プリント問題

・表やグラフの見方が分かる。
・データを基に表やグラフを描くことができる。
・速さの求め方が分かる。（時速、分速、秒速）

1
～
3
月

３
学
期
（
1
8
）

総授業時数（　63　）時間

・日常の事象を数理的にとらえ、それを処理する能力と態度を養う。
・数学的活動の楽しさや数学のよさを知り、数学を生活や学習に活用しようとする態度を養う。

５．数学的活動

○水の体積を通して、
長さ、かさ、重さの関
係、およびメートル法
について知る。

・水の体積と重さ ・計量容器
・はかり
・プリント問題

・かさと体積の単位の関係を知る。
・メートル法、水の質量の基本的な考え方を知
る。

年間指導計画　　第３学年　　「　数学    」　週時数（2時間）　　担当者：大湾　里奈

１
学
期
（
２
2
）

２
学
期
（
２
3
）

９
～
1
2
月

４
～
7
月



　　高等部　１年　理科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

識名　盛安 くらしに役立つ　理科（東洋館出版社）

学

期

時

数
単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

7

(知及技）身近な植物、動物、微生

物についてその特徴を理解できる。

観察・実験に関して初歩的な技能を

身につける。

(思判表力)授業や観察実験で疑問に

思うことを表現できる。

(学･人)主体的に観察・実験に取り

組むことができる。

(知・技）身近な植物、動物、微生

物についてその特徴を理解し、観

察・実験の初歩的な技能を身につけ

ている。

(思･判･表)授業や観察実験で疑問に

思うことを質問することができる。

(主学)主体的に観察・実験に取り組

むことができた。

１自然とくらし

(1)植物　動物　微生物

   身近な植物

・植物の観察

・校舎前の植物にラベリング

・デジタル顕微鏡を使っての観察、実験

・作物のプランター栽培

6

(知及技）地球と天体、地球環境、

気象、自然災害について基本的なこ

とを理解できる。観察・実験に関す

る初歩的な技能を身につける。

(思判表力)授業や観察実験で疑問に

思うことを表現できる。

(学･人)主体的に観察・実験に取り

組むことができる。

(知・技）地球と天体、地球環境、

気象、自然災害について基本的なこ

とを理解し、観察・実験など初歩的

な技能を身につけている。

(思･判･表)授業や観察実験で疑問に

思うことを質問することができる。

(主学)主体的に観察・実験に取り組

むことができた。

２地球と自然

(1)天体　地球の環境　気象

   自然災害

・模型を活用した観察

・自然災害について映像で視聴

・自宅周辺の地形を調べる

7

(知及技）人の体のつくりや働き、

病気と予防について基本的なことを

理解できる。

(思判表力)授業や観察実験で疑問に

思うことを表現できる。

(学･人)主体的に観察・実験に取り

組むことができる。

(知・技）人の体のつくりや働き、

病気と予防について基本的なことを

理解できている。

(思･判･表)授業や観察実験で疑問に

思うことを質問することができる。

(主学)主体的に観察・実験に取り組

むことができた。

３健康なくらし

(1)人体とけが・病気の予防

   人の体のつくりや働き

   病気とその予防

・人体模型を活用した観察

・病気について映像で視聴

6

(知及技）食品の栄養素、食品保存

について基本的なことを理解でき

る。

(思判表力)授業や観察実験で疑問に

思うことを表現できる。

(学･人)主体的に観察・実験に取り

組むことができる。

(知・技）食品の栄養素、食品保存

について基本的なことを理解できて

いる。

(思･判･表)授業や観察実験で疑問に

思うことを質問することができる。

(主学)主体的に観察・実験に取り組

むことができた。

４食事と健康

(1)食品の栄養素

   食品がくさる・いたむ

・食品のサンプルを活用して観察

・食品表示の観察

３

学

期

9

(知及技）沖縄の気候、植物、動

物、土壌について基本的なことを理

解できる。

(思判表力)授業や観察実験で疑問に

思うことを表現できる。

(学･人)主体的に観察・実験に取り

組むことができる。

(知・技）沖縄の気候、植物、動

物、土壌について基本的なことを理

解できている。

(思･判･表)授業や観察実験で疑問に

思うことを質問することができる。

(主学)主体的に観察・実験に取り組

むことができた。

５沖縄の自然

(1)沖縄の気候

(2)沖縄の植物、動物

(3)沖縄の土壌

・沖縄の自然について映像視聴

・沖縄の希少動植物の観察

・土壌サンプルをデジタル顕微鏡で観察、実験

留意点

引継ぎ等

令和４年度

単位数

／配当時数
児童生徒

1単位

35時間
１年６組（男子６名、女子４名）

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）自然の事物・現象についての基本的な理解を図り、観察・実験などに関する初歩的な技能を身につけるようにす
る。
　
(思判表力)観察・実験などを行い、解決の方法を考える力とより妥当な考えをつくりだす力を養う。
　
(学･人)自然を愛する心情を養うとともに、学んだことを主体的に生活に生かそうとする態度を養う。

1

学

期

２

学

期



　　高等部　２年　理科　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

識名　盛安 くらしに役立つ　理科（東洋館出版社）

学

期

時

数
単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

7

(知及技）身近な植物、動物、微生

物についてその特徴を理解できる。

観察・実験に関して初歩的な技能を

身につける。

(思判表力)授業や観察実験で疑問に

思うことを表現できる。

(学･人)主体的に観察・実験に取り

組むことができる。

(知・技）身近な植物、動物、微生

物についてその特徴を理解し、観

察・実験の初歩的な技能を身につけ

ている。

(思･判･表)授業や観察実験で疑問に

思うことを質問することができる。

(主学)主体的に観察・実験に取り組

むことができた。

１自然とくらし

(1)植物　動物　微生物

　 身近な植物

・植物の観察

・校舎前の植物にラベリング

・デジタル顕微鏡を使っての観察、実験

・作物のプランター栽培

6

(知及技）地球と天体、地球環境、

気象、自然災害について基本的なこ

とを理解できる。観察・実験に関す

る初歩的な技能を身につける。

(思判表力)授業や観察実験で疑問に

思うことを表現できる。

(学･人)主体的に観察・実験に取り

組むことができる。

(知・技）地球と天体、地球環境、

気象、自然災害について基本的なこ

とを理解し、観察・実験など初歩的

な技能を身につけている。

(思･判･表)授業や観察実験で疑問に

思うことを質問することができる。

(主学)主体的に観察・実験に取り組

むことができた。

２地球と自然

(1)天体　地球の環境　気象

　 自然災害

・模型を活用した観察

・自然災害について映像で視聴

・自宅周辺の地形を調べる

7

(知及技）身の回りの物質、エネル

ギーについて基本的なことを理解で

きる。

(思判表力)授業や観察実験で疑問に

思うことを表現できる。

(学･人)主体的に観察・実験に取り

組むことができる。

(知・技）身の回りの物質、エネル

ギーについて基本的なことを理解で

きている。

(思･判･表)授業や観察実験で疑問に

思うことを質問することができる。

(主学)主体的に観察・実験に取り組

むことができた。

３便利なくらし

(1)身の回りにある物資

   さまざまな物質

(2)環境にやさしい使い方

   エネルギーと機械

・ペットボトル、金属など物質の観察

・エネルギーについて映像で視聴

・エンジンを観察してそのしくみを学ぶ

6

(知及技）身の回りの生活用品、医

薬品について基本的なことを理解で

きる。

(思判表力)授業や観察実験で疑問に

思うことを表現できる。

(学･人)主体的に観察・実験に取り

組むことができる。

(知・技）身の回りの生活用品、医

薬品について基本的なことを理解で

きている。

(思･判･表)授業や観察実験で疑問に

思うことを質問することができる。

(主学)主体的に観察・実験に取り組

むことができた。

4薬品・医薬品

(1)身の回りの生活用薬品

   身の回りの医薬品

・せっけん、洗剤などのｐH測定実験

・界面活性剤の働きの観察実験

・医薬品のサンプルを観察

・胃腸薬を使った実験

３

学

期

8

(知及技）沖縄の気候、植物、動

物、土壌について基本的なことを理

解できる。

(思判表力)授業や観察実験で疑問に

思うことを表現できる。

(学･人)主体的に観察・実験に取り

組むことができる。

(知・技）沖縄の気候、植物、動

物、土壌について基本的なことを理

解できている。

(思･判･表)授業や観察実験で疑問に

思うことを質問することができる。

(主学)主体的に観察・実験に取り組

むことができた。

５沖縄の自然

(1)沖縄の気候

(2)沖縄の植物、動物

(3)沖縄の土壌

・沖縄の自然について映像視聴

・沖縄の希少動植物の観察

・土壌サンプルをデジタル顕微鏡で観察、実験

令和４年度

単位数

／配当時数
児童生徒

1単位

34時間
２年６組（男子７名、女子３名）

留意点

引継ぎ等

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）自然の事物・現象についての基本的な理解を図り、観察・実験などに関する初歩的な技能を身につけるようにす
る。
　
(思判表力)観察・実験などを行い、解決の方法を考える力とより妥当な考えをつくりだす力を養う。
　
(学･人)自然を愛する心情を養うとともに、学んだことを主体的に生活に生かそうとする態度を養う。

1

学

期

２

学

期



　高等部　１,2年　音楽　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

仲本裕樹　坂元梨奈子

学

期

時

数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等

評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）曲想と音楽の構造や背景などとの関わり及び音楽の多様性について理解するとともに，創意工夫を生かした音楽表現をするために必要な歌唱，器楽，創

作，身体表現の技能を身に付けるようにする。

　

(思判表力)音楽表現を創意工夫することや，音楽を自分なりに評価しながらよさや美しさを味わって聴くことができるようにする。

　

(学･人)主体的・協働的に表現及び鑑賞の学習に取り組み，音楽活動の楽しさを体験することを通して，音楽文化に親しむとともに，音楽によって生活を明るく豊か

なものにしていく態度を養う。

１　表現

(１)歌唱

・歌唱表現についての知識や技能を得たり生

かしたりしながら、歌唱表現を創意工夫す

る。（知・技）(思・判・表）

(２)器楽

・楽器表現についての知識や技能を得たり生

かしたりしながら、楽器表現を創意工夫す

る。（知・技）(思・判・表）

(３)創作

・創作表現についての知識や技能を得たり生

かしたりしながら、創作表現を創意工夫す

る。（知・技）(思・判・表）

(４)身体表現

・身体表現についての知識や技能を得たり生

かしたりしながら、身体表現を創意工夫す

る。（知・技）(思・判・表）

２　鑑賞

・主体的・協働的に表現及び鑑賞の学習に取

り組み，音楽活動の楽しさを体験することを

通して，音楽文化に親しむとともに，音楽に

よって生活を明るく豊かなものにしていく態

度を養う。(学･人)

１　表現

　(１)歌唱

　　・『校歌』

　　・『夢の世界へ』

　　・『A Whole New　World』

　(２)器楽

　　・三線ルーツを知る

　　・三線の持ち方や奏法を知る

　　・勘所を理解し、正しい音程を意識

　　　して演奏する。

　　・工工四を見ながら演奏する。

    ・『きらきら星』

　　・『てぃんさぐの花』

　

２　鑑賞

　・郷土の芸能（沖縄民謡）

　・外国の曲

　・おすすめ音楽

2

学

期

１　表現

　(１)歌唱

　　・卒業式歌

　(２)器楽

　　・キーボード

　(４)身体表現

　　・卒業式歌（指揮，手話）

２　鑑賞

　・新年に関する曲

　・卒業に関する曲

　・おすすめ音楽

音楽を楽しむ

１　表現

　(１)歌唱

　　・『童神』

　　・『涙そうそう』

　　・『えんどうの花』

　　・クリスマスソング

　(２)器楽

　　・ギター

　(３)創作

　　・合唱

　(４)身体表現

　　・ボディパーカッション

　

２　鑑賞

　・郷土の芸能（沖縄民謡）

　・クリスマスソング

　・おすすめ音楽

3

学

期

24

1

学

期

26

19

令和4年度

単位数

／配当時数
児童生徒

2単位

69時間

1年6組（男子6名、女子4名）

2年6組（男子7名、女子3名）

留意点

引継ぎ等

１　表現

(１)歌唱

・歌詞を理解し、音符記号の名称や意味を知

る。(知・技)

・歌詞をイメージし、声の強弱や歌い方を工

夫し、曲にふさわしい歌唱表現をする。(思･

判･表)

・主体的に歌唱の学習に取り組んでいる。(主

学)

(２)器楽

・演奏するために必要な奏法などの技能を身

に付ける。(知・技)

・音色、速度、旋律を知覚し、曲の特質や雰

囲気を感受しながら、曲にふさわしい器楽表

現について思いや意図をもっている。(思･判･

表)

・主体的に器楽の学習に取り組もうとしてい

る。(主学)

(３)創作

・全体の響きや各声部の声などを聴きながら

他者と合わせて歌う技能を身に付ける。(知・

技)

・音色、旋律、音の重なりを知覚し、曲の特

質や雰囲気を感受しながら、その曲にふさわ

しい歌唱表現する。(思･判･表)

・曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わり

に関心をもち、主体的に歌唱の学習に取り組

もうとしている。(主学)

(４)身体表現

・クラップでリズムを取ることで音符の理解

を深め、ボディーパッカションで音楽を表現

する。(思･判･表)

２　鑑賞

・音楽の特徴とその背景となる文化や歴史、

その他の芸術との関わりについて理解してい

る。(知・技)

・生活や社会における音楽の意味や役割につ

いて考え、音楽のよさや美しさを味わって聴

いている。(思･判･表)

・音楽の特性と音楽の多様性に関心をもち、

楽しみながら主体的に鑑賞の学習に取り組ん

でいる。(主学)

音楽の表現と工夫

音楽の表現と工夫



　高学部　３年　音楽　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

仲本裕樹　小濱　寿

学

期

時

数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

留意点

引継ぎ等

１　表現

(１)歌唱

(知・技)様々な歌唱表現の特徴について理

解している。

姿勢や呼吸などの技能や他者との調和を意

識して歌唱で表している。

(思･判･表)音色、リズム、旋律を知覚し、

どのように歌うかについて表現しようとし

ている。

(主学)音楽を幅広く様々な視点から捉え、

主体的・協働的に歌唱の学習活動に取り組

もうとしている。

(２)器楽

(知・技)楽器の音色や奏法との関わり、歴

史的背景や郷土の音楽の特徴について理解

している。

曲の奏法、身体の使い方などの技能をみに

つけ器楽で表している。

(思･判･表)音色、速度、旋律を知覚し、曲

の特質や雰囲気を感受しながら、曲にふさ

わしい器楽表現について思いや意図をもっ

ている。

(主学)楽器の奏法を学び、音色や奏法の特

徴を感じ取り、表現や文化に関心をもち主

体的・協働的に器楽の学習活動に取り組も

うとしている。

(３)創作

(知・技)音の重なりや連なりによる響きと

特徴について理解している。

旋律や和音を付ける技能を身に付け創作で

表している。

(思･判･表)・音の重なりや連なりを知覚

し、曲の特質や雰囲気を感受しながら、そ

の関係を考え表現しようとしている。

(主学)音の重なりや連なり旋律に合う音を

選び編曲することに関心を持ち、主体的・

協働的に創作の学習活動に取り組もうとし

ている。

(４)身体表現

・クラップでリズムを取ることで音符の理

解を深め、ボディーパッカションで音楽を

表現する。(思･判･表)

２　鑑賞

(知・技)音楽の特徴とその背景となる文化

や歴史、その他の芸術との関わりについて

理解している。

(思･判･表)音色、リズム、旋律を知覚し生

活や社会における音楽の意味や役割につい

て考え、音楽のよさや美しさを味わいなが

ら聴こうとしている。

(主学)言葉の特徴や発声の仕方、楽器の音

色や変化や表現方法に関心を持ち主体的・

協働的に鑑賞の学習に取り組もうとしてい

る。

音楽の表現と工夫

音楽の表現と工夫19

24

1

学

期

令和4年度

単位数

／配当時数
児童生徒

2単位

63時間
3年6組（男子8名、女子2名）

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等

評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）曲想と音楽の構造や背景などとの関わり及び音楽の多様性について理解するとともに，創意工夫を生かした音楽表現をす

るために必要な歌唱，器楽，創作，身体表現の技能を身に付けるようにする。

　

(思判表力)音楽表現を創意工夫することや，音楽を自分なりに評価しながらよさや美しさを味わって聴くことができるようにす

る。

　

(学･人)主体的・協働的に表現及び鑑賞の学習に取り組み，音楽活動の楽しさを体験することを通して，音楽文化に親しむととも

に，音楽によって生活を明るく豊かなものにしていく態度を養う。

１　表現

(１)歌唱

・歌唱表現についての知識や技能を得た

り生かしたりしながら、歌唱表現を創意

工夫する。（知・技）(思・判・表）

(２)器楽

・楽器表現についての知識や技能を得た

り生かしたりしながら、楽器表現を創意

工夫する。（知・技）(思・判・表）

(３)創作

・創作表現についての知識や技能を得た

り生かしたりしながら、創作表現を創意

工夫する。（知・技）(思・判・表）

(４)身体表現

・身体表現についての知識や技能を得た

り生かしたりしながら、身体表現を創意

工夫する。（知・技）(思・判・表）

２　鑑賞

・楽器の名称や特徴を理解して鑑賞する

ことができる。（知・技）

・自分の好きな曲の特徴やよさを友だち

に説明したり，共感したりすることがで

きる。(学･人)

１　表現

　(１)歌唱

　　・『校歌』

　　・『夢の世界へ』

　　・『A Whole New　World』

　(２)器楽

　　・三線の基本的奏法

　

２　鑑賞

　・郷土の芸能（沖縄民謡）

　・外国の曲

　・おすすめ音楽

2

学

期

１　表現

　(１)歌唱

　　・卒業式歌

　(２)器楽

　　・キーボード

　(４)身体表現

　　・卒業式歌（指揮，手話）

２　鑑賞

　・新年に関する曲

　・卒業に関する曲

　・おすすめ音楽

音楽を楽しむ

１　表現

　(１)歌唱

　　・『童神』

　　・『涙そうそう』

　　・『えんどうの花』

　　・クリスマスソング

　(２)器楽

　　・ギター

　(３)創作

　　・合唱

　(４)身体表現

　　・ボディパーカッション

　

２　鑑賞

　・郷土の芸能（沖縄民謡）

　・クリスマスソング

　・おすすめ音楽

3

学

期

20



　高学部　１年　美術　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

児玉桂 なし

学

期

時

数
単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

6

(知及技）鉛筆やグラデーションに

ついて学ぶ。

(思判表力)分からないことを質問

し安全に道具を扱うようにする。

(学･人)最後までやり遂げる態度を

養う。

(知・技）鉛筆やグラデーションの特徴を

理解してグラデーションが描ける。

(思･判･表)鉛筆の持ち方、描き方を工夫

してグラデーションの段階を調整して描

くことができる。連休の絵の中にグラ

デーションを活用することができる。

(主学)課題に集中して取り組み、作品を

完成させることができる。

鉛筆グラデーション、連休
の絵

・鉛筆削り
・グラデーション
・連休の絵

7

(知及技）切り絵の技法を学ぶこと

ができる。

(思判表力)分からないことを質問

し安全に道具を扱うようにする。

(学･人)最後までやり遂げる態度を

養う。

(知・技）道具の名前や特徴を理解する。

デザインカッターを使った切り絵の技術

を身に付ける。

(思･判･表)作業が終了したら報告でき

る。分からないことを確認、質問、相談

できる。

(主学)課題に集中して取り組み、作品を

完成させることができる。

アニメで切り絵 ・切り絵について（鑑賞）
・アイデアスケッチ
・下絵
・切り絵

8

(知及技）版画（木版・コラグラ

フ）の技法を学ぶことができる。

(思判表力)アイデアスケッチから

コラージュの材料を選ぶことがで

きる。

(学･人)最後までやり遂げる態度を

養う。

(知・技）版画（木版・コラグラフ）で使

う道具の名前や特徴を理解する。コラグ

ラフ制作の技術を身に付ける。

(思･判･表)アイデアスケッチをもとにコ

ラージュの材料を工夫して選ぶことがで

きる。

(主学)課題に集中して取り組み、作品を

完成させることができる。

版画（木版・コラグラフ） ・版画について（鑑賞）
・アイデアスケッチ
・下絵
・コラグラフ制作
・刷り作業（プレス機）

9

(知及技）版画（木版・コラグラ

フ）の技法を学ぶことができる。

(思判表力)分からないことを質問

し安全に道具を扱うようにする。

(学･人)最後までやり遂げる態度を

養う。

(知・技）版画（木版・コラグラフ）で使

う道具や機械の名前や特徴を理解する。

木版制作の技術を身に付ける。

(思･判･表)課題が終了したら報告でき

る。分からないことを確認、質問、相談

できる。

(主学)課題に集中して取り組み、作品を

完成させることができる。

版画（木版・コラグラフ） ・木版制作
・刷り作業（馬連）
・裏彩色
・額装

3

(知及技）壁画を描くための技法を

学ぶことができる。

(思判表力)壁画のアイデアスケッ

チを描くことができる。

(学･人)友達と協力して壁画制作に

参加することができる。

(知・技）壁画制作の手順や投影方法など

を行うことができる。

(思･判･表)卒業生のことをテーマに思い

浮かべアイデアスケッチを描くことがで

きる。

(主学)壁画制作に自ら参加し、協力して

制作できる。

卒業生を送る会の壁画 ・アイデアスケッチ
・投影
・壁画下絵
・壁画制作

2

(知及技）1年間を振り返り作品集

を作ることができる。

(思判表力)まとめた作品集につい

て発表することができる。

(学･人)最後までやり遂げる態度を

養う。

(知・技）制作した順番や製本の方法を理

解し作品集を作ることができる。

(思･判･表)作品集の中から最も好きな作

品を選び発表することができる。

(主学)課題に集中して取り組み、作品集

を完成させることができる。

作品集作り ・作品をまとめる
・作品集作り

留意点
引継ぎ等

令和4年度

単位数

／配当時数
児童生徒

1単位
35時間

1年6組（男子6名、女子4名）

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等

評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）造形的な視点について理解するとともに，意図に応じて表現方法を工夫して表すことができるようにする。

(思判表力)造形的なよさや美しさ，表現の意図と工夫などについて考え，主題を生み出し豊かに発想し構想を練ったり，美術や

美術文化などに対する見方や感じ方を広げたりすることができるようにする。

　

(学･人)楽しく美術の活動に取り組み創造活動の喜びを味わい，美術を愛好する心情を培い，心豊かな生活を創造していく態度

を養う。

1

学

期

２

学

期

３

学

期



年間指導計画　　　　第２学年　　　「美術」　　　　週時数：1時間 担当者：児玉　桂

目標

学期 月 単元名 単元の目標 学習内容 教材・教具等 基礎・基本的事項 評価

ゼンダングル 資料、プリント 自由な発想と表現の工夫。

鉛筆、消しゴム 変化とまとまりのある形。

空想画・構想画 ひらめきや発想を形にする。 描く題材を決める。

描画の力量に応じ伸び伸びと描く。 アイデアスケッチ 参考作品、資料 描きたい主題を決める力。

構想を練り構図を考え下描きする。 モチーフ 楽しく表現する意欲と態度。

鉛筆、消しゴム・ペン 思いを巡らせて構想を練り発展させる力。

混色が意図的にできる。 絵全体の雰囲気を大切にし彩色する。
水彩絵の具・筆・パレット 混色や重色の技法を理解し工夫できる。

パステル 粘り強く取り組み完成させる。

作品の良さや表現の工夫を発見し味わう。

コラージュ絵画

12

切り絵 切り絵の技法を学ぶ。 アイデアスケッチ・下描・転写 切り絵独自の技法を理解する。

安全に道具を扱う。

最後までやり遂げる態度を養う。

木版画（一版多色） 版画の技法を身につける。 下絵をイメージする。 彫刻刀の使い方を知る。

安全に道具を扱う。 反転して彫刻刀で彫る。 版画の仕組みを理解する。

インクやポスターカラーで色を刷る。 集中して粘り強く制作する態度

デザインの多様性に気づく。

いろいろな素材を生かす。

楽しんで制作する。 意図するイメージにあった表現の工夫を発見できる。

12 季節の行事を手作りの物で楽しむ。

卒業式装飾

みんなで協力して制作する。 場の雰囲気を大切にし装飾する。

消しゴムはんこ 安全に気をつけ制作する。

最後までやり遂げる態度を養う。

10 安全に道具を扱う。 デザインナイフや彫刻刀で丁寧に彫る。

34 総時数（3４時間）

４

月

～

７

月

９

月

～

１

２

月

校内・就業体験実習を総時数に含む　4時間

物の配置や組み合わせを考え、構図

を工夫する。

自分の作品や友達の作品の良さを味わう。

相手に自分の心が伝わるような目的にあっ

たデザインを考える。

身近な材料を使って切り貼りすることで、新しい絵を創造

することを学ぶ。

１

学

期

２

学

期

単純パターンの繰り返し模様を使っ

て、変化とまとまりのある美しい模

様をデザインする。

デザインナイフで丁寧に切り抜いていく。

用具を安全に使う。

計画的に制作を進める。

誠実な態度で丁寧に作品を仕上げる。

画用紙に色づけをし、色紙、雑誌やチラシ

等の印刷物を切り取り、画用紙の上で再構

成する。

紙の種類や性質を生かして、立体的なもの

などいろいろ工夫して、デザインする。

構想を練る・

アイデアスケッチ・下描き

彩色

主体的に造形活動に取り組み、美術を愛好する心情を深め、豊かな情操を養う。

コラージュの特性と絵画の配色を生

かし、自由に制作する。

（雑誌、チラシ、写真、の

り、はさみ）

単純な形・自由曲線の繰り返しで表現す

る。

筆の種類を使い分け筆のタッチを生

かす。

目的にあったデザイン装飾を考え

る。
みんなで協力して計画的に制作する。

準備、片付けができる。３

学

期

デザインナイフ、画用紙、鉛

筆、トレーシングペーパー、

カーボン紙、消しゴム素材

自分の顔やトレードマークをはんこ

にデザインする。

参考作品、資料

デザインナイフ、画用紙、鉛

筆

彫刻刀、木版、インク、バレ

ン、ローラー、和紙

紙、はさみ、のり、ボンド、

装飾材料

リボンやスパンコール、ラメ

のりマスキングテープ、レー

１

月

～

３

月

クリスマスカードとパッ

ケージデザイン

下絵を描き、トレーシングペーパーにに転

写、反転する。

紙、マジック、ポスターカ

ラー

紙、はさみ、のり、ボンド、

装飾材料など



年間指導計画　　　　第３学年　　　「美術」　　　　週時数：１時間 担当者：児玉　桂

目標

学期 月 単元名 単元の目標 学習内容 教材・教具等 基礎・基本的事項 評価

ゼンダングル 資料、プリント 自由な発想と表現の工夫。

鉛筆、消しゴム 変化とまとまりのある形。

空想画・構想画 ひらめきや発想を形にする。 描く題材を決める。

描画の力量に応じ伸び伸びと描く。アイデアスケッチ 参考作品、資料 描きたい主題を決める力。

構想を練り構図を考え下描きする。 モチーフ 楽しく表現する意欲と態度。

鉛筆、消しゴム・ペン 思いを巡らせて構想を練り発展させる力。

混色が意図的にできる。 絵全体の雰囲気を大切にし彩色する。
水彩絵の具・筆・パレット 混色や重色の技法を理解し工夫できる。

パステル 粘り強く取り組み完成させる。

作品の良さや表現の工夫を発見し味わう。

心の中の「自然」を描く 参考作品、資料

〈スクラッチ）

11

コラージュ

木版画（一版多色） 版画の技法を身につける。 下絵をイメージする。 彫刻刀の使い方を知る。

安全に道具を扱う。 反転して彫刻刀で彫る。 版画の仕組みを理解する。

インクやポスターカラーで色を刷る。 集中して粘り強く制作する態度

デザインの多様性に気づく。

いろいろな素材を生かす。

楽しんで制作する。 意図するイメージにあった表現の工夫を発見できる。

12 季節の行事を手作りの物で楽しむ。

粘土

参考見本

卒業制作（てん刻） 篆書体やいろいろな書体を知る。 資料を参考に文字や形をデザインする。

文字をデザインする。 卒業の記念となる生涯使える印鑑を作る。

篆刻刀を使って彫っていく。 最後までやり遂げる態度を養う。

10 持ち手の形を工夫する。

計 33

２
学
期

画用紙、鉛筆・クレヨン
ポスターカラー・ニード
ル・釘

コラージュの特性を生かし、自由
に制作する。

１
月
～

3
月

クリスマスカードと
パッケージデザイン

雑誌、チラシ、写真、の
り、はさみ

彫刻刀、木版、インク、バ
レン、ローラー、和紙

紙、はさみ、のり、ボン
ド、装飾材料
リボンやスパンコール、ラ
メのりマスキングテープ、
レース

紙の種類や性質を生かして、立体的なも
のなどいろいろ工夫して、デザインす
る。

自分の書画の落款などに押す印鑑
をデザインする。
篆刻の技法を理解する。
安全に道具を扱う。

粘土に親しみ特徴を知る。
製作から焼成の過程を知る。
自作作品に愛着を持ち大切にする
心を養う。

１
学
期

単純パターンの繰り返し模様を
使って、変化とまとまりのある美
しい模様をデザインする。

物の配置や組み合わせを考え、構
図を工夫する。

自分の作品や友達の作品の良さを味わ
う。

総時数（3３時間）

９
月
～

１
２
月

４
月
～

７
月

自然の持つ生命力を意識し発想を広げスケッチする。
独創的な図柄の工夫
技法を理解し表現に生かす。
表現したいイメージに合った彩色を施す。

単純な形・自由曲線の繰り返しで表現す
る。

雑誌やチラシ、写真を切り取り再構成し
画用紙に貼り付けていく。

粘土に親しむことができる。
紐作り、輪の積み上げ、タタラ作り、ドベ接合ができ
る。
模様を工夫し、形の整ったきれいな作品を作ることが
できる。

校内・就業体験実習を総時数に含む　　６時間

３
学
期

陶芸
オリジナルシーサー 自分流のオリジナルシーサーを作る。

高麗石、トレーシングペー
パー、篆刻刀

主体的に造形活動に取り組み、心豊かな生活を創造する意欲と態度を高め、豊かな感性を養う。

筆の種類を使い分け筆のタッチを
生かす.。

自分の気持ちを自然「木・水・
火・大地・光・風」などに託して
表現する。

アイデアスケッチ
地をクレヨンで塗り、上からポスターカ
ラーを塗る。
釘や針で引っかきスクラッチする。

相手に自分の心が伝わるような目的に
あったデザインを考える。

身近な材料を使って切り貼りすることで、新しい絵を
創造することを学ぶ。



　高学部　１年２年　体育　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

小濱　寿　大湾里奈

真栄城徳綱　竹本理人

和宇慶忠勝　宮城康史

嘉陽宗雄

なし

学

期

時

数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

1

(知及技）体育の目的を理解し施設や
道具の使用方法を身につける。
(思判表力)年間の見通しをたて気づい
たことに質問したり相談したりでき
る。

(知・技）体育の目的や道具の使用法
について理解している。
(思･判･表)体育的行事を理解、それに
向けてどのような活動が必要であるか
発表している。

オリエンテーション ・ICT教材を使用した授業の実施
・体育の年間計画について
・授業の進め方について

5

(知及技）体を動かす楽しさや心地よ
さを味わい、体の動かし方や方法を身
に付ける。
(思判表力)運動を通して自他の課題を
見つけ、解決のために教師や仲間に相
談したり質問することができる。
(学･人)体力の違いを理解し、自己の
役割を果たし、安全に気を付け仲間と
協力し取り組むことができる。

(知・技）指示に対する体を動かし方
を理解している。種目に応じて体の動
かしている。
(思･判･表)自他の課題を見つけ、その
課題に応じ練習方法を選択している。
(主学)運動の補助をしたり仲間に助言
し学習の援助しようとしている。

・集団行動
・新体力テスト

・集合、整列、方向転換、発声
・握力
・20mシャトルラン
・ハンドボール投げ
・記録用紙

8

(知及技）水に親しみ、自己の能力に
応じた泳ぎ方や泳法を身に付ける。
(思判表力)水泳を通して自他の課題を
見つけ、解決のために教師や仲間に相
談したり質問することができる。
(学･人)泳力の違いを理解し、自己の
役割を果たし、安全に気を付け仲間と
協力し取り組むことができる。

(知・技）水泳の特性や自己の能力に
応じた技能について理解している。自
己の能力に応じた泳法で泳ぐことがで
きる。
(思･判･表)水泳を通して自己や他者の
課題を見つけ、目的や状況に応じて他
者に伝えている。
(主学)水泳を通してルールやマナーを
守り自己の役割を果たし仲間と協力し
ようとしている。

・水泳 ・けのび
・バタ足
・クロール
・平泳ぎ
・泳力シート

17

(知及技）球技の特性や成り立ち、技
術の名称や行い方、その運動に関連し
て高まる体力などを理解する。
各種目に応じたボールや道具の操作や
種目の特性に応じた動きなどによって
攻防することができる。
(思判表力)球技を通して攻防など自他
の課題を見つけ、解決のために教師や
仲間に相談したり質問することができ
る。
(学･人)体力の違いを理解し、自己の
役割を果たし、安全に気を付け仲間と
協力し取り組むことができる。

(知・技）各種目の技術や戦術の名称
とそれを身に付けるためのポイントを
理解している。
(思･判･表)種目に応じて自他の課題を
見つけ、その課題に応じ練習方法を選
択している。
(主学)球技の学習に積極的に取り組も
うとしている。練習の補助をしたり仲
間に助言したりして、学習の援助をし
ようとしている。

球技

・バレー

・バスケットボール

・バドミントン

・ソフトボール

・サッカー

・対人技能

・個人技能

・ゲーム

・審判法

2

(知及技）健康の考え方や健康課題に
ついて平均寿命や健康寿命の指標を通
して理解する。
(思判表力)健康の考え方や健康課題に
ついて自分の意見をまとめ説明するこ
とができる。
(学･人)自他の健康づくりに関心を持
ち、学んだことを発言・記述など学習
活動に意欲的に取り組むことができ
る。

(知・技）健康の考え方や課題につい
て理解している。
(思･判･表)自他の及び社会生活と関連
付けて健康の考え方や課題を発見して
いる。
(主学)健康の考え方や課題について関
心を持ち学習活動に意欲的に取り組も
うとしている。

・保健
「健康の成り立ちと考え
方」

・学習プリント
・Forms

15

(知及技）球技の特性や成り立ち、技
術の名称や行い方、その運動に関連し
て高まる体力などを理解する。
各種目に応じたボールや道具の操作や
種目の特性に応じた動きなどによって
攻防することができる。
(思判表力)球技を通して攻防など自他
の課題を見つけ、解決のために教師や
仲間に相談したり質問することができ
る。
(学･人)体力の違いを理解し、自己の
役割を果たし、安全に気を付け仲間と
協力し取り組むことができる。

(知・技）各種目の技術や戦術の名称
とそれを身に付けるためのポイントを
理解している。
(思･判･表)種目に応じて自他の課題を
見つけ、その課題に応じ練習方法を選
択している。
(主学)球技の学習に積極的に取り組も
うとしている。練習の補助をしたり仲
間に助言したりして、学習の援助をし
ようとしている。

球技

・バレー

・バスケットボール

・バドミントン

・ソフトボール

・サッカー

・対人技能

・個人技能

・ゲーム

・審判法

令和4年度

単位数

／配当時
数

児童生徒

4単位

100時間

1年6組（男子6名、女子4名）

2年6組（男子7名、女子3名）

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）各種運動の特性に応じた技能と個人生活及び社会生活における健康・安全について理解を深め、目的や状況に
応じた技 能を身につける。

　
(思判表力)各種の運動や健康・安全について自他や社会の課題を発見し、その解決に向けて仲間と思考し判断するととも

に、目的や状況に応じて他者に伝える力を養う。
　
(学･人)生涯にわたって継続して運動に親しむことや、健康の保持増進と体力の向上を目指し、明るく豊かで活力ある生

活を営む態度を養う。

1

学

期
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(知及技）陸上競技の特性、技術の名
称や行い方、関連して高まる体力など
について理解する。
短距離走では滑らかに早く走ること、
長距離走では自己に適したペースを維
持して走ることができる。
(思判表力)種目を通して自己の課題を
発見し、解決に向けて運動の取り組み
方を工夫し、自己の考えを他者に伝え
る事ができる。
(学･人)陸上競技に積極的に取り組
み、勝敗などを認めルールやマナーを
守ろうとする。分担した役割を果たそ
うとしたり、健康安全に気を配ってい
る。

(知・技）自己の記録に挑戦したり、
競走したりする楽しさや喜びを味わう
ことについて理解している。
自己にあったピッチとストライドで早
く走ることができる。
ペースを一定にして走ることができ
る。
(思･判･表)種目に応じて自他の課題を
見つけ、その課題に応じ練習方法を選
択している。
(主学)陸上競技に積極的に取り組もう
としている。勝敗などを認めルールや
マナーを守ろうとしている。

陸上競技

・短距離走

・長距離走

・スタンディングスタート

・クラウチングスタート

・100m走

・リレー

・持久走

2

(知及技）運動・食事・睡眠と健康に
ついて理解する。
適切な運動・食事・睡眠について個人
及び社会の取り組みついて理解する。
(思判表力)運動・食事・睡眠と健康に
ついて自分の意見をまとめ説明するこ
とができる。
(学･人)運動・食事・睡眠と健康の関
連について関心を持ち、学んだことを
発言・記述など学習活動に意欲的に取
り組むことができる。

(知・技）生活習慣病などのリスクを
軽減し予防するには，適切な運動，食
事，休養及び睡眠など，調和のとれた
健康的な生活を続けることが必要であ
ること，定期的な健康診断やがん検診
などを受診することが必要であること
について，理解したことを言ったり書
いたりしている。
(思･判･表)自他の及び社会生活と関連
付けて健康の考え方や課題を発見して
いる。
(主学)生活習慣病などの予防と回復に
ついて，健康に関わる原則や概念を基
に整理したり，個人及び社会生活と関
連付けたりして，自他や社会の課題を
発見している。

・保健
「食事と健康」
「運動・休養と健康」

・学習プリント
・Forms

11

(知及技）陸上競技の特性、技術の名
称や行い方、関連して高まる体力など
について理解する。
短距離走では滑らかに速く走ること、
長距離走では自己に適したペースを維
持して走ることができる。
(思判表力)種目を通して自己の課題を
発見し、解決に向けて運動の取り組み
方を工夫し、自己の考えを他者に伝え
る事ができる。
(学･人)陸上競技に積極的に取り組
み、勝敗などを認めルールやマナーを
守ろうとする。分担した役割を果たそ
うとしたり、健康安全に気を配ってい
る。

(知・技）自己の記録に挑戦したり、
競走したりする楽しさや喜びを味わう
ことについて言ったり、書き出したり
している。
自己にあったピッチとストライドで速
く走ることができる。
ペースを一定にして走ることができ
る。
(思･判･表)種目に応じて自他の課題を
見つけ、その課題に応じ練習方法を選
択している。
(主学)陸上競技に積極的に取り組もう
としている。勝敗などを認めルールや
マナーを守ろうとしている。

陸上競技

・短距離走

・長距離走

・スタンディングスタート

・クラウチングスタート

・100m走

・リレー

・持久走

17

(知及技）球技の特性や成り立ち、技
術の名称や行い方、その運動に関連し
て高まる体力などを理解する。
各種目に応じたボールや道具の操作や
種目の特性に応じた動きなどによって
攻防することができる。
(思判表力)球技を通して攻防など自他
の課題を見つけ、解決のために教師や
仲間に相談したり質問することができ
る。
(学･人)体力の違いを理解し、自己の
役割を果たし、安全に気を付け仲間と
協力し取り組むことができる。

(知・技）各種目の技術や戦術の名称
とそれを身に付けるためのポイントを
理解している。
(思･判･表)種目に応じて自他の課題を
見つけ、その課題に応じ練習方法を選
択している。
(主学)球技の学習に積極的に取り組も
うとしている。練習の補助をしたり仲
間に助言したりして、学習の援助をし
ようとしている。

球技

・バレー

・バスケットボール

・バドミントン

・ソフトボール

・サッカー

・対人技能

・個人技能

・ゲーム

・審判法

2

(知及技）思春期における心身の発達
や性的成熟について理解する。
自分の行動への責任感や異性の理解と
尊重の必要性について理解する。
(思判表力)思春期の心身の変化や行動
について自分の意見をまとめ説明する
ことができる。
(学･人)思春期や思春期の行動につい
て関心を持ち、学んだことを発言・記
述など学習活動に意欲的に取り組むこ
とができる。

(知・技）思春期における心身の発達
や性的成熟に伴う身体面，心理面，行
動面などの変化について，理解してい
る。
(思･判･表)思春期と健康について，習
得した知識を基に，心身の発達や性的
成熟に伴う健康課題を解決するため
に，性に関わる情報を適切に整理して
いる。
(主学)生涯の各段階における健康につ
いて，課題の解決に向けた学習に主体
的に取り組もうとしている。

・保健
「思春期と健康」

・学習プリント
・Forms

留意点

引継ぎ

等
100

3

学

期

２

学

期



　高学部　２年　体育　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

小濱　寿　大湾里奈

真栄城徳綱　竹本理人

和宇慶忠勝　宮城康史

嘉陽宗雄

なし

学

期

時

数
単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

1

(知及技）体育の目的を理解し施設や道

具の使用方法を身につける。

(思判表力)年間の見通しをたて気づいた

ことに質問したり相談したりできる。

(知・技）体育の目的や道具の使用法につ

いて理解している。

(思･判･表)体育的行事を理解、それに向

けてどのような活動が必要であるか発表

している。

オリエンテーション ・ICT教材を使用した授業の実施

・体育の年間計画について

・授業の進め方について

5

(知及技）体を動かす楽しさや心地よさ

を味わい、体の動かし方や方法を身に付

ける。

(思判表力)運動を通して自他の課題を見

つけ、解決のために教師や仲間に相談し

たり質問することができる。

(学･人)体力の違いを理解し、自己の役

割を果たし、安全に気を付け仲間と協力

し取り組むことができる。

(知・技）指示に対する体を動かし方を理

解している。種目に応じて体の動かして

いる。

(思･判･表)自他の課題を見つけ、その課

題に応じ練習方法を選択している。

(主学)運動の補助をしたり仲間に助言し

学習の援助しようとしている。

・集団行動

・新体力テスト

・集合、整列、方向転換、発声

・握力

・20mシャトルラン

・ハンドボール投げ

・記録用紙

8

(知及技）水に親しみ、自己の能力に応

じた泳ぎ方や泳法を身に付ける。

(思判表力)水泳を通して自他の課題を見

つけ、解決のために教師や仲間に相談し

たり質問することができる。

(学･人)泳力の違いを理解し、自己の役

割を果たし、安全に気を付け仲間と協力

し取り組むことができる。

(知・技）水泳の特性や自己の能力に応じ

た技能について理解している。自己の能

力に応じた泳法で泳ぐことができる。

(思･判･表)水泳を通して自己や他者の課

題を見つけ、目的や状況に応じて他者に

伝えている。

(主学)水泳を通してルールやマナーを守

り自己の役割を果たし仲間と協力しよう

としている。

・水泳 ・けのび

・バタ足

・クロール

・平泳ぎ

・泳力シート

17

(知及技）球技の特性や成り立ち、技術

の名称や行い方、その運動に関連して高

まる体力などを理解する。

各種目に応じたボールや道具の操作や種

目の特性に応じた動きなどによって攻防

することができる。

(思判表力)球技を通して攻防など自他の

課題を見つけ、解決のために教師や仲間

に相談したり質問することができる。

(学･人)体力の違いを理解し、自己の役

割を果たし、安全に気を付け仲間と協力

し取り組むことができる。

(知・技）各種目の技術や戦術の名称とそ

れを身に付けるためのポイントを理解し

ている。

(思･判･表)種目に応じて自他の課題を見

つけ、その課題に応じ練習方法を選択し

ている。

(主学)球技の学習に積極的に取り組もう

としている。練習の補助をしたり仲間に

助言したりして、学習の援助をしようと

している。

球技

・バレー

・バスケットボール

・バドミントン

・ソフトボール

・サッカー

・対人技能

・個人技能

・ゲーム

・審判法

2

(知及技）健康の考え方や健康課題につ

いて平均寿命や健康寿命の指標を通して

理解する。

(思判表力)健康の考え方や健康課題につ

いて自分の意見をまとめ説明することが

できる。

(学･人)自他の健康づくりに関心を持

ち、学んだことを発言・記述など学習活

動に意欲的に取り組むことができる。

(知・技）健康の考え方や課題について理

解している。

(思･判･表)自他の及び社会生活と関連付

けて健康の考え方や課題を発見してい

る。

(主学)健康の考え方や課題について関心

を持ち学習活動に意欲的に取り組もうと

している。

・保健

「健康の成り立ちと考え

方」

・学習プリント

・Forms

15

(知及技）球技の特性や成り立ち、技術

の名称や行い方、その運動に関連して高

まる体力などを理解する。

各種目に応じたボールや道具の操作や種

目の特性に応じた動きなどによって攻防

することができる。

(思判表力)球技を通して攻防など自他の

課題を見つけ、解決のために教師や仲間

に相談したり質問することができる。

(学･人)体力の違いを理解し、自己の役

割を果たし、安全に気を付け仲間と協力

し取り組むことができる。

(知・技）各種目の技術や戦術の名称とそ

れを身に付けるためのポイントを理解し

ている。

(思･判･表)種目に応じて自他の課題を見

つけ、その課題に応じ練習方法を選択し

ている。

(主学)球技の学習に積極的に取り組もう

としている。練習の補助をしたり仲間に

助言したりして、学習の援助をしようと

している。

球技

・バレー

・バスケットボール

・バドミントン

・ソフトボール

・サッカー

・対人技能

・個人技能

・ゲーム

・審判法

令和4年度

単位数

／配当時数
児童生徒

4単位

93時間
2年6組（男子7名、女子3名）

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等

評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）各種運動の特性に応じた技能と個人生活及び社会生活における健康・安全について理解を深め、目的や状況に応じた技
能を身につける。

　
(思判表力)各種の運動や健康・安全について自他や社会の課題を発見し、その解決に向けて仲間と思考し判断するとともに、目的

や状況に応じて他者に伝える力を養う。
　
(学･人)生涯にわたって継続して運動に親しむことや、健康の保持増進と体力の向上を目指し、明るく豊かで活力ある生活を営む態

度を養う。

1

学

期
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(知及技）陸上競技の特性、技術の名称

や行い方、関連して高まる体力などにつ

いて理解する。

短距離走では滑らかに早く走ること、長

距離走では自己に適したペースを維持し

て走ることができる。

(思判表力)種目を通して自己の課題を発

見し、解決に向けて運動の取り組み方を

工夫し、自己の考えを他者に伝える事が

できる。

(学･人)陸上競技に積極的に取り組み、

勝敗などを認めルールやマナーを守ろう

とする。分担した役割を果たそうとした

り、健康安全に気を配っている。

(知・技）自己の記録に挑戦したり、競走

したりする楽しさや喜びを味わうことに

ついて理解している。

自己にあったピッチとストライドで早く

走ることができる。

ペースを一定にして走ることができる。

(思･判･表)種目に応じて自他の課題を見

つけ、その課題に応じ練習方法を選択し

ている。

(主学)陸上競技に積極的に取り組もうと

している。勝敗などを認めルールやマ

ナーを守ろうとしている。

陸上競技

・短距離走

・長距離走

・スタンディングスタート

・クラウチングスタート

・100m走

・リレー

・持久走

2

(知及技）運動・食事・睡眠と健康につ

いて理解する。

適切な運動・食事・睡眠について個人及

び社会の取り組みついて理解する。

(思判表力)運動・食事・睡眠と健康につ

いて自分の意見をまとめ説明することが

できる。

(学･人)運動・食事・睡眠と健康の関連

について関心を持ち、学んだことを発

言・記述など学習活動に意欲的に取り組

むことができる。

(知・技）生活習慣病などのリスクを軽減

し予防するには，適切な運動，食事，休

養及び睡眠など，調和のとれた健康的な

生活を続けることが必要であること，定

期的な健康診断やがん検診などを受診す

ることが必要であることについて，理解

したことを言ったり書いたりしている。

(思･判･表)自他の及び社会生活と関連付

けて健康の考え方や課題を発見してい

る。

(主学)生活習慣病などの予防と回復につ

いて，健康に関わる原則や概念を基に整

理したり，個人及び社会生活と関連付け

・保健

「食事と健康」

「運動・休養と健康」

・学習プリント

・Forms

11

(知及技）陸上競技の特性、技術の名称

や行い方、関連して高まる体力などにつ

いて理解する。

短距離走では滑らかに速く走ること、長

距離走では自己に適したペースを維持し

て走ることができる。

(思判表力)種目を通して自己の課題を発

見し、解決に向けて運動の取り組み方を

工夫し、自己の考えを他者に伝える事が

できる。

(学･人)陸上競技に積極的に取り組み、

勝敗などを認めルールやマナーを守ろう

とする。分担した役割を果たそうとした

り、健康安全に気を配っている。

(知・技）自己の記録に挑戦したり、競走

したりする楽しさや喜びを味わうことに

ついて言ったり、書き出したりしてい

る。

自己にあったピッチとストライドで速く

走ることができる。

ペースを一定にして走ることができる。

(思･判･表)種目に応じて自他の課題を見

つけ、その課題に応じ練習方法を選択し

ている。

(主学)陸上競技に積極的に取り組もうと

している。勝敗などを認めルールやマ

ナーを守ろうとしている。

陸上競技

・短距離走

・長距離走

・スタンディングスタート

・クラウチングスタート

・100m走

・リレー

・持久走

17

(知及技）球技の特性や成り立ち、技術

の名称や行い方、その運動に関連して高

まる体力などを理解する。

各種目に応じたボールや道具の操作や種

目の特性に応じた動きなどによって攻防

することができる。

(思判表力)球技を通して攻防など自他の

課題を見つけ、解決のために教師や仲間

に相談したり質問することができる。

(学･人)体力の違いを理解し、自己の役

割を果たし、安全に気を付け仲間と協力

し取り組むことができる。

(知・技）各種目の技術や戦術の名称とそ

れを身に付けるためのポイントを理解し

ている。

(思･判･表)種目に応じて自他の課題を見

つけ、その課題に応じ練習方法を選択し

ている。

(主学)球技の学習に積極的に取り組もう

としている。練習の補助をしたり仲間に

助言したりして、学習の援助をしようと

している。

球技

・バレー

・バスケットボール

・バドミントン

・ソフトボール

・サッカー

・対人技能

・個人技能

・ゲーム

・審判法

2

(知及技）思春期における心身の発達や

性的成熟について理解する。

自分の行動への責任感や異性の理解と尊

重の必要性について理解する。

(思判表力)思春期の心身の変化や行動に

ついて自分の意見をまとめ説明すること

ができる。

(学･人)思春期や思春期の行動について

関心を持ち、学んだことを発言・記述な

ど学習活動に意欲的に取り組むことがで

(知・技）思春期における心身の発達や性

的成熟に伴う身体面，心理面，行動面な

どの変化について，理解している。

(思･判･表)思春期と健康について，習得

した知識を基に，心身の発達や性的成熟

に伴う健康課題を解決するために，性に

関わる情報を適切に整理している。

(主学)生涯の各段階における健康につい

て，課題の解決に向けた学習に主体的に

取り組もうとしている。

・保健

「思春期と健康」

・学習プリント

・Forms

留意

点

引継

100

3

学

期

２

学

期



　高学部　3年　体育　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

小濱　寿　大湾里奈

真栄城徳綱　竹本理人

和宇慶忠勝　宮城康史

嘉陽宗雄

なし

学

期

時

数
単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

1

(知及技）体育の目的を理解し施設や道

具を安全に使用する方法を身につける。

(思判表力)年間の見通しをたて気づいた

ことに質問したり相談したりできる。

(知・技）体育の目的や道具の安全な使用

法について理解している。

(思･判･表)体育的行事を理解、それに向

けてどのような活動が必要であるか発表

している。

オリエンテーション ・ICT教材を使用した授業の実施

・体育の年間計画について

・授業の進め方について

5

(知及技）運動を行う意味や、心と体の

関係に気づき運動を計画できるようにす

る。

(思判表力)運動を通して自他の課題を見

つけ、解決のために教師や仲間に相談し

たり質問することができる。

(学･人)１人１人の違いを理解し、互い

に助け合いながら、仲間と協力し取り組

むことができる。

(知・技）心と体の関係を理解し継続して

運動することについて理解している。

(思･判･表)自他の課題を見つけ、その課

題に応じ練習方法を選択している。

(主学)体つくり運道に自主的に取り組

み、仲間と協力して安全に取り組んでい

る。

体つくり運道

・集団行動

・新体力テスト

・集合、整列、方向転換、発声

・握力

・20mシャトルラン

・ハンドボール投げ

・記録用紙

8

(知及技）技術の名称や行い方を理解で

きる。クロールや平泳ぎの手と足の動

き、呼吸のバランスを保ち長く泳いだり

速く泳いだりできる。

(思判表力)泳法などの自己や仲間の課題

を発見し解決にむけ運動に取り組む事が

できる。

(学･人)１人１人の違いを理解し、互い

に助け合いながら、仲間と協力し安全に

取り組むことができる。

(知・技）クロールや平泳ぎで用いられる

技術の名称や効率的に泳ぐポイントを理

解している。手の動きや足のタイミング

に合わせ呼吸を行いかたやリラックスし

た泳ぎ方を理解している。

(思･判･表)自己や仲間の技術的な課題や

その課題解決に有効な練習方法を選択し

ている。

(主学)水泳に自主的に取り組み、仲間と

協力して安全に取り組んでいる。

・水泳 ・けのび

・バタ足

・クロール

・平泳ぎ

・泳力シート

17

(知及技）技術の名称や行い方、体力の

高め方運動観察の方法などを理解する。

各種目に応じて安定したボール操作や道

具の操作や種目の特性に応じた動きなど

によって攻防することができる。

(思判表力)球技を通して攻防など自己や

チームの課題を発見し解決にむけ運動に

取り組む事ができる。

(学･人)１人１人の違いを理解し、互い

に助け合いながら、フェアなプレイで仲

間と協力し安全に取り組むことができ

る。

(知・技）各種目の技術や戦術、作戦には

名称とそれを身に付けるためのポイント

を理解している。

(思･判･表）自己や仲間の技術的な課題や

その課題解決に有効な練習方法を選択し

ている。

(主学)球技に自主的に取り組み、仲間と

協力して安全に取り組んでいる。

球技

・バレー

・バスケットボール

・バドミントン

・ソフトボール

・サッカー

・対人技能

・個人技能

・ゲーム

・審判法

2

(知及技）健康の考え方や健康課題につ

いて平均寿命や健康寿命の指標を通して

理解する。

(思判表力)健康の考え方や健康課題につ

いて自分の意見をまとめ説明することが

できる。

(学･人)自他の健康づくりに関心を持

ち、学んだことを発言・記述など学習活

動に意欲的に取り組むことができる。

(知・技）健康の考え方や課題について理

解している。

(思･判･表)自他の及び社会生活と関連付

けて健康の考え方や課題を発見してい

る。

(主学)健康の考え方や課題について関心

を持ち学習活動に意欲的に取り組もうと

している。

・保健

「健康の成り立ちと考え

方」

・学習プリント

・Forms

15

(知及技）技術の名称や行い方、体力の

高め方運動観察の方法などを理解する。

各種目に応じて安定したボール操作や道

具の操作や種目の特性に応じた動きなど

によって攻防することができる。

(思判表力)球技を通して攻防など自己や

チームの課題を発見し解決にむけ運動に

取り組む事ができる。

(学･人)１人１人の違いを理解し、互い

に助け合いながら、フェアなプレイで仲

間と協力し安全に取り組むことができ

(知・技）各種目の技術や戦術、作戦には

名称とそれを身に付けるためのポイント

を理解している。

(思･判･表）自己や仲間の技術的な課題や

その課題解決に有効な練習方法を選択し

ている。

(主学)球技に自主的に取り組み、仲間と

協力して安全に取り組んでいる。

球技

・バレー

・バスケットボール

・バドミントン

・ソフトボール

・サッカー

・対人技能

・個人技能

・ゲーム

・審判法

令和4年度

単位数

／配当時数
児童生徒

4単位

90時間
3年6組（男子8名、女子2名）

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等

評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）各種運動の特性に応じた技能と個人生活及び社会生活における健康・安全について理解を深め、目的や状況に応じた技能
を身につける。

　
(思判表力)各種の運動や健康・安全について自他や社会の課題を発見し、その解決に向けて仲間と思考し判断するとともに、目的

や状況に応じて他者に伝える力を養う。
　
(学･人)生涯にわたって継続して運動に親しむことや、健康の保持増進と体力の向上を目指し、明るく豊かで活力ある生活を営む態

度を養う。

1

学

期



20

(知及技）技術の名称や行い方、体力の

高め方運動観察の方法などを理解する。

短距離走・リレーでは中間走へのつなぎ

を滑らかにして速く走ること、長距離走

では自己に適したペースを維持して走る

ことができる。

(思判表力)各種目を通して自己や仲間の

課題を発見し解決にむけ運動に取り組む

事ができる。

(学･人)１人１人の違いを理解し、勝敗

などを認め、互いに助け合いながら、

フェアなプレイで仲間と協力し安全に取

り組むことができる。

(知・技）各種目で用いられる技術の名称

や記録向上につながるポイントを理解し

ている。

スタートから中間走へのつなぎを意識し

て速く走ることができる。

一定のペースで長い距離を走ることがで

きる。

(思･判･表)自己や仲間の技術的な課題や

その課題解決に有効な練習方法を選択し

ている。

(主学)陸上競技に自主的に取り組み、勝

敗を認め、仲間と協力して安全に取り組

んでいる。

陸上競技

・短距離走

・長距離走

・スタンディングスタート

・クラウチングスタート

・100m走

・リレー

・持久走

2

(知及技）運動・食事・睡眠と健康につ

いて理解する。

適切な運動・食事・睡眠について個人及

び社会の取り組みついて理解する。

(思判表力)運動・食事・睡眠と健康につ

いて自分の意見をまとめ説明することが

できる。

(学･人)運動・食事・睡眠と健康の関連

について関心を持ち、学んだことを発

言・記述など学習活動に意欲的に取り組

むことができる。

(知・技）生活習慣病などのリスクを軽減

し予防するには，適切な運動，食事，休

養及び睡眠など，調和のとれた健康的な

生活を続けることが必要であること，定

期的な健康診断やがん検診などを受診す

ることが必要であることについて，理解

したことを言ったり書いたりしている。

(思･判･表)自他の及び社会生活と関連付

けて健康の考え方や課題を発見してい

る。

(主学)生活習慣病などの予防と回復につ

いて，健康に関わる原則や概念を基に整

理したり，個人及び社会生活と関連付け

たりして，自他や社会の課題を発見して

・保健

「食事と健康」

「運動・休養と健康」

・学習プリント

・Forms

11

(知及技）技術の名称や行い方、体力の

高め方運動観察の方法などを理解する。

短距離走・リレーでは中間走へのつなぎ

を滑らかにして速く走ること、長距離走

では自己に適したペースを維持して走る

ことができる。

(思判表力)各種目を通して自己や仲間の

課題を発見し解決にむけ運動に取り組む

事ができる。

(学･人)１人１人の違いを理解し、勝敗

などを認め、互いに助け合いながら、

フェアなプレイで仲間と協力し安全に取

り組むことができる。

(知・技）各種目で用いられる技術の名称

や記録向上につながるポイントを理解し

ている。

スタートから中間走へのつなぎを意識し

て速く走ることができる。

一定のペースで長い距離を走ることがで

きる。

(思･判･表)自己や仲間の技術的な課題や

その課題解決に有効な練習方法を選択し

ている。

(主学)陸上競技に自主的に取り組み、勝

敗を認め、仲間と協力して安全に取り組

んでいる。

陸上競技

・短距離走

・長距離走

・スタンディングスタート

・クラウチングスタート

・100m走

・リレー

・持久走

17

(知及技）技術の名称や行い方、体力の

高め方運動観察の方法などを理解する。

各種目に応じて安定したボール操作や道

具の操作や種目の特性に応じた動きなど

によって攻防することができる。

(思判表力)球技を通して攻防など自己や

チームの課題を発見し解決にむけ運動に

取り組む事ができる。

(学･人)１人１人の違いを理解し、互い

に助け合いながら、フェアなプレイで仲

間と協力し安全に取り組むことができ

る。

(知・技）各種目の技術や戦術、作戦には

名称とそれを身に付けるためのポイント

を理解している。

(思･判･表）自己や仲間の技術的な課題や

その課題解決に有効な練習方法を選択し

ている。

(主学)球技に自主的に取り組み、仲間と

協力して安全に取り組んでいる。

球技

・バレー

・バスケットボール

・バドミントン

・ソフトボール

・サッカー

・対人技能

・個人技能

・ゲーム

・審判法

2

(知及技）思春期における心身の発達や

性的成熟について理解する。

自分の行動への責任感や異性の理解と尊

重の必要性について理解する。

(思判表力)思春期の心身の変化や行動に

ついて自分の意見をまとめ説明すること

ができる。

(学･人)思春期や思春期の行動について

関心を持ち、学んだことを発言・記述な

ど学習活動に意欲的に取り組むことがで

きる。

(知・技）思春期における心身の発達や性

的成熟に伴う身体面，心理面，行動面な

どの変化について，理解している。

(思･判･表)思春期と健康について，習得

した知識を基に，心身の発達や性的成熟

に伴う健康課題を解決するために，性に

関わる情報を適切に整理している。

(主学)生涯の各段階における健康につい

て，課題の解決に向けた学習に主体的に

取り組もうとしている。

・保健

「思春期と健康」

・学習プリント

・Forms

留意

点

引継

100

3

学

期

２

学

期



高等部　１年　職業　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

真喜屋　頼子
慶田城　剛

　なし

学
期

時
数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

48

(知及技）
・社会人に必要な力について考え
る
・良い印象を与える表情・身だし
なみ・言葉遣いを習得する。
・基本的な書類の書き方を習得す
る。
(思判表力)
・場に応じた伝え方を工夫する。
(学･人)
・他者と関わり、協力しあいなが
ら作業を進める

(知及技）
・接客の基本とポイントを姿勢よ
く確認している。
・毎時間きちんと身だしなみを整
えている。
・ゆがみやかすれのないよう押印
できている。
・ていねいに書類を仕上げてい
る。
(思・判・表)
・場面に応じて意見を出し、課題
解決に向け工夫しようとしてい
る。
(主学)
・グループの中で主体的に課題に
取り組んでいる。
・積極的に他者と関わろうとして
いる。
・丁寧にプリントを記入し、ファ
イリングしている。

・オリエンテーション
・社会人に必要な力
・コミュニケーション力を
高める
・接客の基本
・印鑑を押そう
・書類の書き方

・接客の基本とポイントの確認
・身だしなみチェック
・表情と姿勢の確認
・プリント学習
・ペーパータワー（グループ）
・ものの形や色を言葉で伝える（ペア）
・笑顔の練習
・買い物学習（校外学習）
・押印の練習
・書類をていねいに書く練習
・単元ごとの確認テスト

２
学
期

52

(知及技）
・レジ接客の知識や方法を身に付
ける
・金銭の授受の方法を身に付ける
・喫茶サービスの手順を覚える
(思判表力)
・他者の前でその場に合った話し
方を身に付ける
・接客時に求められる役割を考
え、話し方や表情を工夫する
・喫茶サービスにおける安全や衛
生及び作業の効率について考え
る。
(学･人)
・他者と協力し、工夫しながら作
業を進める
・自分の課題を見つけ、改善を図
る

(知及技）
・接客用語を用いながらレジ接客
の対応ができている。
・確認しながら金銭の授受を行っ
ている。
(思・判・表)
・題に合った内容で、表情や声の
大きさに気を配りながらスピーチ
している。
・他者の話を聞きながらメモを
取っている。
(主学)
・喫茶サービスの手順の中で自分
の課題を見つけ、改善しようと工
夫している。
・他者のスピーチを姿勢よく聞い
ている。
・丁寧にプリントを記入し、ファ
イリングしている。

・レジ接客の基本
・スピーチの練習
・喫茶サービス
・重要なことをメモしよう

・接客用語を使った実践練習
・お金を数える
・レジの練習
・人前で自分のことを話す練習
・喫茶サービスに必要な言葉と動きの習得
・必要なことについてすばやくメモを取る練習
・単元ごとの確認テスト

３
学
期

38

(知及技）
・電話応対の知識や方法を習得す
る。
・商品に合ったPOP作成の技能を習
得する。
・梱包技術を身に付ける
(思判表力)
・社会人に求められる電話応対の
技術を身に付ける。
・相手にわかりやすく伝わる表現
方法を工夫する。
(学･人)
・自分の課題を見つけ、改善を図
る

(知及技）
・言葉遣いを確認しながら電話の
応対を行っている。
・必要な情報を取り入れた効果的
なPOP作成に取り組んでいる。
・ていねいに商品を扱い、梱包し
ている。
(思・判・表)
・ゲーム内容をわかりやすく他者
に説明し、進行している。
・文字の形や大きさ、色使いを工
夫しながらPOPを作成している。
(主学)
・主体的に課題に取り組んでい
る。
・他者のスピーチを姿勢よく聞い
ている。
・丁寧にプリントを記入し、ファ
イリングしている。

・電話の応対
・POPを描く
・他者に必要なことを伝え
る
・商品の梱包

・電話応対の練習（ペア）
・客の関心を引き寄せる魅力的なPOP作り
・ゲーム手順を他者にわかりやすく説明し、進行
する。
・グループ学習
・箱の梱包
・単元ごとの確認テスト

令和４年度

単位数
／配当時

数
児童生徒

2単位／
138時間

１学年　10名
（高等部１段階）

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）職業に関する事柄について理解するとともに、将来の職業生活に係る技能を身に付けるようにする。

(思判表力)将来の職業生活を見据え、必要な事柄を見いだして課題を設定し、解決策を考え、実践を評価し、表現する力を養う。

(学･人)よりよい将来の職業生活の実現や地域社会への参画に向けて、生活を工夫しようとする実践的な態度を養う。

留意点
引継ぎ等

・接客の基本用語、ポイント、身だしなみチェックは毎時間実施する。
・単元ごとに確認テストを実施し、評価に加える。
・グループ学習は課題達成の結果ではなく、協力して取り組む姿勢や他者との関わり方を重視して評価する。
・配当時数にはスキルアップタイムの時数を含む。



目標

学期

(時数)
月 単元名 単元の目標 学習内容 教材・教具等 備考（配慮事項、教材・教具等）

(44)

４  接遇演習②

５  POP作成

・販売物

(50)

７　電話応対 ・電話

・メモ用紙

・包装紙

(39)
・リボン

総授業時数　133時間　（スキルアップタイムの時数を含む）

・POPの効果を確認し、価格や売り出し期間など重要な情

報は目立つように作成させる。

  職業人としての基本的な心構えを持ち、それに即した適切な行動ができるとともに、就労する際に必要となる事務・販売・物流に関する基礎的知識の習得を目指す。

年間指導計画　　　　第２学年　　　職業　　　　週時数：２時間　　　　　担当者　坂元　梨奈子 ・  慶田城 剛

４

～

７

月

９

～

１

２

月

１

～

３

月
・ラッピングをお願いするお客様や、もらう人の気持ちを

考え、丁寧に包装できるようにする。

・お世話になった先生方を校内カフェに招待し、おもてな

しをする。

・生産から販売までの流れを

理解する。

・電話を自分でかけることが

でき、かかってきた電話に、

怖がらずに適切な応対ができ

る。

・販売する商品、数、値段などを話し合い

計画する。

２

学

期
・簡単なPOPを作成すること

ができる。

・文字や数字の書き方、伝える情報やレイ

アウトに気をつけ、作成する。

６　接客の実践学

習（即売会）

・デジカメ

・ちらし

・マジック

(1)面接のポイント

(2)自己紹介の仕方

(3)入室時のマナー

・ 面接の仕方を学び、実習前

面接で実践できる。

(1)電話のかけ方

(2)電話応対の基本用語と使い方

(3)取り次ぎ方（不在）

８ ラッピング

９　反省

・簡単なラッピングができ

る。

・１年間の振り返りができ

る。。

(1)ラッピングの意義

(2)キャラメル包みや合わせ包み

(1)校内でカフェ実演

・ワーク

シート

・ワーク

シート

３

学

期

・即売会での販売に積極的に取り組めるようにする。

・メモを書くポイントと電話対応の基本用語が使えるよう

にする。

・敬語、謙譲語はできなくても、丁寧語で対応できるよう

にする。

１

学

期

１  接客業の

　　　　心構え

２　接遇演習①

・接客に携わるときに、心構

えや身だしなみ、適切な言葉

遣いや態度が必要であること

を理解し、実践できる。

・サービス業での接客につい

て理解し、場面に応じた適切

な接客応対ができる。

(1) １学年での学習内容の復習

(2) 身だしなみについて

(3) 接客のポイント

(4) 基本的な接客用語と態度

(1)資料綴りでの仕事の流れ

(2)接客用語

(3)注文の取り方やサービスの提供

(4)お客様への応答

・普段から身だしなみに気をつける習慣をつけさせる。

・普段の生活にも言葉遣いや人に接する態度が大切なこと

を確認させる。

※「身だしなみ」「接客のポイント」は、年間を通して継

続して学習する。

・練習を通して接客の仕事を疑似体験させる。

・来店前や、サービスを提供した後も定位置に立ち、待ち

の姿勢に気をつけることを確認させる。

3　面接の仕方

・ワーク

シート

・チェック

表

・接客のポ

イント

・鏡

・ビデオ

・カメラ

・面接で大切なことは、身なりや言葉遣いであることを知

る。

・面接を受けるときの態度などを知る。

・スーパーやコンビニなどで

接客について理解し、場面に

応じた適切な接客応対ができ

る。

(1)品出しをしている時の接客

(2)苦情時の接客

・練習を通して接客の仕事を疑似体験させる。

・作業中でもお客様に挨拶や応対が必要なことを理解させ

る。



目標

学期

(時数)
月 単元名 単元の目標 学習内容 教材・教具等 備考（配慮事項、教材・教具等）

48

４  接遇演習

５  履歴書作成

・販売物

52

・電話

・メモ用紙

31

年間指導計画　　　　第３学年　　　職業　　　　週時数：２時間　　　　　担当者　　慶田城 剛・坂元梨奈子

  職業人としての基本的な心構えを持ち、それに即した適切な行動ができるとともに、就労する際に必要となる事務・販売・物流に関する基礎的知識の習得を目指す。

１

学

期

４

～

７

月

１　接客業の

　　　　心構え

２　求職登録作成

・接客に携わるときに、心構

えや身だしなみ、適切な言葉

遣いや態度が必要であること

を理解し、実践できる。

・就職に向けて求職登録の

書き方を理解する。

(1) ２学年での学習内容の復習

(2) 身だしなみについて

(3) 接客のポイント

(4) 基本的な接客用語と態度

(5)お茶やコーヒーのいれ方

・文字や数字の書き方、希望職種など

伝える情報をしっかり書く。

・ワーク

シート

・チェック

表

・接客のポ

イント

・鏡

・ビデオ

・カメラ

・登録用紙

・普段から身だしなみに気をつける習慣をつけさせる。

・普段の生活にも言葉遣いや人に接する態度が大切なこと

を確認させる。

・オシャレと身だしなみの違いを示し、その場にふさわし

い服装について考える。

・練習を通して接客の仕事を疑似体験させる。

・作業中でもお客様に挨拶や応対が必要なことを理解させ

る。

・求職登録の意味を理解し、自分が活かせる仕事など

重要な情報を伝えるように作成する。
3　面接の仕方 ・ワーク

シート

２

学

期

９

～

１

２

月

・スーパーやコンビニなどで

接客について理解し、場面に

応じた適切な接客応対ができ

る。

(1) 他の職員への引き継ぎなど

(2) 苦情時の接客演習

・ワーク

シート

・就職に向けて履歴書の

　書き方を理解する。

６　接客の実践学

習（即売会）

・生産から販売までの流れを

理解する。

・販売する商品、数、値段などを話し合

い計画する。

総授業時数　131時間 （スキルアップタイムの時数を含む）

７　電話応対 (1)電話のかけ方

(2)電話応対の基本用語と使い方

(3)取り次ぎ方（不在）

３

学

期

１

～

２

月

８ 職業人としての

心得

９　反省

・電話を自分でかけることが

でき、かかってきた電話に、

怖がらずに適切な応対ができ

る。
・３年間のまとめとしてこれ

までの学習を振り返る。

(1) 挨拶

(2) 報・連・相等

(3) 校内でカフェ実演

・メモを書くポイントと電話対応の基本用語が使えるよう

にする。

・敬語、謙譲語はできなくても、丁寧語で対応できるよう

にする。
・プリント

綴り

・明るい笑顔と元気のよい大きな声で挨拶することの大切

さを再認識する。

・お世話になった先生方を校内カフェに招待し、おもてな

しをする。
※「身だしなみ」「接客の基本用語」「接客のポイント」は、年間を通して継続して学習する。

・即売会での販売に積極的に取り組めるようにする。

・ 面接の仕方を学び、実習前

面接で実践できる。

(1)面接のポイント

(2)自己紹介の仕方

(3)入室時のマナー

・面接で大切なことは、身なりや言葉遣いであることを知

る。

・面接を受けるときの態度などを知る。

・文字や数字の書き方、伝える情報を

　しっかり書く。

・履歴書

　用紙

・履歴書の意味を確認し、自分の生い立ちやアピールでき

ることなど重要な情報を伝えるように作成させる。

・練習を通して接客の仕事を疑似体験させる。

・作業中でもお客様に挨拶や応対が必要なことを理解させ

る。



　高学部　１年　家庭　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

坂元梨奈子・真栄城徳綱 くらしに役立つ家庭

学

期

時

数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

2

(知及技）家庭科を学ぶ意義を知る。

(思判表力)年間の見通しを立てる。

(知・技）家庭科を学ぶ意義を知る。 ・オリエンテーション ・家庭科を学ぶ意義について

・家庭科の授業年間計画について

・授業の進め方について

4

(知及技）衣服と社会生活との関わりが分

かり，目的に応じた着用，個性を生かす

着用及び衣服の適切な選択について理解

する。

(思判表力)衣服の選択について考え，工

夫する。

(知・技)衣服の役割を理解することができ

る。

(思･判･表)ＴＰＯにあった衣服を選択でき

る。

・衣服の役割

・衣服の選び方

・衣服の役割について

・ＴＰＯにあった衣服の選び方につ

いて

・ワークシート

・まとめプリント

（iPad・動画、PowerPoint）

18

(知及技）目的に応じた縫い方及び用具の

安全な取扱いについて理解し，適切にで

きる。

(思判表力)目的に応じた縫い方について

考え，工夫する。

(学･人)自分のサイズに合ったエプロンを

完成させる。

(知・技)基礎的な手縫いとミシン縫いを身

につける。

(思･判･表)目的に応じた縫い方について考

え，工夫する。

(主学)エプロンを完成することができる。

・裁縫用具の名称と使い方

・手縫いの基礎

・ミシンの使用方法

・被服製作

・裁縫道具について

・手縫いの基礎

　玉結び・玉止め・並縫い・返し縫

　い・まつり縫い・ボタン付け

・ミシンの使用方法について

・エプロン製作

・まとめプリント

（iPad・動画、PowerPoint）

4

(知及技）衣服の材料や状態に応じた日常

着の手入れについて理解する。

(思判表力)衣服の材料や状態に応じた日

常着の手入れについて工夫する。

(知・技)生地の特徴や取り扱い絵表示を理

解できる。

(思･判･表)

日常着や靴などの適切な手入れの仕方を考

え、実践することができる。

・衣服の手入れ ・取り扱い絵表示について

・洗剤の種類と使い方について

・洗濯実習

・ワークシート

・まとめプリント

（iPad・動画、PowerPoint）

4

(知及技）生活の中で食事が果たす役割と

栄養素の種類と働きについて理解する。

(思判表力)自分に必要な栄養素の種類と

働きを知り、食習慣について考える。

(知・技)食事が果たす役割と栄養素の種類

と働きを知る。

(思･判･表)自分に必要な栄養素の種類と働

きを知り、食習慣を見直すことができる。

・食事の役割

・五大栄養素

・食事が果たす役割について

・栄養素の種類と働きについて

・健康に良い食習慣について

・ワークシート

・まとめプリント

（iPad・動画、PowerPoint）

18

(知及技）日常生活と関連付け，用途に応

じた食品の選択，食品や調理用具等の安

全と衛生に留意した管理，材料に適した

加熱調理の仕方について知り，基礎的な

日常食の調理ができる。

(思判表力）基礎的な日常食の調理につい

て，食品の選択や調理の仕方，調理計画

を考え，表現する。

(学･人)仲間と協力して調理実習する。

(知・技)調理の基礎的な知識や技術を身に

つける。

(思･判･表)安全と衛生に気をつけた調理計

画を考えることができる。

(主学)仲間と協力して最後まで実習に取り

組むことができる。

・調理用具の名称・使い方

・食品衛生

・調理実習の心構え

・日常の調理

・調理用具の使い方

・食品衛生

・調理実習（簡単な日常の調理）

  和食・洋食・中華・沖縄料理・

　お菓子

・ワークシート

・まとめプリント

（iPad・動画、PowerPoint）

5

(知及技）自分の成長と家族や家庭生活の

関わりが分かり，家庭生活が家族の協力

によって営まれていることを理解する。

(思判表力)自立するために必要なことを

知り、考えることができる。

(知・技)家族や家庭の機能を知り、自分の

在り方を考えることができる。

(思判表力)自立するために必要なことを理

解することができた。

・家庭と家族の生活につい
て
・自立に向けて

・家庭と家族の生活について

・自立に向けて

・ワークシート

・まとめプリント

（iPad・動画、PowerPoint）

14

(知及技）日常生活と関連付け，用途に応

じた食品の選択，食品や調理用具等

の安全と衛生に留意した管理，材料に適

した加熱調理の仕方について知り，基礎

的な日常食の調理ができる。

(思判表力）基礎的な日常食の調理につい

て，食品の選択や調理の仕方，調理計

画を考え，表現する。

(学･人)仲間と協力して調理実習する。

(知・技)調理の基礎的な知識や技術を身に

つける。

(思･判･表)安全と衛生に気をつけた調理計

画を考えることができる。

(主学)仲間と協力して最後まで実習に取り

組むことができる。

・調理用具の名称・使い方

・食品衛生

・調理実習の心構え

・日常の調理

・調理実習（簡単な日常の調理）

  和食・洋食・中華・沖縄料理・

　お菓子

・ワークシート

・まとめプリント

（iPad・動画、PowerPoint）

令和4年度

単位数

／配当時数
児童生徒

2単位

69時間
1年6組（男子6名、女子4名）

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等

評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）家族・家庭の機能について理解を深め、生活の自立に必要な家族・家庭、衣食住、消費や環境等についての基礎的な理解を図るとともに、それ

らに係る技能を身につけようとする。

　

(思判表力)家族や地域における生活の中から問題を見いだして課題を設定し、解決策を考え、実践を評価・改善し、考えたことを表現するなど、課題を

解決する力を養う。

　

(学･人)家族や地域の人々との関わりを通して、よりよい生活の実現に向けて、生活を工夫し考えようとする実践的な態度を養う。

1

学

期

２

学

期

留意点

引継ぎ等

３

学

期



学期
月

時数
単元・題材 単元目標 指導内容 教材・教具等 基礎的・基本的事項 評価

2
オリエンテーション

調理実習の心構え

学習内容がわかる。

衛生面に注意し、調理器具を

安全に使用する。

(１)授業の目的と学習内容

(２)調理器具の取扱いと保管
プリント

・実習を伴う学習が主であることがわかり、実習す

　る際の態度、注意事項を言うことができる。

・衛生的に調理することの必要性を知り、調理器具

　を適切に使うことができる。

2 食物と栄養
栄養素の種類と働きがわか

る。

(１)食品に含まれる栄養素

(２)栄養素の働き
プリント

・食品に含まれている栄養素がわかる。

・栄養素の種類と働きを関連付けることができる。

14 日常食の調理

調理実習を通して、調理の基

礎的・基本的な技術を身につ

け、日常食を作る。

(１) マドレーヌ

(１) 魚のホイル焼き、沖縄風味噌汁

(２) 親子丼、すまし汁

(３) ミートソースパスタ、サラダ

(４) 麻婆豆腐、粟米湯

(５) 豚の生姜焼き、味噌汁

(６) チキンのクリーム煮、コンソメスープ

(７) クリスマスケーキ

材料、調味料

調理器具

プリント（レシピ・

感想用紙）

・調理の際の身支度ができる。

・共同作業を通して、責任感を持ち協力して実習す

　ることができる。

・切る、炊く、ゆでる、煮る、焼く、炒める等、一

　年生の調理実習を基礎として、簡単な郷土料理や

　肉・魚の調理ができる。

2 まとめ 一学期を振り返る。 小テスト・解答・プリント・発表 プリント ・1学期を振り返り、2学期へつなげる。

2 被服実習の心得
被服実習の心構えについて知

る。

(１)態度

(２)安全・整理整頓

プリント

裁縫用具

・安全に気をつけ、集中して作業ができる。

・用具類を所定の場所に収納できる。

2
被服の基礎
（一年生の復習）

ミシンの直線縫いができる。
(１)ミシンの基礎縫い

(２)直線縫い

から縫い用紙

家庭用ミシン

・基礎操作を理解し、直線縫いの仕方がわかる。

・印通りに縫うことができる。

13 被服の製作
ミシンを使ってエプロンを製

作する。

(１)エプロンの製作

①しるしづけ　②裁断　③本縫い

④仕上げ　⑤展示・評価

実物見本

裁ちばさみ

ミシン、アイロン

評価用紙

・製作作業の工程がわかる。

・裁ちばさみを使い、しるし通りに裁断できる。

・布を重ねてしるし通りに縫うことができる。

・アイロンを安全に扱い、仕上げる事ができる。

4 食品の安全 食品添加物について知る。 (1) 無果汁清涼飲料づくり（実験）
材料、調理器具

プリント

・食品添加物について知る。

・無果汁清涼飲料水が添加物で作られていることを

　知る。

2 まとめ 二学期を振り返る。 テスト・プリント プリント ・2学期を振り返り、3学期へつなげる。

7
家庭と家族の生活に

ついて

家族や家庭の役割について知

る

(１)家族や家庭の役割について知る。

(２)自立した生活

(３)男女共同参画社会

プリント、ビデオ

・家族や家庭の機能を知り、自分の在り方を考える

　ことができる。

・自立するために必要なことを知ることができる。

7 家庭生活と消費
収入と支出について知り、お

金の使い方を考える。

(１) 家庭の収入と支出

(２) 物資の洗濯と購入

(３) 買い物と金銭の使い方

ビデオ、家計簿

カード類の見本

・家庭の収入と支出の意味がわかり、無駄遣いをし

　ないで預金することの必要性がわかる。

・クレジットカード、通信販売等でよく判断して利

　用することの重要性が指摘できる。

7 まとめ 一年を振り返る テスト、プリント、発表、作品提出 プリント

・２年生を振り返り、３年生へつなげる。

・日常に活かせるよう、振り返り、評価・反省がで

　きる。

総時数 64

三

学

期

(21)

※必要に応じて校外学習を計画し実施する（材料の購入、市場の見学、製作品の販売等）

　　　　　　　年間指導計画　第2学年　「家庭」週時週（2時間）　　　　　　　担当者：坂元梨奈子・真栄城徳綱

目標：明るく豊かな家庭生活を営む上で必要な能力を高め、実践的な態度を育てる。

一

学

期

(20)

二

学

期

(23)



学期
月

時数
単元・題材 単元目標 指導内容 教材・教具等 基礎的・基本的事項 評価

2
オリエンテーション 学習内容がわかる。 (１)授業の目的と学習内容

プリント

・実習を伴う学習が主であることがわかり、実習す

　る際の態度、注意事項を言うことができる。

8 家庭生活と消費
収入と支出について知り、お

金の使い方を考える。

(１) 家庭の収入と支出

(２) 物資の洗濯と購入

(３) 買い物と金銭の使い方

ビデオ、家計簿

カード類の見本

・家庭の収入と支出の意味がわかり、無駄遣いをし

　ないで預金することの必要性がわかる。

・クレジットカード、通信販売等でよく判断して利

　用することの重要性が指摘できる。

2 調理実習の心構え
衛生面に注意し、調理器具を

安全に使用する。
(１)調理器具の取扱いと保管 プリント

・衛生的に調理することの必要性を知り、調理器具

　を適切に使うことができる。

4 お弁当作りの基礎
バランスの良いお弁当を考え

る。
(１)バランスの良いお弁当の献立

プリント

レシピ本

・主食に赤・緑・黄色の主菜・副菜（肉・魚・野菜

　等）をバランスよく考えることができる。

6 日常食の調理

調理実習を通して、調理の基

礎的・基本的な技術を身につ

け、日常食を作る。

(１)弁当作り

※1、2年の学習を応用する。

(２)お菓子

材料、調味料

調理器具

プリント（レシピ・

感想用紙）

・調理の際の身支度ができる。

・共同作業を通して、責任感を持ち協力して実習す

　ることができる。

・切る、炊く、ゆでる、煮る、焼く、炒める等、一

　二年生の調理実習を基礎として、お弁当作りに取

　り組むことができる。
2 まとめ 一学期を振り返る。 小テスト・解答・プリント・発表 プリント ・1学期を振り返り、2学期へつなげる。

2 被服実習の心得
被服実習の心構えについて知

る。

(１)態度

(２)安全・整理整頓

プリント

裁縫用具

・安全に気をつけ、集中して作業ができる。

・用具類を所定の場所に収納できる。

14 バックの製作
ミシンを使ってバックを製作

する。

(１)バックの製作

①袋の構成　②裁断　③本縫い

④仕上げ　⑤展示・評価

実物見本

裁ちばさみ

ミシン、アイロン

評価用紙

・製作作業の工程がわかる。

・裁ちばさみを使い、しるし通りに裁断できる。

・布を重ねてしるし通りに縫うことができる。

・アイロンを安全に扱い、仕上げる事ができる。

2 思春期の健康 思春期の男女の特徴を知る。
(１) 思春期の健康

(２) 男性と女性の身体的特徴

ビデオ

プリント

・思春期の生活と健康が結婚や保育の出発点になる

　ことを知り、男女の心身の違いを理解する。

2 結婚と妊娠、分娩
結婚の意義がわかり、妊娠中

に気をつけることを知る。

(１) 結婚の意義

(２) 妊娠と分娩

　①胎児の成長　②妊婦体験

プリント

胎児模型

妊婦体験用教具

母子手帳

・結婚とは経済的・精神的に安定し、互いが責任を

　持って共に協力し生活していくことを理解する。

・胎児の成長を知り、妊婦体験を通して日常生活で

　の動作の違いを理解する。

4 乳幼児の保育
乳幼児の心身の発達や食生

活、衣生活について知る

(１) 心身の発達・抱っこ体験

(２) 乳幼児の衣食住について

　・離乳食、おやつ作り

　・おむつ交換

プリント

乳児人形、哺乳瓶、

粉ミルク

離乳食、おむつ

衣服

・身体的発達と生理的特徴を考えて、乳幼児に関心

　を持つことができる。

・栄養の特徴と食事の与え方がわかる。

・乳幼児の衣類の特徴に気づくことができる。

・布・紙おむつのあて方がわかる。

2 まとめ 一学期を振り返る。 小テスト・解答・プリント・発表 プリント ・２学期を振り返り、３学期へつなげる。

13 日常食の調理
調理実習を通して、調理の基

礎的・基本的な技術を身につ

け、日常食を作る。

(１)弁当作り

※1、2年の学習を応用する。

(２)お菓子

材料、調味料

調理器具

プリント（レシピ・

感想用紙）

・調理の際の身支度ができる。

・共同作業を通して、責任感を持ち協力して実習す

　ることができる。

・切る、炊く、ゆでる、煮る、焼く、炒める等、一

　二年生の調理実習を基礎として、お弁当作りに取

　り組むことができる。

3 まとめ 一年の学習を振り返る 小テスト・解答・プリント・作品提出 プリント 3年間の学習を振り返り、評価と反省ができる。

総時数 66 総授業時数　66　時間　　※必要に応じて校外学習を計画し実施する（材料の購入、市場の見学、製作品の販売等）

　　　　　　　年間指導計画　第３学年　「家庭」週時週（2時間）　　　　　　　担当者：坂元梨奈子・真栄城徳綱

目標：明るく豊かな家庭生活を営む上で必要な能力を高め、実践的な態度を育てる。

一

学

期

(24)

二

学

期

(26)

三

学

期

(16)



　高等部　１年   外国語　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

大湾　里奈 なし

学

期

時

数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

1

学

期

12

（知及技）

・英語の音声及び簡単な語句や基本

的な表現などについて、日本語との

違いに気付く。

・簡単な語句や基本的な表現などが

表す内容を知り、それらを使うこと

で用件が相手に伝わることに気付

く。

（思判表力）

・身近で簡単な事柄について、伝え

ようとする内容を整理したうえで簡

単な語句や基本的な表現などを用い

て伝え合う。

・身近で簡単な事柄について、音声

で十分に慣れ親しんだ簡単な語彙な

どが表す事柄を想像しながら読んだ

り、書いたりする。

（学・人）

・英語を通して他者とのコミュニ

ケーションを図ることの必要性や楽

しさを味わう。

（知・技）（思・判・表）

・英語で時刻をたずねる表現や生活

を表す表現に慣れ親しむことができ

る。

・乗り物に関する語句を知り、英語

表現を使って移動手段を説明するこ

とができる。

・建物・場所を表す語句を知り、英

語表現を使って道を聞いたり、道案

内したりすることができる。

・行きたい国ついてたずねたり答え

たりする表現に慣れ親しむことがで

きる。

（主学）

・既存の外国語を用いてコミュニ

ケーションを図ろうとしている。

・世界の国々の生活について知ろう

としている。

・私の一日

・通学

・道案内

・行きたい国

・時刻の表し方

「What time do you get up?」

・交通手段の名称

「How do you go to school?

 - I go to school by bus.」

・建物・場所を表すことば

「Go straight.Turn right.」

・国名

「I want to go to Italy.」

・学習プリントに沿って学習する

・適宜、CDなど音声教材や視聴覚教材を利用して学

習する

・単語テストの実施

２

学

期

13

（知及技）

・英語の音声及び簡単な語句や基本

的な表現などについて、日本語との

違いに気付く。

・簡単な語句や基本的な表現などが

表す内容を知り、それらを使うこと

で用件が相手に伝わることに気付

く。

（思判表力）

・身近で簡単な事柄について、伝え

ようとする内容を整理したうえで簡

単な語句や基本的な表現などを用い

て伝え合う。

・身近で簡単な事柄について、音声

で十分に慣れ親しんだ簡単な語彙な

どが表す事柄を想像しながら読んだ

り、書いたりする。

（学・人）

・英語を通して他者とのコミュニ

ケーションを図ることの必要性や楽

しさを味わう。

（知・技）（思・判・表）

・動詞の過去形を用いて、夏休みの

できごとを説明することができる。

・外国の季節の行事について知り、

自国の文化との違いに気付き、外国

の文化・風習に対する理解を深よう

としている。

・病気や体の状態を表す語句を知

り、体調を伝える表現を用いて相手

に伝えることができる。

（主学）

・既存の外国語を用いてコミュニ

ケーションを図ろうとしている。

・外国の季節の行事について知り、

自国の文化との違いに気付き、外国

の文化・風習に対する理解を深めよ

うとしている。

・夏休み中のできごと

・オータムフェスティバル

・体調を伝えよう

・ホリデイシーズン

・夏休み中のできごと

「I went to beach.」

・オータムフェスティバル

・ハロウィーン

・感謝祭

・病気や体の体調を表すことば

「What's the matter?

　　 -I have a headache.」

・クリスマスカードづくり

・外国の年末年始の過ごし方

・学習プリントに沿って学習する

・適宜、CDなど音声教材や視聴覚教材を利用して学

習する

・単語テストの実施

３

学

期

10

（知及技）

・英語の音声及び簡単な語句や基本

的な表現などについて、日本語との

違いに気付く。

・簡単な語句や基本的な表現などが

表す内容を知り、それらを使うこと

で要件が相手に伝わることに気付

く。

（思判表力）

・身近で簡単な事柄について、伝え

ようとする内容を整理したうえで簡

単な語句や基本的な表現などを用い

て伝え合う。

・身近で簡単な事柄について、音声

で十分に慣れ親しんだ簡単な語彙な

どが表す事柄を想像しながら読んだ

り、書いたりする。

（学・人）

・英語を通して他者とのコミュニ

ケーションを図ることの必要性や楽

しさを味わう。

（知・技）（思・判・表）

・新年や冬に関する語句・表現に慣

れ親しもうとしている。

・外国と自国の文化との違いに気付

き、外国の文化・風習に対する理解

を深めようとしている。

・自分の夢について考え、卒業後に

やりたいことを表現することができ

る。

・感謝の気持ちを表す英語表現に慣

れ親しもうとしている。

・基本的な英語の手紙の書き方を理

解することができる。

（主学）

・学習した語句や表現を復習し、そ

れを使って外国語でコミュニケー

ションを図ろうとしている。

・ハッピーニューイヤー

・私の夢

・Thank you, teachers!
 ・１年のまとめ

・新年のあいさつ、外国の新年

・新年の抱負

「I want to drive a car.」

・感謝の気持ちを伝える表現

・基本的な英文レターの書き方

・既習語句･表現のふりかえり

・学習プリントに沿って学習する

・適宜、CDなど音声教材や視聴覚教材を利用して学

習する

・単語テストの実施

留意点

引継ぎ等

・授業開始時に、毎回聞き取りと書き取りの単語テストを行い、リスニングおよび語彙力の向上を図る。

令和４年度

単位数

／配当時
数

児童生徒

1単位

35時間
1年6組（男子6名　女子4名）

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等
評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）

　外国語の音声や文字、語彙、表現、言語の働きなどについて、日本語と外国語との違いに気付くとともに、読むこと、書くことに慣れ親しみ、聞くこと、

読むこと、話すこと、書くことによる実際のコミュニケーションにおいて活用できる基礎的な技能を身に付けるようにする。

(思判表力)

　コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、身近で簡単な事柄について、聞いたり話したりするとともに、音声で十分に慣れ親しんだ外国

語の語彙などが表す事柄を創造しながら読んだり書いたりして、自分の考えや気持ちなどを伝え合うことができる基礎的な力を養う。

(学･人)

 外国語の背景にある文化に対する理解を深め、他者に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度を養う。



目標　　日本語と外国語との違いに気づくとともに、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度を養う。
学期 月 単元・題材 単元目標 指導内容 教材・教具等 配慮事項

英語であいさつ
Hello!

・Nice to meet you.
・Where are you from?

挨拶の定型文を学び、外国語を用いた会話の
基礎を理解する。

視聴覚教材　エイゴビート２（NHK　for
schoolより）
視聴時間　3'46

　前半は授業者が生徒に質問する。慣れてきた生
徒は、職員に質問することにより外国語の活用場
面を増やす。

アルファベットを書
こう！

大文字A～Zの学習
小文字ａ～ｚの学習

アルファベットの点つなぎで楽しく学習す
る。

ちびむすドリル イラストをイメージさせることで完成をサポート
する。

いろいろなあいさつ
Good　morning！

・Good　morning！
・Good　evening！

時間に応じた挨拶を学び、外国語を用いた会
話の基礎を理解する。

視聴覚教材　エイゴビート２（NHK　for
schoolより）
視聴時間　4'14

時間の場面設定を行い、場面に応じた挨拶練習を
行う。

How　are　you？
気分はどう？

・happy
・hungry
・awesome
・impressed

気分や体調をジェスチャーを外国語とジェス
チャーを用いて表現する。

視聴覚教材　エイゴビート２（NHK　for
schoolより）
視聴時間　3'34

　言葉で表現が難しい場合は、ジェスチャーで表
現し、授業者がサポートする。

すいか割りゲーム
・watermelon　　・spin　５
times
・right　・left     ・tiny

状況を見ながら、外国語で指示を出せる。 視聴覚教材　エイゴビート２（NHK　for
schoolより）
視聴時間　3'54

　外国語による指示で職員をすいかまで誘導し、
発音等を気にせずにすいか割りを楽しめるように
する。

身近なものの名称を
英語で言えるかな？

airplane, baby, chair, deskなど アルファベットかるたで語彙を増やす。 ちびむすドリル すでに日本語英語になりつつある語彙を厳選す
る。

箱の中はなに？
・what's　this？
・guess

想像しながら、身近な物を外国語で表現する。視聴覚教材　エイゴビート２（NHK　for
schoolより）
視聴時間　3'20

　外国語による指示で、箱の中の物を当てる。表
現が難しい名称をサポートする。

持ってる？
・Do you have～?　I have～
・book
・pen

質問の意味を理解し、応答できる。 視聴覚教材　エイゴビート２（NHK　for
schoolより）
視聴時間　3'34

　外国語による質問の意味の理解が難しい場合
は、ヒントを出したり、質問を変更することによ
り対応する。

How　many？
数えて遊ぼう

・one、two、three、four、five
・go
・tie

物の個数を外国語で伝える。 視聴覚教材　エイゴビート２（NHK　for
schoolより）
視聴時間　3'32

　物の個数を表現する事が困難な場合は適宜サ
ポートする。

クリスマスカードの
作成

英語でクリスマスカードを作成す
る。

カード制作を通して西洋の文化に親しみ、雰
囲気を味わう。

色画用紙、折り紙、カラーペン、マスキン
グテープなど

全日制の過去のクリスマスカードを参照すること
で、制作に苦手意識のある生徒にも取り掛かりや
すいよう工夫する。

I　like　pink.
好きな物を伝えよう

・table　tennis
・playing　catch    ・volleyball

自分の興味、関心を外国語で伝える。 視聴覚教材　エイゴビート２（NHK　for
schoolより）
視聴時間　3'36

　部活や特技の話題を中心に設定し、表現の難し
い名称をサポートする。

筆記体もあるよ！ 筆記体について 筆記体からアルファベットベットを推測でき
る。

ちびむすドリル これまで習ってきた表現の筆記体文から推測した
り、書写することで理解しやすくする。

what　do　you
like？何が好き？

・Why?
・tasty
・texture

好きな食べ物について外国語で伝える。 視聴覚教材　エイゴビート２（NHK　for
schoolより）
視聴時間　4'04

　食べ物の話題を中心に設定し、表現の難しい名
称をサポートする。

総授業時数　３４時間

                                          年間指導計画　　第2学年　　「  外国語  」                         担当者 　 大湾　里奈　　

１
学
期

(

1
2

)
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３
学
期

(
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)
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～

３
月

９
　
～

1
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月

２
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期

(

1
3

)



中部農林高等支援学校　１学年　情報　　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

慶田城　剛 情報Ⅰ（東京書籍）

学

期

時

数
単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

2

(知・技）(思･判･表)
・情報室の使用方法を理解する。
(学･人)
・年間の見通しを持つことができる。

(知・技）(思･判･表)
・PCやPC室の使い方（ルール）を知
る。
(学･人)
・teamsにログインでき、formsにて回
答ができる。

・オリエンテーション ・情報室でのルール、マナーについて
・情報の授業年間計画について
・授業の進め方について

12

(知・技）
・身近にある情報やメディアの基本的な特性及
びコンピュータ等の情報機器の基本的な用途，
操作方法及び仕組みを踏まえ，情報と情報技術
を活用して問題を知り，問題を解決する方法を
身に付ける。
(思･判･表)
・目的や状況に応じて，身近にある情報や情報
技術を適切かつ効果的に活用して問題を知り，
問題を解決する方法について考える。
(学･人)
・授業を通しての自己評価ができる。

(知・技）
・適切な検索方法を理解している。
・情報やメディアの特性を理解してい
る。
・KJ法，マインドマップなどの発想法を
理解している。
(思･判･表)
・図形の伝達を正しく行うことができ
る。
・問題解決のプロセスを理解している。
・自分の課題を考えることができる。
(学･人)
・teamsにログインでき、formsにて回
答ができる。

・情報検索の基礎
・情報とメディアの特性
・言葉で図形を伝達
・問題解決の流れ
・発想法

・インターネットの概要について
・検索方法の注意点
・情報の代表的な４つの特性について
・各種メディアの特性について
・言葉のみで情報を伝達
・発想法（KJ法・マインドマップ）につい
て
・９マスブロック（マンダラート）

10

(知・技）
・文書作成ソフトウェアの基本的名称を学習す
る。
(思･判･表)
・文書作成ソフトウェアの機能を理解し、場面
にあった文字入力や画像の挿入などができる。
(学･人)
・自分の課題に向けての取り組むことができ
る。

(知・技）
・ローマ字入力を習得する。
(思･判･表)
・ルールを理解しピクトグラムを作成で
きる。
(学･人)
・ホームポディションを意識して入力で
きる。

・文書処理ソフトウェアの操作 ・文書作成ソフトウェアの操作方法
・毎日パソコン検定
・プロフィール、ポスター、名刺作成
・特別支援学校技能検定（過去問）
・日本語ワープロ検定

14

(知・技）
・情報に関する身近で基本的な，法規や制度，
情報セキュリティの重要性，情報社会における
個人の責任及び情報モラルについて理解する
。
(思･判･表)
・情報に関する身近で基本的な，法規や制度及
びマナーの意義，情報社会において個人の果た
す役割や責任，情報モラルなどについて，それ
らの背景を捉え考える。
(学･人)
・授業を通しての自己評価ができる。

(知・技）
・情報モラルにおいて守るべき決まり事
について理解している。
・個人情報とは何かを理解している。
・セキュリティ上よいとされるパスワー
ドを考えることができる。(思･判･表)
・著作権では，どのようなものを保護し
ているか知る。
(思･判･表)
・自分の個人情報を，どこまでインター
ネット上に公開できるか考えることがで
きる。
・インターネットの適切でない使い方で
起こる問題を理解している。
(学･人)
・身の回りの著作権について、調べるこ
とができる。
・teamsにログインでき、formsにて回
答ができる。

・情報モラル
・個人情報の流出
・傷つかない傷つけないために
・著作権
・知的財産権

・情報モラル動画での疑似体験
・マナーとルールと法律について
・個人情報について
・情報公開のルールについて
・SNSトラブル
・セキュリティについて
・適切なパスワードの設定
・著作権、知的財産権について
・身のまわりの著作権について調べよう

12

(知・技）
・ビジネスに必要な表計算技術を身につける。
(思･判･表)
・表計算ソフトウェアの基本的な機能を使い、
必要なデータを選ぶことができる。
(学･人)
・自分の課題に向けて取り組むことができる。

(知・技）
・簡単な関数を学習し、表、グラフを作
成できる。
(思･判･表)
・表計算に興味を持ち、必要な関数を選
ぶことができる。

・表計算ソフトウェアの操作 ・表計算ソフトウェアの操作方法
・数値の入力
・基本的関数
・表の作成
・グラフ化
・表計算検定

8

(知・技）
・身近にある情報技術が人や社会に果たす役割
と及ぼす影響について基本的な理解をする。
(思･判･表)
・身近にある情報や情報技術の適切かつ効果的
な活用と望ましい情報社会の在り方について考
える。
(学･人)
・授業を通しての自己評価ができる。

(知・技）
・身の回りの情報技術の活用場面を知
る。
・情報化の進展による生活の変化につい
て知る。
(思･判･表)
・よりよい情報社会を築くための情報環
境について考える。
・電子マネーの利点と欠点を考えること
ができる。
(学･人)
・サイバー犯罪の対策を考えることがで
きる。
・teamsにログインでき、formsにて回
答ができる。

・情報技術の発展
・情報化と私たちの生活の変化
・よりよい情報社会へ

・身の回りの情報技術について
・電子マネーを調べてみよう
・人工知能について
・情報技術と生活の変化
・情報化による健康への影響
・サイバー犯罪の疑似体験

11

(知・技）
・PowerPointの基本的操作を学習する。
(思･判･表)
・伝えたい情報を整理し、効果的に伝えること
ができる。
(学･人)
・自分の課題に向けて取り組むことができる。

(知・技）
・PowerPointの基本的な操作ができ
る。
(思･判･表)
・伝えたい内容を、スライドへ簡潔にま
とめることができる。
(学･人)
・与えられたテーマ発表に向けて準備が
できる。

・PowerPointの操作
・プレゼンテーション

・PowerPointの操作方法
・プレゼンテーション演習
・発表リハーサル
・「私の夢」の発表

留意
点

引継
ぎ等

1

学

期

※授業開始時に、毎日パソコン検定にてタイピング練習
※PC、iPadを活用し、teamsにて授業内容の説明（学びに向かう力・人間性等を涵養）
※PC、iPadを活用し、formsにて自己評価・振り返りシート記入（学びに向かう力・人間性等を涵養）

令和　４年度

単位数
／配当時数

児童生徒

2/69 １学年（男子６名・女子４名）

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等

評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

・効果的なコミュニケーションの方法や、身近にあるコンピュータやデータの活用について理解し、基礎的な技能を身につけるとともに、情報社会と人との関わりについて理解す
る。(知及技）

・身近な事象を情報とその結びつきとして捉え、問題を知り、問題解決するために必要な情報と情報技術を適切かつ効果的に活用する力を養う。(思判表力)
　
・身近にある情報や情報技術を適切に活用するとともに、情報社会に参画しようとする態度を養う(学･人)

２

学

期

３

学

期

（

1

9

時

間

）



目標

学期
時数

月 単元・題材 単元目標 指導内容 教材・教具等 基礎的・基本的事項

・オリエンテーション ・情報室の使用方法を理解するこ
とができる。
・年間の見通しを持つことができ
る。

・情報室でのルール・マナーについて
・情報の授業年間計画について
・授業の進め方について

・PowerPoint ・PCやPC室の使い方（ルール）を守
る。

・コミュニケーションの変
化

・身近なメディアの特性とコミュ
ニケーション方法を学習する

・パソコンの仕組みについて
・パソコンの基本操作
・ファイルの保存、削除、移動の仕方

・PowerPoint
・ワークシート

・PC周辺機器の特性や役割を理解す
る。

・Wordの活用 ・文字入力や画像の挿入などがで
きる。
・ワープロ検定の基本的知識を身
につける。

・日本語ワープロ検定
・ワードを利用した学校紹介ポスター作成
・ピクトグラム
・名刺作成

・毎パソ
・Word
・名刺作成アプリ
・ワークシート

・ワープロ検定に興味をもつ。
・ホームポジションに慣れる。
・ローマ字入力を習得する。
・適切な対応の仕方を知る。

・情報モラル ・情報に関する身近で基本的な知
識を身につける。

・マナーとルールと法律
・個人情報とは
・作ろうマイルール

・動画教材
・ワークシート

・これからの情報化社会に意欲的に参
画する為に、自らのスキルを確認し心
構えを持たせる。

・デジタルの世界 ・デジタル化の特徴を学習する。 ・アナログとデジタルの違い
・コンピュータとデジタル化
・２進法とは
・音と画像のデジタル化
・色と動画のデジタル表現

・PowerPoint
・ワークシート

・身近にある、アナログとデジタルを
探し、生活にどのような変化があるか
考える。
・デジタル表現について学習する。

・Excelの活用 ・ビジネスに必要な表計算技術を
身につける。
・基本的な関数を理解suru

・表計算検定の練習 ・Excel
・ワークシート

・表計算に興味を持つ。
・簡単な表、グラフが作れる。

・情報デザイン ・情報デザインが人や社会に果た
している役割を学習する。

・情報デザインとは
・ユニバーサルデザインについて

・PowerPoint
・Word
・ワークシート

・情報デザインとはなにか
・ピクトグラム
・アクセシビリティとユーザシベリ
ティ
・学校周辺のユニバーサルデザインを
探そう・PowerPointの活用 ・知らせたい情報を整理し、効果

的に伝える方法を知る。
・修学旅行の思い出 ・iPad

・PowerPoint
・ワークシート

・発表の手順をフローチャートにして
まとめる。
・プレゼンテーションソフトを利用し
て発表を行う。

３
学
期
（
1
9
）

1
～
3
月

総授業時数　64時間

年間指導計画　　第２学年　　「  情報　」　　週時数（２時間）　　担当者：慶田城　剛　

コンピュータなど技術の習得を図り、ソフトを活用した文書作成・表計算など必要な基礎的能力や態度を育てる。

１
学
期
（
２
４
）

４
～
7
月

２
学
期
（
２
1
）

９
～
1
2
月



学期
時数

月 単元・題材 単元目標 指導内容 教材・教具等 基礎的・基本的事項

・オリエンテーション ・情報室の使用方法を理解す
ることができる。
・年間の見通しを持つことが
できる。

・情報室でのルール・マナーについて
・情報の授業年間計画について
・授業の進め方について

・PowerPoint ・PCやPC室の使い方（ルール）を守
る。

・ネットワークとインター
ネット

・情報通信ネットワークの仕
組みについて学習する。

・ネットワークとインターネット
・インターネットの仕組み

・PowerPoint
・ワークシート

・インターネットの仕組みを学習する。

・Wordの活用 ・文字入力や画像の挿入など
ができる。
・ワープロ検定3級の基礎知
識を身につける。

・日本語ワープロ検定
・ワードを利用した学校紹介ポスター作成
・ピクトグラム
・名刺作成

・毎パソ
・Word
・名刺作成アプリ
・ワークシート

・ワープロ検定に興味をもつ。
・ホームポジションに慣れる。
・ローマ字入力を習得する。
・適切な対応の仕方を知る。

・情報モラル ・情報に関する身近で基本的
な知識を身につける。

・マナーとルールと法律
・個人情報とは
・作ろうマイルール

・動画教材
・ワークシート

・これからの情報化社会に意欲的に参画
する為に、自らのスキルを確認し心構え
を持たせる。

・インターネット上のサービ
ス
・目的に合わせたデータの利
用

・インターネット上でのサー
ビスの特徴について学習す
る。
・電子メールの特徴について
学習する。

・WWWとURL
・電子メール
・Webページ作成

・PowerPoint
・ワークシート
・エディターソフト

・身近にある、アナログとデジタルを探
し、生活にどのような変化があるか考え
る。
・デジタル表現について学習する。

・Excelの活用 ・ビジネスに必要な表計算技
術を身につける。
・表計算検定４級の基礎知識
を身につける。

・表計算検定の練習
・SUM、AVERAGE、IF関数

・Excel
・ワークシート

・表計算に興味を持つ。
・簡単な表、グラフが作れる。

・情報セキュリティ ・情報セキュリティの重要性
について学習する。

・情報の機密性、完全性、可用性とは
・個人認証とは
・暗号化とは
・情報を守るために必要なこと

・PowerPoint
・Word
・ワークシート

・情報の特徴について学習し理解する。
・情報を守るために必要なことを考え
る。

・PowerPointの活用 ・知らせたい情報を整理し、
効果的に伝える方法を知る。

・高校生活を振り返って ・iPad
・PowerPoint
・ワークシート

・発表の手順をフローチャートにしてま
とめる。
・プレゼンテーションソフトを利用して
発表を行う。

３
学
期
（
1
4
）

1
～
2
月

総授業時数　64時間

年間指導計画　　第３学年　　「  情報　」　　週時数（２時間）　　 　　担当者：慶田城　剛

ビジネスに必要なパソコンの技術を習得し、社会人として重要なコミュニケーション能力、マナーを身につけ幅広い職種に適応できるようにする。

４
～
7
月

１
学
期
（
２
4
）

２
学
期
（
２
6
）

９
～
1
2
月



　高学部　１年　農業　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

新田　登美子

識名　盛安
なし

学

期

時

数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

20

(知及技）作物の種類とその特徴に

ついて理解し、栽培、管理技術を身

に付ける。

(思判表力)分からないことを質問し

たり、相談したりできる。

(学･人)仲間と協力して、作業をや

り遂げることができる。

(知・技）夏野菜の名前や特徴を理解す

る。収穫、調整、販売の技術を身に付けて

いる。

(思･判･表)担当した作業が終了したら報告

できる。分からないことを確認、質問、相

談できる。

(主学)作業工程を仲間と分け合ったり、補

い合って進めることができる。

夏野菜の栽培管理と販売学

習

・潅水

・定植

・栽培管理

・除草

・収穫、調整、販売

・農場管理

20

(知及技）草花の種類とその特徴に

ついて理解し、栽培技術を身に付け

る。

(思判表力)分からないことを質問し

たり、相談したりできる。

(学･人)仲間と協力して、作業をや

り遂げることができる。

(知・技）草花の名前や特徴を理解し、管

理技術を身に付けている。

(思･判･表)担当した作業が終了したら報告

できる。分からないことを確認、質問、相

談できる。

(主学)作業工程を仲間と分け合ったり、補

い合って進めることができる。

夏用草花の栽培管理 ・播種

・鉢上げ

・潅水

・鉢替え

・花壇づくり

30

(知及技）作物の種類とその特徴に

ついて理解し、栽培、管理技術を身

に付ける。

(思判表力)分からないことを質問し

たり、相談したりできる。

(学･人)仲間と協力して、作業をや

り遂げることができる。

(知・技）夏野菜の名前や特徴を理解す

る。収穫、調整、販売の技術を身に付けて

いる。

(思･判･表)担当した作業が終了したら報告

できる。分からないことを確認、質問、相

談できる。

(主学)作業工程を仲間と分け合ったり、補

い合って進めることができる。

冬野菜の栽培管理と販売学

習

・播種

・鉢上げ

・潅水

・定植

・栽培管理

・農業祭

30

(知及技）草花の種類とその特徴に

ついて理解し、栽培技術を身に付け

る。

(思判表力)分からないことを質問し

たり、相談したりできる。

(学･人)仲間と協力して、作業をや

り遂げることができる。

(知・技）草花の名前や特徴を理解し、管

理技術を身に付けている。

(思･判･表)担当した作業が終了したら報告

できる。分からないことを確認、質問、相

談できる。

(主学)作業工程を仲間と分け合ったり、補

い合って進めることができる。

夏用草花の栽培管理 ・播種

・鉢上げ

・潅水

・鉢替え

・花壇づくり

・プランター作り

・校内装飾

15

(知及技）土づくりの重要性や土壌

微生物について理解し、農場管理技

術を身に付ける。

(思判表力)分からないことを質問し

たり、相談したりできる。

(学･人)仲間と協力して、作業をや

り遂げることができる。

(知・技）資材の名前や役割を理解し、棚

づくり等の技術を身に付けている。

(思･判･表)担当した作業が終了したら報告

できる。分からないことを確認、質問、相

談できる。

(主学)作業工程を仲間と分け合ったり、補

い合って進めることができる。

次年度の農場準備

土づくりについて

・元肥入れ

・畝たて

・潅水チューブ設置

・マルチ設置

・ゴーヤー棚づくり

・夏野菜播種

・鉢上げ

・定植

15

(知及技）観葉植物の種類とその特

徴、土づくりの重要性について理解

する。

(思判表力)分からないことを質問し

たり、相談したりできる。

(学･人)仲間と協力して、作業をや

り遂げることができる。

(知・技）観葉植物の種類や特徴を理解

し、管理技術を身に付けている。

(思･判･表)担当した作業が終了したら報告

できる。分からないことを確認、質問、相

談できる。

(主学)作業工程を仲間と分け合ったり、補

い合って進めることができる。

次年度の鉢物用土づくり

観葉植物の繁殖方法

温室整備

・除草

・播種

・挿し木、差し芽

・株分け

・鉢替え

留意点

引継ぎ等
評価方法：定期テスト、メモ帳記入の有無、作業内容の報告（授業終了時）、活動の姿

令和4年度

単位数

／配当時数
児童生徒

4単位

130時間
1年6組（男子6名、女子4名）

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等

評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）農業に関することについて理解するとともに、関連する技術を身に付ける。

　

(思判表力)農業に関する課題を発見し、職業人に求められる倫理観を踏まえ課題を解決する力を養う。

　

(学･人)職業人として必要な豊かな人間性を育み、よりよい社会の構築を目指して自ら学び、社会貢献に主体的かつ協働的に取り組

む態度を養う。

1

学

期

２

学

期

３

学

期



目標

学期

時数
月 単元・題材 単元目標 指導内容 教材・教具等 基礎的・基本的事項

野菜の栽培と管理 夏野菜の管理、栽培がで

きる。

夏野菜の特徴を知り、栽培方法を学ぶ。 ナス、ピーマン、イ

ンゲン、オクラ等

マルチング、支柱立て、追肥（液肥、固形肥料）の仕方を

学ぶ。

校内／校外販売 接客用語を学び、丁寧に

対応することができる。

金銭の計算や接客マナーを学習する。 商品（野菜）、おつ

り

野菜の調整、袋詰めができる。

接客用語が使える。

堆肥作り

材料集め

（落ち葉等）

落ち葉や米ぬかの有効利

用について知る。

校外での活動マナーを守る。

堆肥作りの方法を知る。

落ち葉、敷草等 道具の使い方など安全に気をつけて、草刈りを行ったり、

落ち葉を集めたりすることができる。

花の栽培と管理 プランター・鉢に定植

し、設置・管理できる。

各種草花の特徴を知り、栽培方法を学

ぶ。

夏の草花

観葉植物

多肉植物

土作り

鉢上げ・定植の手順について知る。

（道具、土の量、苗の扱い方）

農場整備 緑肥や堆肥について学

び、整備・管理ができ

る。

道具を使って整地の仕方を学ぶ。

管理の仕方を学ぶ。

スプリンクラー

レーキ

レーキを使って整地ができる。

スプリンクラーの設置、管理の仕方が分かる。

野菜の栽培と管理 各種野菜の管理、栽培が

できる。

野菜（秋・冬）の特徴を知り、栽培方法

を学ぶ。

キャベツ、セロリ、

葉菜類

マルチング、土壌管理と施肥ができる。

校内／校外販売 接客用語を学び、丁寧に

対応することができる。

接客用語を学び、丁寧に対応することが

できる。

商品（野菜）、おつ

り、パックシーラー

野菜の調整、袋詰めができる。

接客用語が使える。

花の栽培と管理 プランター・鉢に定植

し、設置・管理できる。

各種草花の特徴を知り、栽培方法を学

ぶ。

冬の草花

観葉植物

多肉植物

土作り

必要な道具が分かり、鉢上げ・定植ができる。

堆肥作り

材料集め

（落ち葉等）

落ち葉や米ぬかの有効利

用について知る。

校外での活動マナーを守る。

堆肥作りの方法を知る。

落ち葉、敷草等 道具の使い方など安全に気をつけて、草刈りを行ったり、

落ち葉を集めたりすることができる。

冬野菜の栽培と管理 冬野菜の管理、栽培がで

きるようにする。

冬野菜の特徴を知り、栽培方法を学ぶ。 キャベツ、葉菜類 土壌管理と施肥ができるようにする。

校内／校外販売 接客用語を学び、丁寧に

対応することができる。

金銭の計算や接客マナーを学習する。 商品（野菜）、おつ

り

野菜の調整、袋詰めができる。

接客用語が使える。

堆肥作り

材料集め

（落ち葉等）

落ち葉や米ぬかの有効利

用について知る。

校外での活動マナーを守る。

堆肥作りの方法を知る。

落ち葉、敷草等 道具の使い方など安全に気をつけて、草刈りを行ったり、

落ち葉を集めたりすることができる。

花の栽培と管理 プランター・鉢に定植

し、設置・管理できる。

各種草花の特徴を知り、栽培方法を学

ぶ。

冬の草花

観葉植物

多肉植物

土作り

鉢上げ・定植ができる。

９

～

1

2

月

３

学

期

（

3

0

）

1

～

3

月

総授業時数（110）時間

年間指導計画　　第２、３学年　　「 農業 」　週時数（６時間）　　　担当者　　識名盛安　新田登美子　

農業に関する基礎的・基本的な知識と技能を習得し、農業の意義や役割を理解するとともに、農業に関する職業自立に必要な能力と実践的な態度を育てる。

１

学

期

（

4

0

）

４

～

7

月

２

学

期

（

4

0

）



　高学部　１年　窯業　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

児玉桂 なし

学

期

時

数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

24

(知及技）作業内容や機械の種類

とその特徴について理解し、成

形・修正などの技術を身に付け

る。

(思判表力)分からないことを質問

したり、相談したりできる。

(学･人)仲間と協力して、作業を

やり遂げることができる。

(知・技）機械や道具の名前や特徴を理

解する。成形・修正の技術を身に付け

る。

(思･判･表)担当した作業が終了したら報

告できる。分からないことを確認、質

問、相談できる。

(主学)作業工程を仲間と分け合ったり、

補い合って進めることができる。

食器や鉢の成形・修正 ・土砕き
・成形
・修正
・窯入れ、窯出し

24

(知及技）作業内容や機械の種類

とその特徴について理解し、成

形・修正・釉薬がけなどの技術を

身に付ける。

(思判表力)分からないことを質問

したり、相談したりできる。

(学･人)仲間と協力して、作業を

やり遂げることができる。

(知・技）機械や道具の名前や特徴を理

解する。成形・修正・釉薬がけの技術を

身に付ける。

(思･判･表)担当した作業が終了したら報

告できる。分からないことを確認、質

問、相談できる。

(主学)作業工程を仲間と分け合ったり、

補い合って進めることができる。

食器や鉢の成形・修正・
釉薬がけ

・土砕き
・成形
・修正
・窯入れ、窯出し
・釉薬がけ

21

(知及技）作業内容や機械の種類

とその特徴について理解し、各種

作業や販売などの技術を身に付け

る。

(思判表力)分からないことを質問

したり、相談したりできる。

(学･人)仲間と協力して、作業を

やり遂げることができる。

(知・技）機械や道具の名前や特徴を理

解する。成形・修正・釉薬がけや販売の

技術を身に付ける。

(思･判･表)担当した作業が終了したら報

告できる。分からないことを確認、質

問、相談できる。

(主学)作業工程を仲間と分け合ったり、

補い合って進めることができる。

食器や鉢の成形・修正・
釉薬がけ

・土砕き
・成形
・修正
・窯入れ、窯出し
・釉薬がけ

26

(知及技）作業内容や機械の種類

とその特徴について理解し、各種

作業や販売などの技術を身に付け

る。

(思判表力)分からないことを質問

したり、相談したりできる。

(学･人)仲間と協力して、作業を

やり遂げることができる。

(知・技）機械や道具の名前や特徴を理

解する。成形・修正・釉薬がけや販売の

技術を身に付ける。

(思･判･表)担当した作業が終了したら報

告できる。分からないことを確認、質

問、相談できる。

(主学)作業工程を仲間と分け合ったり、

補い合って進めることができる。

製品の準備と販売学習 ・土砕き
・成形
・修正
・窯入れ、窯出し
・釉薬がけ
・農業祭

15

(知及技）土の種類や土作りにつ

いて理解し、土砕き・撹拌・土練

機の扱いなどの技術を身に付け

る。

(思判表力)分からないことを質問

したり、相談したりできる。

(学･人)仲間と協力して、作業を

やり遂げることができる。

(知・技）土砕き・撹拌・土練機の扱い

などの技術を身に付ける。

(思･判･表)担当した作業が終了したら報

告できる。分からないことを確認、質

問、相談できる。

(主学)作業工程を仲間と分け合ったり、

補い合って進めることができる。

土砕き・撹拌・土練機の
扱い

・土砕き
・撹拌
・土練機の扱い
・成形
・修正
・窯入れ、窯出し
・釉薬がけ

20

(知及技）土の種類や土作りにつ

いて理解し、土砕き・撹拌・土練

機の扱いなどの技術を身に付け

る。

(思判表力)分からないことを質問

したり、相談したりできる。

(学･人)仲間と協力して、作業を

やり遂げることができる。

(知・技）土砕き・撹拌・土練機の扱い

の技術を身に付ける。

(思･判･表)担当した作業が終了したら報

告できる。分からないことを確認、質

問、相談できる。

(主学)作業工程を仲間と分け合ったり、

補い合って進めることができる。

土砕き・撹拌・土練機の
扱い

・土砕き
・撹拌
・成形
・修正
・窯入れ、窯出し
・釉薬がけ

留意点
引継ぎ等

令和4年度

単位数

／配当時数
児童生徒

4単位
130時間

1年6組（男子6名、女子4名）

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等

評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）窯業に関することについて理解するとともに、関連する技術を身に付ける。

　

(思判表力)窯業に関する課題を発見し、職業人に求められる倫理観を踏まえ課題を解決する力を養う。

　

(学･人)職業人として必要な豊かな人間性を育み、よりよい社会の構築を目指して自ら学び、社会貢献に主体的かつ協働的に

取り組む態度を養う。

1

学

期

２

学

期

３

学

期



目標

学期 単元名 単元の目標 配当 学習内容 備考（配慮事項、教材・教具等） 評価

2

2 材料や用具等の取扱い方

30

・窯だし、窯入れできる。

6 就業体験（現場実習）

時数 2

(42)

30

6

6

時数 2

(44)

22

時数 2

(24)

合計

(110)

２
学
期

総時数　110　時間

４ 前期就業体験
　　(現場実習)

３ 窯業製品の製作１
学
期

　最小限の説明、指示で作業が進められるようにする。
（工程等は1､2学期と同様）

窯業製品の制作
工程や製作品等は1、２学期と同様

　正確で迅速な作業ができる。

1ものづくりとは

３
学
期

年間指導計画　　　　第2学年　　工業「窯業」　　　　週時数：3時間

窯業製品の製作を通して、働くことの意義を理解し働く喜びを味わうとともに、就労に必要な基礎的・基本的事項の定着をはかる。

　実際の職場で就労体験を行い、自己の適性
について考える。

　製作から販売までの学習を通して、就労意欲
の向上と職業自立に必要な基礎的･基本的事
項の定着をはかる。

　基本的な用具・工具等を適切に取扱い、安全
に作業をする心構えを持つ。

５ 学期のまとめ 　学期を振り返り、今後の目標を立てる。 １学期の反省・評価・発表
実習室の掃除・整備

　客観的に自己を判断できるよう促す。

※実態に応じて、題材の選定、補助具等の
工夫を行う。

丁寧な作業を心がける。
役割分担する事で実際の職場に近づけ、流れ作業で製
作する。

担当者：児玉　桂

窯業とは、
授業の進め方と年間の学習計画

　自分の分担に責任をもち，他の者と協力して
作業ができる。
　製作から焼成の過程を知る。

機械や用具の名称、使用目的、使用
方法がわかる。　製作の工程を理解し、必要な道具の準備・片

付け及び製作ができる。

　消費者の立場に立った製品作りについてイメージ（説
明）し、どのような点に留意して取り組むか考えるよう場
面設定をする。
　働くことの意義、職場に必要な態度につては、年間を
通して適宜確認する。

　各自の作業量が把握できるように記録簿や個別のか
ご等を使用する。（工程等は1学期と同様）

陶芸窯、土練機、タタラ板、作業板、竹べら、竹串、ど
べ、電動ろくろ、釉薬、木つち

７ 中期就業体験
　　(現場実習)

就業体験（現場実習）　実際の職場で就労体験を行い、自己の適性
について考える。

　正確な作業ができる。
　作業の持続性を身につける。

　就業体験実施要項(進路係作成)に沿って実施する。

２ 作業の安全

６ 窯業製品の製作

　就業体験実施要項(進路係作成)に沿って実施する。

皿、器、箸置きの制作
・製品の質と生産性の向上に向けて

・紐作り・てびねり・タタラ作りで成形で
きる
・型を使った成型ができる。
・加飾技法、釉がけ、絵付けできる

８ 即売会の取り組み 　流通サービス等の取り組みと連携して行う。
  (接客態度等)

11 年間のまとめ 　年間を振り返り、次年度の目標を立てる。 ものづくり学習の反省・評価・発表 　就労に対する意識（意欲）を確認する。

　製作から販売までの過程を通して、必要経
費、利益等の関係を知る。
　中部農林高校の生徒及び地域との交流を深
める。

即売会に向けた準備
・販売方法、役割分担等）
製作品等の展示・販売

※必要に応じて校外学習を計画し実施する（材料の購入、工房等の見学、製作品の販売等）

2学期の反省・評価・発表
実習室の掃除・整備

　自己の適性や課題についてまとめる。９ 学期のまとめ

10 窯業製品の製作

　学期を振り返り、今後の目標を立てる。



年間指導計画　　　　第３学年　　　工業「窯業」　　　　週時数：3時間 担当者：児玉　桂

目標

学期 単元名 単元の目標 配当 学習内容 備考（配慮事項、教材・教具等） 評価

2 窯業とは、

授業の進め方と年間の学習計画

２ 作業の安全 2 材料や用具等の取扱い方

30

・製作から焼成の過程を知る。

　丁寧な作業を心がける

・窯だし、窯入れできる。

４ 前期就労体験 6 就労体験及び事前・事後学習

(42)
５ 学期のまとめ 　学期を振り返り、今後の目標を立て

る。
2 １学期の反省・評価・発表 　客観的に判断できるよう促す。

　正確な作業ができる。 30 足つき皿、コーヒーカップ、面シーサー

　作業の持続性を身につける ・製品の質と生産性の向上に向けて

・土づくりの工程を理解する。

７ 中期就労体験 6 就労体験及び事前・事後学習

6 即売会に向けた準備（販売方法、役割分担等）

製作品等の展示・販売

(44)
９ 学期のまとめ 　学期を振り返り、今後の目標を立て

る。
2 2学期の反省・評価・発表 　自己の適性や課題についてまとめる。

　正確で迅速な作業ができる。 14 工程や製作品等は1、２学期と同様

１１　後期就労体験 6 就労体験及び事前・事後学習

1２　年間のまとめ 2 ものづくり学習の反省・評価・発表 　就労に対する意識（意欲）を確認する。

(22)

108

８ 生産物即売会
　　　の取り組み

・紐作り・てびねり・タタラ作りで成形で
きる
・型を使った成型ができる。
・加飾技法、釉がけ、絵付けできる

３
学
期

１０ 窯業製品
        の製作

　消費者の立場に立った製品作りについてイ
メージ（説明）し、どのような点に留意して
取り組むか考えるよう場面設定をする。

1年間を振り返る。

　自己評価、事業所からの評価を基に将来の
進路について検討する。

１ ものづくり学習
　　　　　　の目的

６ 窯業製品の製作

機械や用具の名称、使用目的、使用方法が
わかる。

　最小限の説明、指示で作業が進められるよ
うにする。

製作を通して、就労に必要な基礎的・基本的事項の定着をはかるとともに、生産から消費までの過程で発生する経費（金銭）について理解を深める

　実際の職場で就労体験を行い、自己の
適性について考える。

１
学
期

　自己評価、事業所からの評価を基に将来の
進路について検討する。

　製作から販売までの学習を通して、就労意
欲の向上と職業自立に必要な基礎的･基本的
事項の定着をはかる。

3窯業製品の制作 　製作の工程を理解し、必要な用具の準
備・片付け及び製作ができる。

２
学
期

陶芸窯、土練機、タタラ板、作業板、竹べ
ら、竹串、どべ、電動ろくろ、釉薬、木づち

　中部農林高校の生徒及び地域の方と交
流を深める。

※実態に応じて、題材の選定、補助具等の
工夫を行う。

　基本的な用具を適切に取扱い、安全に
作業をする心構えを持つ。

※必要に応じて校外学習を計画し実施する（材料の購入、工房等の見学、製作品の販売等）

自己評価、事業所からの評価をもとに将来の
進路について検討する。

実際の職場で就労体験を行い、自己の適
性について考える。

　製作から販売までの過程を通して、必
要経費、利益等の関係を知る。

製品販売の態度や接客マナを　流通サービス
等の取り組みと連携して行う。

　実際の職場で就労体験を行い、自己の
適性について考える。

　各自の作業量が把握できるように記録簿や
個別のかご等を使用する。



高等部　１年　木工　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

竹本　理人 なし

学

期

時

数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

2

(知及技）製作から販売までの学習を

通して、就労意欲の向上と職業自立に

必要な基礎的･基本的な態度を身に付

けることができる。

(知・技）

働くことの意義、職場に必要な態度に

ついて、作業内容や年間の流れを確認

することができる。

・ものづくりとは ・ものづくり学習の目的について

　①働くことの意義

　②職業生活に必要な能力、態度

・授業の進め方と年間の学習計画

　①作業内容の説明

　②製作品の紹介等

36

(知及技)製作の工程を理解し、必要な

道具の準備や片付け及び製作ができ

る。

(思判表力)基本的な用具・工具等を適

切に取扱い、安全に作業をすることが

できる。

(学･人)自分の役割に責任をもち，他

者と協力して作業することができる。

(知・技）作業工程を覚え、与えられ

た役割に最後まで取り組むことができ

る。

(思･判･表)木工機械や木工工具の名称

を覚え、正しく使用することができ

る。

(主学)皆と協力し、商品であることを

意識して作業に取り組むことができ

る。

・作業の安全（毎時間）

・機械や工具の使い方

・作業工程確認、練習

・木工作品の製作

・振り返り（毎時間）

・校内実習

・木工機械や木工工具の取扱い方

・製作工程の確認、実演

　①製作準備（材料、道具）

　②けがき（寸法取り、印付け等）

　③部品加工（切削、穴あけ等）

　④組み立て、仕上げ(ビス打ち、塗装等)

・木工品の制作

　「タブレットスタンド、歯ブラシスタンド、

　　ミニイス、スパイスラック等」

・校内実習期間中に「ものづくり班」として実習に取り

組む。

2

(思判表力)学期を振り返り、今後の目

標を立てることができる。

(思･判･表)毎回実施している振り返り

シートを見直すことで、①反省②評価

③発表に取り組むことができる。

・学期のまとめ ・１学期の①反省②評価③発表

・実習室の整備、点検

58

(知及技）道具や機械の操作に慣れ、

正確で迅速な作業ができる。

(思判表力)製作から販売までの過程を

通して、必要経費、利益等の関係を知

ることができる。

(学･人)様々な場所で関わりを持つこ

とで、中部農林高校の生徒及び地域と

の交流を深めることができる。

(知・技）作業工程を理解し、作業ス

ピードや丁寧な作業を心懸けることが

できる。

(思･判･表)農業祭に向けた準備や販売

方法、役割分担等を意識して作品づく

りに取り組むことができる。

(主学)木工班として作品の展示や販

売、地域企業との関わることができ

る。

・作業の安全（毎時間）

・木工作品の製作

・振り返り（毎時間）

・中期就業体験(現場実習)

・農業祭の取り組み

・木工作品の制作

　「タブレットスタンド、歯ブラシスタンド、

　　ミニイス、スパイスラック等」

・農業祭に向けた準備、販売方法、役割分担等

・木工品の展示、販売、地域企業との関わり

2

(思判表力)学期を振り返り、今後の目

標を立てることができる。

(思･判･表)毎回iPadを持たせ、Forms

で作成した振り返りシートを見直すこ

とで、①反省②評価③発表に取り組む

ことができる。

・学期のまとめ ・２学期の①反省②評価③発表

・実習室の整備、点検

26

(知及技)これまで学んできた知識や技

能を生かし実践することができる。

(思判表力)アーク溶接についての知識

や技能を学び実践することができる。

(学･人)自分の役割に責任をもち、他

者と協力して作業することができる。

(知・技）1､2学期で学んだ作業を取り

入れ、最小限の説明、指示で作業を進

めることができる。

(思･判･表)アーク溶接を安全に使用し

作業することができる。

(主学)自主作品（アイデア・設計・仕

上げ）に自ら考えて作業することがで

きる。

・木工作品の製作

・アーク溶接

・木工作品の制作

「自主作品製作」

・アーク溶接の基礎について学習する

4

(思判表力)年間を振り返り、次年度の

目標を立てることができる。

(思･判･表)毎回iPadを持たせ、Forms

で作成した振り返りシートを見直すこ

とで、①反省②評価③発表に取り組

み、次年度に向けた目標設定ができ

る。

・年間のまとめ ・ものづくり学習の反省、評価、発表

留意点

引継ぎ等

令和　　４年度

単位数

／配当時数
児童生徒

4/130 １年６組（男子６名、女子４名）　

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等

評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）
　工業に関することについて理解するとともに、関連する技術を身に付けるようにする。

(思判表力)
　工業に関する課題を発見し、職業人に求められる倫理観を踏まえ課題を解決する力を養う。
(学･人)

　職業人として必要な豊かな人間性を育み、よりよい社会の構築を目指して自ら学び、社会貢献に主体的かつ協働的に取り組
む態度を養う。

1

学

期

２

学

期

３

学

期



目標

学期 単元名 単元の目標 配当 学習内容 備考（配慮事項、教材・教具等） 評価

2

2

26

6

時数 2

(38)

26

6

6

時数 2

(40)

30

時数 2

(32)

合計

(110)

担当者：竹本　理人年間指導計画　　　　第２学年　　工業「木工」　　　　週時数：３時間

木工品の製作を通して、働くことの意義を理解し積極的に作業に取り組むとともに、就労に必要な基礎的・基本的事項の定着をはかる。

１
学
期

1  ものづくりとは ・製作から販売までの学習を通して、就労意欲
の向上と職業自立に必要な基礎的･基本的事
項の定着をはかる。

ものづくり学習の目的について
・働くことの意義
・職業生活に必要な能力、態度
授業の進め方と年間の学習計画
・作業班の決定、製作品の紹介等

・消費者の立場に立った製品作りについてイメージ（説
明）し、どのような点に留意して取り組むか考えるよう場
面設定をする。
・働くことの意義、職場に必要な態度につては、年間を
通して適宜確認する。

２  作業の安全 ・基本的な用具・工具等を適切に取扱い、安全
に作業をする心構えを持つ。

・木工具等、木工機械の取扱い方
・溶接機の取り扱い方

・整理整頓、換気等の環境も作業の安全や作業効率に
重要な要素であることを説明する。

３  作品製作 ・製作の工程を理解し、必要な道具の準備・片
付け及び製作ができる。

木工・溶接作品の制作
①スパイスラック等（木工作品）
②フラワースタンド等(溶接作品)

・生徒の実態に応じた題材の選定、グループ分けを行
う。

・自分の分担に責任をもち，他の者と協力して
作業ができる。

製作工程
・製作準備（材料、道具）
・けがき（寸法取り、印付け等）
・部品加工（切削、穴あけ、溶接等）
・組み立て、仕上げ(溶接、塗装等)

・のこぎり、げんのう、差し金、その他の手工具。
・糸のこ盤、ボール盤、トリマー等の木工機械。
・溶接について（資格取得の推進）
・溶接機の正しい使用方法（アーク溶接資格試験）
※必要に応じて補助具等を製作する。

４　 1学期就業体験
　　　(現場実習)

・就労の具体的なイメージを持つこと及び自己
の特性を知る。

・就業体験（現場実習） ・就業体験実施要項(進路係作成)に沿って実施する。

５   学期のまとめ ・学期を振り返り、今後の目標を立てる。 ・１学期の反省・評価・発表
・実習室の整備、点検

・客観的に自己を判断できるよう促す。

２
学
期

６  作品製作 ・道具や機械の操作に慣れ、正確な作業がで
きる。

木工・溶接作品の制作
①スパイスラック等（木工作品）
②マルチスタンド、ベンチ(溶接作品)

・各自の作業量が把握できるように記録簿や個別のか
ご等を使用する。（工程等は1学期と同様）

７　 2学期就業体験
　　　(現場実習)

・実際の職場で就労体験を行い、自己の適性
について考える。

・就業体験（現場実習） ・就業体験実施要項(進路係作成)に沿って実施する。

８  農業祭への取り組
み
    （販売作品製作）

・製作から販売までの過程を通して、必要経
費、利益等の関係を知る。
・中部農林高校の生徒及び地域との交流を深
める。

・農業祭に向けた準備
（販売方法、役割分担等）
・木工品の展示・販売
・ヨシモトコーヒーとの連携（販売等）

・木工品の展示・販売のみではなく、ヨシモトコーヒーと
のコーヒー販売サービスをおこなう。
・職業・流通サービス等の授業の取り組みと連携して行
う。  (接客態度等)

９  学期のまとめ ・学期を振り返り、今後の目標を立てる。 ・2学期の反省・評価・発表
・実習室の整備、点検

・自己の適性や課題についてまとめる。

３
学
期

10  作品製作 ・正確で迅速な作業ができる。 木工・溶接作品の制作
・自主作品（アイデア・設計・仕上げ
等）

・最小限の説明、指示で作業が進められるようにする。
（工程等は1､2学期で学んだ作業を取り入れる）

総時数　110　時間

11  年間のまとめ ・年間を振り返り、次年度の目標を立てる。 ・ものづくり学習の反省・評価・発表 ・就労に対する意識（意欲）を確認する。

※必要に応じて校外学習を計画し実施する（材料の購入、製作品の販売等）



目標

学期 単元名 単元の目標 配当 学習内容 備考（配慮事項、教材・教具等） 評価

2

2

30

6

時数 2

(42)

30

6

6

時数 2

(44)

20

時数 2

(22)

合計

(108)

総時数　108　時間

11  年間のまとめ ・年間を振り返り、卒業後の目標を立てる。 ・ものづくり学習の反省・評価・発表
・就業体験の反省・評価・発表

・就労に対する意識（意欲）を確認する。

※必要に応じて校外学習を計画し実施する（材料の購入、製作品の販売等）

・学期を振り返り、今後の目標を立てる。 ・2学期の反省・評価・発表
・実習室の整備、点検

・自己の適性や課題についてまとめる。

３
学
期

10  作品製作 ・正確で迅速な作業ができる。
・就労体験を行い、卒業後の進路について考
える。

木工・溶接作品の制作
①自主作品（アイデア・設計・仕上げ
等）

・最小限の説明、指示で作業が進められるようにする。
（工程等は1､2学期で学んだ作業を取り入れる）

７　 2学期就業体験
　　　(現場実習)

・実際の職場で就労体験を行い、自己の適性
について考える。

・就業体験（現場実習） ・就業体験実施要項(進路係作成)に沿って実施する。

８  農業祭への取り組
み
    （販売作品製作）

・製作から販売までの過程を通して、必要経
費、利益等の関係を知る。
・中部農林高校の生徒及び地域との交流を深
める。

・農業祭に向けた準備
（販売方法、役割分担等）
・木工品の展示・販売
・ヨシモトコーヒーとの連携（販売等）

・木工品の展示・販売のみではなく、ヨシモトコーヒーと
のコーヒー販売サービスをおこなう。
・職業・流通サービス等の授業の取り組みと連携して行
う。  (接客態度等)

９  学期のまとめ

・学期を振り返り、今後の目標を立てる。 ・１学期の反省・評価・発表
・実習室の整備、点検

・客観的に自己を判断できるよう促す。

２
学
期

６  作品製作 ・道具や機械の操作に慣れ、正確な作業がで
きる。

木工・溶接作品の制作
①スパイスラック等（木工作品）
②フラワースタンド、ベンチ(溶接作品)

・各自の作業量が把握できるように記録簿や個別のか
ご等を使用する。（工程等は1学期と同様）

・自分の分担に責任をもち，他の者と協力して
作業ができる。

製作工程
・製作準備（材料、道具）
・けがき（寸法取り、印付け等）
・部品加工（切削、穴あけ、溶接等）
・組み立て、仕上げ(溶接、塗装等)

・のこぎり、げんのう、差し金、その他の手工具。
・糸のこ盤、ボール盤、トリマー等の木工機械。
・溶接について（資格取得の推進）
・溶接機の正しい使用方法（アーク溶接資格試験）
※必要に応じて補助具等を製作する。

４　 1学期就業体験
　　　(現場実習)

・就労の具体的なイメージを持つこと及び自己
の特性を知る。

・就業体験（現場実習） ・就業体験実施要項(進路係作成)に沿って実施する。

５   学期のまとめ

・基本的な用具・工具等を適切に取扱い、安全
に作業をする心構えを持つ。

・木工具等、木工機械の取扱い方
・溶接機の取り扱い方

・整理整頓、換気等の環境も作業の安全や作業効率に
重要な要素であることを説明する。

３  作品製作 ・製作の工程を理解し、必要な道具の準備・片
付け及び製作ができる。

木工・溶接作品の制作
①スパイスラック等（木工作品）
②コーヒースタンド等(溶接作品)

・生徒の実態に応じた題材の選定、グループ分けを行
う。

担当者：竹本　理人　年間指導計画　　　　第3学年　　工業「木工」　　　　週時数：３時間

木工品の製作を通して、働くことの意義を理解し積極的に作業に取り組むとともに、就労に必要な基礎的・基本的事項の定着をはかる。

１
学
期

1  ものづくりとは ・製作から販売までの学習を通して、就労意欲
の向上と職業自立に必要な基礎的･基本的事
項の定着をはかる。

ものづくり学習の目的について
・働くことの意義
・職業生活に必要な能力、態度
授業の進め方と年間の学習計画
・作業班の決定、製作品の紹介等

・消費者の立場に立った製品作りについてイメージ（説
明）し、どのような点に留意して取り組むか考えるよう場
面設定をする。
・働くことの意義、職場に必要な態度につては、年間を
通して適宜確認する。

２  作業の安全



　高学部　１年２年３年　流通サービス　年間指導計画

担当者 教科書／副教材

　　　竹本理人

　　　小濱　寿

　　　真栄城徳綱

学

期

時

数 単元・題材の目標 単元・題材の評価規準 単元・題材名 単元・題材の活動内容

留意点

引継ぎ等

１　商品管理

(１)リサイクル

(知・技)古紙の種類毎の分別や結束方法や

廃材の分別や廃棄場所について理解してい

る。

(思･判･表)古紙や廃材の分別作業において

課題を見つけその課題に応じて作業工程を

工夫している。

(主学)ルールやマナーを守り、安全に気を

つけ主体的・共同的に学習活動に取り組も

うとしている。

２　清掃

(１)洗車

(知・技)洗車の作業工程を理解し、作業方

法を具体的に理解している。

接客の方法について姿勢や言葉遣いに気を

つけている。

(思･判･表)洗車において課題を見つけその

課題に応じて作業工程を工夫している。

(主学)ルールやマナーを守り、安全に気を

つけ主体的・共同的に学習活動に取り組も

うとしている。

(２)ビルクリーニング

(知・技)ビルクリーニングの各種作業の工

程を理解し具体的に理解している。

(思･判･表)ビルクリーニングの各種作業に

おいて課題を見つけその課題に応じて作業

工程を工夫している。

(主学)ルールやマナーを守り、安全に気を

つけ主体的・共同的に学習活動に取り組も

うとしている。

(３)植栽管理

(知・技)植栽管理の各種作業の工程を理解

し具体的に理解している。

(思･判･表)植栽管理の各種作業において課

題を見つけその課題に応じて作業工程を工

夫している。

(主学)ルールやマナーを守り、安全に気を

つけ主体的・共同的に学習活動に取り組も

うとしている。

20

26

1

学

期

清掃

（１）洗車

（２）ビルクリーニング

（３）植栽管理

１洗車

　・ボディ洗い

　・拭き上げ

　・ワックス

　・車内清掃

　・集金

２ビルクリーニング

　・窓拭き

　・階段等の高圧洗浄

　・校舎内モップ掛け

　・ワックス作業

３植栽管理

　・芝刈り

　・樹木の剪定

　・グラウンドの除草

令和4年度

単位数

／配当時数
児童生徒

2単位

70時間

1年6組（男子6名、女子4名）

2年6組（男子7名、女子3名）

3年6組（男子8名、女子2名）

目標：(知及技)知識及び技能　　(思判表力)思考力、判断力、表現力等　　(学･人)学びに向かう力･人間性等

評価：(知・技)知識・技能　　  (思･判･表)思考･判断・表現　　         (主学)主体的に学習に取り組む態度

年間目標

(知及技）流通やサービスに関することについて理解するとともに、関連する技術を身に付けるようにする。

　

(思判表力)流通業やサービス業に関する課題を発見し、職業人に求められる倫理観を踏まえ課題を解決する力を養う。

　

(学･人)職業人として必要な豊かな人間性を育み、よりより社会の構築を目指して自ら学び、社会貢献に主体的かつ協働的に取り組む

態度を養う。

１　商品管理

(１)リサイクル

（知・技）リサイクルの工程を理解し、材

料に応じた分別や結束等の技術を身に付け

る。道具の管理や使用法を身に付ける。

(思・判・表）作業工程における疑義を質

問したり相談したりできる。

２　清掃

（１）洗車

（知・技）洗車に必要な知識と技能や接客

の方法を身に付ける。洗車に必要な道具や

機器の管理や使用法を身に付ける

（思・判・表）作業工程や接客方法におけ

る疑義を質問したり相談したりできる。

（２）ビルクリーニング

（知・技）クリーニングに必要な知識と技

術を身に付ける。ビルクリーニングに必要

な道具や機器の管理や使用法を身に付け

る。

(思・判・表）作業工程における疑義を質

問したり相談したりできる。

（３）植栽管理

（知・技）植栽管理に必要な知識と技術を

身に付ける。植栽管理に必要な道具や機器

の管理や使用法を身に付ける。

(思・判・表）作業工程における疑義を質

問したり相談したりできる。

１古紙分別

　・サイズ毎の分別

　・紙の素材の分別

　・冊子類の分別及び結束

　・回収作業

　・段ボール分別

２廃材分別

　・金属類の解体及び分別

　・木材の分別

2

学

期

商品管理

（１）リサイクル

3

学

期

24



目標

学期
時数

月 単元・題材 単元目標 指導内容 教材・教具等 基礎的・基本的事項

介護士に求められ
るもの

介護士が身に付けてお
くべきことについて学
ぶ

・健康管理の重要性
・介護士の資質と倫理

自分の健康に気をつけ、管理できる能力を身に付
ける。

介護の関連職理解 介護に関する職種につ
いて理解する

・介護及び福祉関連職種について
調べ、発表する

介護関連職種について理解を深めることができ
る。

利用者理解（復
習）

高齢者の心身の特徴と
生活上の留意点につい
て理解を深める

・高齢者の生活と心身の特徴
・高齢者擬似体験

高齢者疑似体験
セット

高齢者の心身の特徴と生活上の留意点について理
解を深めることができる。

( 24 )

障がいの種類や心身の特
徴、生活上の留意点につ
いて理解を深める

・障がい者の生活と心身の特徴
・障がい者擬似体験

車いす等 障がいの種類や障がい者の心身の特徴、生活上の
留意点について、理解を深めることができる。

社会福祉施設につ
いて

社会福祉施設の種類につ
いて学ぶ

・施設の種類と特徴 施設見学を通して、各施設の特徴を理解すること
ができる。

各施設の対象者について
学ぶ

・対象者の理解 福祉施設を利用している方々の生活について理解
することができる。

コミュニケーショ
ン技術について

対人援助に必要なコミュ
ニケーション能力を身に
付ける

・手話、点字 点字版 コミュニケーション能力を身に付け、活用するこ
とができる。

( 26 )

利用者に応じたレクリ
エーション技術を学ぶ

・レクリエーション体験 福祉施設を利用している方々の生活について理解
することができる。

３
学
期

バリアフリー、ユニ
バーサルデザインにつ
いて学ぶ

・身近にあるバリアの検証
・バリアフリーとユニバーサルデ
ザインの違いを学ぶ

身近にあるユニ
バーサルデザイン

バリアフリー、ユニバーサルデザインについて理
解を深めることができる。

( 20 )

福祉マップの作成 ・地域のバリアフリーについて調
査し、福祉マップを作成する

地域の公共施設 福祉マップ作りを通して、自分が暮らす地域の福
祉について理解を深めることができる。

総　授　業　時　数（６４）

９
～
1
2
月

1
～
3
月

地域福祉について

年間指導計画　　第　２　学年　　「福祉  」　週時数（　２　時間）　　担当者 　照屋　茜

介護士としてのあり方を学ぶ。
私たちの身の回りにある福祉について学ぶ。

１
学
期

４
～
7
月

２
学
期



目標

学期
時数

月 単元・題材 単元目標 指導内容 教材・教具等 基礎的・基本的事項

社会福祉従事者に
求められるもの

社会福祉従事者の役割
について学ぶ

・社会福祉関連職種
・福祉従事者として求められる資質
や能力

プリント
社会福祉従事者や関連職種について理解を深めるこ
とができる。

利用者理解（復
習）

高齢者の心身の特徴と
生活上の留意点につい
て理解を深める

・高齢者の生活と心身の特徴
・高齢者擬似体験

高齢者疑似体験
セット

高齢者の心身の特徴と生活上の留意点について理解
を深めることができる。

( 24 )

生活を支える介護
（環境整備・運
動・移動）

環境を整え、安全に運
動・移動するための基
本的技術について学ぶ

・ベッドメイキング
・運動・移動の介護の注意点
・ボディメカニクスの活用

ベッド
リネン
杖
車いす等

安眠のために寝具やベッドまわりの清潔に配慮し、
環境を整えることができる。
からだの基本的なしくみや自然な動きを理解し、安
全な運動・移動の介護技術について理解を深めるこ
とができる。

生活を支える介護
（食事）

安全に食事を摂るため
の基本的技術について
学ぶ

・食事介助の基本
・安全な食事介助

自助具等
利用者の気持ちを考えながら、安全な食事介助の技
術を身につけることができる。

( 26 )

３

学

期

福祉従事者に必要
なコミュニケー
ション技術

利用者との信頼関係の
構築に必要なコミュニ
ケーション技術につい
て学ぶ

・傾聴、受容、共感の姿勢
・自己理解
・コミュニケーションの方法
・コミュニケーションの種類

プリント
非言語・言語両面の傾聴・受容・共感の技法につい
てロールプレイ等を用いながら理解を深めることが
できる。

( 14 ) 認知症について
認知症の種類や特徴的
な症状、基本的な姿勢
について学ぶ

・認知症の種類や特徴的な症状
・認知症の方への支援の方法

増加傾向にある認知症について学び、認知症高齢者
への適切な介護について理解を深めることができ
る。

・調理
・洗濯
・掃除
・裁縫
・衣類や寝具の衛生管理
・買い物
・家庭経営

調理器具（ユニ
バーサルデザイ
ン）
自助具
清掃用具
裁縫セット等

家庭科で学習した内容を踏まえ、高齢者の身体的特
徴に考慮した家事支援について理解を深めることが
できる。

総　授　業　時　数（64）

９
～

1

2

月

1
～

3

月

2022年度年間指導計画　　第　３　学年　　「福祉」　週時数（　２　時間）　　担当者 　仲地里奈、真喜屋頼子

身の回りにある福祉について学ぶ。
社会福祉に関する職業に必要な基礎的知識・基礎的技術を身につける。

４
～

7

月

２

学

期

１

学

期

家事支援における
介護技術

家事支援の具体的な知
識や技術について学ぶ



　各教科ごとに道徳教 　特設せず、指導内容 　様々な学校行事、 　体験的な活動などを

　育に関する指導目標 　は年間指導計画に基 　HR活動、生徒会活動 　通して、自信をつけ

　を明確にし、豊かな 　づき教育活動全体を 　を通し、他者との関わ 　自己を肯定的にとら

　心の育成に努める。 　通して指導する。 　り合いを学び、愛校心 　える感情を高める。

　や郷土愛を養う。

 ・生徒指導を通して、規範意識の育成を図る。  ・地域の人々との交流や地域行事への参加を通して、社会

 ・部活動を通して、体力の向上と共に、集団としての規律を 　 の一員としての自覚と郷土のよさへの気づきを促す。

　 学ぶことにより、集団への所属感や連帯感を深める。  ・家庭訪問や学級懇談会などを通して、保護者との信頼関

 ・安全教育を通して、安全についての意識の育成を図る。 　 係を築く。

 ・全体清掃など通して、環境の美化に努める態度を育成す  ・色々な学校との交流及び共同学習の推進を図る。

　 る。  ・生徒の個々の諸問題については、コーディネーターを中心

 ・緑と花にあふれた、潤いのある学校づくりを進める。 　 に各市町村の福祉課職員や地域専門相談員等の関係者

 ・現場実習を通して、適切な職業感の育成を図る。 　 でケース会議を持ち、支援の在り方を検討する。

 ・基本的な生活習慣の確立、及び望ましい集団活動の  ・１年生の早い時期に、出身中学校の元担任との情報交換

　 構築を図る。 　 会を抽出で行う。

特色ある取り組み・ 豊かな体験 家庭・ 地域・ 異校種・ 関係機関との連携

特別活動道徳各教科 総合的な学習の時間

・日本国憲法

・教育基本法

・学校教育法

・学習指導要領

・沖縄県教育委員会の

目標

＜教育課程委員会＞

・道徳教育の全体計画

の策定

・評価計画の実施

及び改善策の検討

　１、健康で明るく、たくましく、心豊かな人

　２、強い心を持ち、最後までやり抜く人

　３、自分で考えて、行動できる人

　４、楽しく働き、社会に貢献できる人

道徳教育重点目標

令和４年度　道徳教育全体計画

関係法令等

道徳教育の推進体制

生徒の実態

中部農林高等支援学校

学校教育目標

(1) 憲法及び教育基本法、学校教育法等の諸法令に則

り、県の教育施策を踏まえ、自ら学ぶ意欲を育て、学力の

向上を目指すとともに、豊かな心と健やかな体を育成し、

郷土の文化と伝統に誇りをもつ創造性・協調性に富む人

材を育成する。

(2) 生徒一人一人の特性等を最大限に発揮させ、将来の

職業的・社会的自立を図り、働く喜びと誇りをもち自他と

めざす生徒像

　ｲ　学校生活全般を通して、健全な社会生活を営む上で必要な規範意識を身につける。

　ｳ　安全教育を通して、日常生活に潜む危険を認識し、安全についての意識を高める。

　ｵ　基本的な生活習慣を確立し、望ましい集団活動を構築する。

　ｴ　就業体験を通して、適切な職業観を身につける。

・明るく素直で元気があ

る。

・協調性があり、学校行

事等積極的に関わるこ

とができる。

・自己肯定感がやや欠

如している生徒が多い。

・規範意識が希薄であ

る。

・家庭環境が複雑な生

徒が多い。

　ｱ　儀式的行事や集会等での講話を通して、一般的な道徳性を身につける。



月 時数 題材名 目標 主な内容 留意点

学級びらき

① 学級目標達成に向けて、協力していく心構えを

　　持つ。

② 学級活動の役割分担や目標設定作りなどを通し、

　　自主的活動ができる学級作りを目指す。

○担任、生徒の自己紹介

○学級目標,個人目標の設定

○学級委員長、副委員長の各種委員会決定

○週番、日直、清掃当番

・役割分担や班編成に偏りがないか確認し、自治的活動がスムーズ

　にできるように内容を明確にする。

・社会自立に向けて自分の課題を考える。

連休の過ごし方
①有意義な連休を過ごすため、規則正しい生活や、

　　外出時の心得等を確認する。

○連休の計画

○規則正しい生活

・生徒指導部と進路指導部の先生のお話を聞き、有意義な連休になる

　ように計画を立てる。

校内実習にむけて
①校内実習のねらいや意義を知る。 ○基本的なマナーの確認

（身だしなみ、あいさつ、言葉づかい等）

・生徒個々の職業に関する能力、適性に応じて適切な指導を行う。

・実習の評価、反省を基に生徒個々の課題を的確に捉え共通確認

　し学校教育活動全体で指導する。

身なりについて
①身なり指導週間の意義を知る。 ○学校の決まりを守る意義

○就労を意識した身なり

・身なりに関する生徒指導のきまりを理解し、守る態度を育てる。

・身なりを整えることは自分のためであり、就職に必要なことを知る。

 働くこととは
① 人は何のために働くのかを知る。 ○働くことの目的を考える。

○将来の職業を選ぶ基準について

・目的達成のために出来ること、やるべきことについて一緒に考え、

　実践につながるような指導を行う。

慰霊の日について
① 平和を愛する心を育てる｡ ○｢慰霊の日｣の意義を考える｡

○特設授業に参加し、感想文を書く。

・慰霊の日は､沖縄戦で亡くなった人々の霊を慰める日であることを理

　解させると同時に戦争を憎み､いつでも平和を愛する心情を育てる｡

7月
１学期の反省と夏休み

の過ごし方

① 自己の課題に気づき、２学期からの望ましい学校

　　生活について考える。

② 有意義な夏休みにするための計画を立てる。

○１学期の学習面・生活面を自己評価する。

○夏休みの生活指導、計画立案

・生徒指導部からの『夏休みの過ごし方』について確認する。

・個人面談により個々の課題や問題点について話し合い指導や助言

　を行う。

 ２学期の目標と計画 ① １学期の反省を踏まえて、２学期の目標を立てる。 ○２学期の自己目標の設定

○諸行事への取り組み計画

・個人面談により夏休みの過ごし方について話し合い課題や問題点

　について指導や助言を行う。

職業と人生
① 身近な職業の仕事内容と働く人々の生活を知り、将

来について考え、自分に合った職業について考える。

○多くの職業内容や働く人の生き方を知る。

○仕事内容やそれに伴う生活の違いを知る。

・進路指導部や保護者と連携して指導にあたる。

・求人票など資料を活用して情報共有し指導にあたる。

就業体験の心構え
① 就業体験のねらいを理解する。 ○活動計画や内容ついて

○参加の望ましい態度について

・進路指導部や保護者と連携して指導にあたる。

・前学期の評価を参考にする。

２学期就業体験にむけ

て
① 就業体験のねらいを理解する。 ○ねらいと日程についての確認 ・自主的、計画的に行えるよう配慮する。

健康的な社会生活
①タバコの害を理解し、健康を維持する心を育てる。

②薬物乱用について知る。

○アンケート調査

○タバコの害

・アンケート調査は生徒の実態に応じ慎重に行う。

・具体的な事例を用いてわかりやすく説明する。

 特別支援学校体育大

会に向けて

① 特別支援学校体育大会の意義を知る ○選手としてのマナーについて

○服装、行動、安全等について

・他校の生徒との交流の機会でもあることを意識し、積極的な参加を促

す。

農業祭にむけて
① 農業祭の主旨を理解する。 ○活動計画や内容ついて

○参加の望ましい態度について

・自主的に活動し仲間と協力して行事を成功させることを自覚する。

・地域との交流の機会だということを確認する。

２学期の反省と冬休み

の過ごし方

① ２学期の学習や生活態度を振り返る。

② ３学期に向けての自己の課題について考える。

③ 有意義な冬休みするために計画を立てる。

○２学期の学習面・生活面を自己評価する。

○冬休みの生活指導・計画立案

・生徒指導部からの『冬休みの過ごし方』について確認する。

・個人面談により生徒個々の具体的な課題や問題点について話し

　合い、実態に応じて指導や助言を行う。

3学期の目標と計画 ① ２学期の反省を踏まえて、３学期の目標を立てる。 ○３学期の自己目標の設定 ・３学期はまとめの学期であることを意識し自分の課題を再確認する。

校外学習にむけて
①校外学習の心構え ○公共施設の利用とマナーを確認する

○団体行動について

・身だしなみや態度に気をつけて行動できるよう確認する。

・睡眠や食事等を気をつけ、体調について自己管理ができる。

２月 ２年生に向けて
①２年生に向けての心構えを知る。

②先輩に対する感謝の気持ちを考える。

○卒業式に向けての取り組み

※メッセージや壁画作成

・儀式的行事にふさわしい礼儀（聞く態度、姿勢、身だしなみ）について

　確認する。

３月 １年の反省
① １年間の各自の生活を振り返り自己理解を

    深める。

○個人の反省

○２年生になる意義を話し合う

・２年へ進級する自覚を促し、激励する。

１月

20

総時数　 7 0 　 時間

９月

11月

１２月

１０月

26

第１学年  ＨＲ活動年間指導計画     週時数（１時間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者：大湾　里奈

４月

24５月

６月



月 時数 題材名 目標 主な内容 留意点

学級びらき ① 目標達成に向けて、協力していく心構えを持つ。

② 学級活動の役割分担や目標設定作りなどを通し、

　　自主的活動ができる学級作りを目指す。

○担任、生徒の自己紹介

○個人目標の設定

○学級委員長、副委員長の選出

○各種委員会、当番等の決定

・先輩になった自覚を促すとともに、学校ではいろいろな場面で中心

　的な存在になることを意識する。

・役割分担や班編成に偏りがないか確認し、自治的活動がスムーズ

　にできるように内容を明確にする。
連休の過ごし方 ①有意義な連休を過ごすため、規則正しい生活や、

　　外出時の心得等を確認する。

○規則正しい生活

○外出時の確認

・生徒指導部と進路指導部の先生の話を聞き、有意義な連休になる

　ように計画を立てる。
就業体験に向けて ①就業体験のねらいや意義を知る。

②社会自立に向けて自分の課題を考える。

○基本的なマナーの確認

（身だしなみ、あいさつ、言葉づかい等）

○やってはいけない行動等について

・生徒個々の職業に関する能力、適性に応じて適切な進路指導を行う。

・実習の評価、反省を基に生徒個々の課題を的確に捉え共通確認

　し学校教育活動全体で指導する。
身なりについて ①身なり指導週間の意義を知る。 ○学校の決まりを守る意義

○就労を意識した身なり

・身なりに関する生徒指導のきまりを理解し、守る態度を育てる。

・身なりを整えることは自分のためであり、就職に必要であることを知る。
 働くこととは ①人は何のために働くのかを知る。 ○働くことの目的について

○将来の職業を選ぶ基準について

・目的達成のため、やるべきことについて考え実践できるよう指導を行う。

・進路講話を聴き、働く意義を知る。
慰霊の日について ①平和を愛する心を育てる｡ ○｢慰霊の日｣の意義を考える｡

○特設授業に参加し、感想文を書く

・慰霊の日は､沖縄戦で亡くなった人々の霊を慰める日であることを理解

　し、同時に戦争を憎み､いつでも平和を愛する心情を育てる｡

7
１学期の反省と夏休みの

過ごし方

①１学期の学習や生活を反省する。

②自己の課題に気づき、今後の生活について考える。

○１学期の学習面・生活面の自己評価

○夏休みの生活指導、計画立案

・生徒指導部からの『夏休みの過ごし方』について確認する。

・個人面談により個々の課題について話し合い指導や助言を行う。

２学期の目標と計画 ①１学期の反省を踏まえて、２学期の目標を立てる。 ○２学期の自己目標の設定

○諸行事への取り組み計画

・2学期の行事を確認し、後輩をリードしながら自主的な活動ができるよう促

す。

本に親しむ ①本に親しみ、読書意欲を高める。 ○読書活動 ・自分の好きな本を紹介することにより、読書活動の幅を広げる。

・感想を発表し、読書活動の幅を広げる
職業と人生 ①身近な職業について内容とそこで働く人の生活を知

る。

○多くの職業内容や働く人の生活を知

る。

・進路指導部や保護者と連携して指導にあたる。

・実習先の評価を参考にする。
 自己の適性 ①適性の意味を考える。

②希望職種と適性する職種について考える。

○希望する職業の特色

○将来の夢

・職業選択について好きな職種、やりがい、仕事内容、給料、地域等

　いろいろな角度から共に考え、助言を行う。
 修学旅行にむけて

　その１

①修学旅行のねらいを理解する。

②協力して係活動を進める。

○ねらいと日程についての確認

○各係活動にむけての計画

・係活動等、自主的、計画的に行えるよう配慮する。

健康的な社会生活 ①タバコの害を理解し、健康を維持する心を育てる。

②薬物乱用について知る。

○アンケート調査

○タバコの害

・アンケート調査は生徒の実態に応じ慎重に行う。

・具体的な事例を用いてわかりやすく説明する。
 特別支援学校体育大会

に向けて

①特別支援学校体育大会の意義を知る。 ○選手としてのマナーについて

○公共施設の利用マナーについて

・他校の生徒との交流の機会でもあることを意識し積極的に参加が

　できるように指導する。
即売会に向けて ①即売会の主旨を理解する。 ○活動計画や内容ついて

○参加の望ましい態度について

・自主的に活動し仲間と協力して行事を成功させることを自覚する。

・地域との交流の機会だということを確認する。
２学期の反省と冬休みの

過ごし方

①２学期の学習や生活態度を振り返る。

②３学期に向けての自己の課題について考える。

③有意義な冬休みするために計画を立てる。

○２学期の学習・生活面を自己評価す

る。

○冬休みの生活指導・計画立案

・生徒指導部からの『冬休みの過ごし方』について確認する。

・個人面談により生徒個々の具体的な課題や問題点について話し

　合い、実態に応じて指導や助言を行う。
3学期の目標と計画 ①２学期の反省を踏まえて、３学期の目標を立てる。 ○３学期の自己目標の設定 ・３学期はまとめの学期であることを意識し最上級生を迎えるにあ

　たり、自分の課題を再確認する。
修学旅行に向けて

　その２

①旅行の心構え

②体調管理

○公共施設の利用とマナーを確認する

○団体行動について

○体調管理、荷物管理

・身だしなみや態度に気をつけて行動できるよう確認する。

・睡眠や食事等を気をつけ、体調について自己管理ができるよう

　声かけする。

2
卒業式に向けて ①卒業式に向けての心構えを知る。

②先輩に対する感謝の気持ちを考える

○卒業式に向けての取り組み

※メッセージや壁画作成

・卒業の門出にふさわしい礼儀（聞く態度、姿勢、身だしなみ）に

　ついて確認する。

3
１年の反省と最上級学年

になる心構え

①１年間の各自の生活を振り返り自己理解を深める。

②心構えや決意を述べる。

○個人の反省

○最上級生になる意義を話し合う

・３年へ進級する自覚を促し、激励する。

第２学年  ＨＲ活動年間指導計画     週時数（１時間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者：坂元　梨奈子

総時数　7 0 　時間

12

4

5

9

26

10

11

1

24

20

6



月 時数 題材名 目標 主な内容 留意点

学級びらき

① 学級目標達成に向けて、協力していく心構えを
　　持つ。
② 学級活動の役割分担や目標設定作りなどを通し、
　　自主的活動ができる学級作りを目指す。

○担任、生徒の自己紹介
○学級目標の設定
○個人目標の設定
○学級委員長、副委員長の選出
○各種委員会の決定
○週番、日直の取り組み
○清掃当番

・役割分担や班編成に偏りがないか確認し、自治的活動がスムーズ
　にできるように内容を明確にする。
・先輩になった自覚を促すとともに、学校ではいろいろな場面で中心
　的な存在になることを意識する。
・社会自立に向けて自分の課題を考える。

連休の過ごし方

①有意義な連休を過ごすため、規則正しい生活や、
　　外出時の心得等を確認する。
②事故や安全に気をつけ有意義な連休を過ごせた
　　か確認する。

○連休の計画
○規則正しい生活
○外出時の確認

・生徒指導部と進路指導部の先生の話を聞き、有意義な連休になる
　ように計画を立てる。

就業体験に向けて

①就業体験のねらいや意義を知る。 ○基本的なマナーの確認
（身だしなみ、あいさつ、言葉づかい等）
○やってはいけない行動等について

・生徒個々の職業に関する能力、適性に応じて適切な進路指導を
　行う。
・実習の評価、反省を基に生徒個々の課題を的確に捉え共通確認
　し学校教育活動全体で指導する。

身なりについて

①身なり指導週間の意義を知る。 ○学校の決まりを守る意義
○就労を意識した身なり

・身なりに関する生徒指導のきまりを理解し、守る態度を育てる。
・身なりを整える事は自分のためであり就職に必要である事を知る。

 働くこととは

① 人は何のために働くのかを知る。 ○働くことの目的を考える。
○将来の職業を選ぶ基準について

・目的達成のためにできること、やるべきことについて一緒に考え、
　実践につながるような指導を行う。
・進路講話を聴き、働く意義を知る。

慰霊の日について
① 平和を愛する心を育てる｡ ○｢慰霊の日｣の意義を考える｡

○特設授業に参加し、感想文を書く。
・慰霊の日は､沖縄戦で亡くなった人々の霊を慰める日であることを理
　解させると同時に戦争を憎み､いつでも平和を愛する心情を育てる｡

7月

１学期の反省と夏休
みの過ごし方

① １学期の学習や生活を反省する。
② 自己の課題に気づき、２学期からの望ましい学校
　　生活について考える。
③ 有意義な夏休みにするための計画を立てる。
④キャリアパスポート（１学期のまとめ）

○１学期の学習面・生活面を自己評価
　　する。
○夏休みの生活指導、計画立案

・生徒指導部からの『夏休みの過ごし方』について確認する。
・個人面談により個々の課題や問題点について話し合い指導や助言
　を行う。
・学級懇談会では保護者どうしの親睦が図れるよう、話し合いの内容
　や進め方に配慮する。

 ２学期の目標と計画 ① １学期の反省を踏まえて、２学期の目標を立てる。
②学園祭へ向けて。主旨を理解し、学級で話し合い、
内容を計画する。

○２学期の自己目標の設定
○諸行事への取り組み計画
○学園祭へ向けての計画

・学級目標と個人の目標について関連づける。
・2学期はいろいろな行事があり、後輩をリードしながら自主的に活動
　することを自覚する。
・個人面談により夏休みの過ごし方について話し合い課題や問題点
　について指導や助言を行う。

本に親しむ
① 本に親しみ、読書意欲を高める。 ○読書活動 ・自分の好きな本を紹介することにより、読書活動の幅を広げる。

・感想を発表し、読書活動の幅を広げる。

９月

第３学年  ＨＲ活動年間指導計画     週時数（１時間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者:小濱　寿　 

４月

24
５月

６月



題材名 目標 主な内容 留意点

職業と人生

① 自分の身近な職業について仕事内容とそこで働く
　　人々の生活を知る。
② 将来の職業生活を考え、自分の適性に合った職業
　　をについて考える。

○多くの職業内容やそこで働く人の生き
   方を知る。
○仕事内容やそれに伴う生活の違いを
   知る。

・進路指導部や保護者と連携して指導にあたる。
・実習先の評価を参考にする。

 自分の適性
① 適性の意味を考える。
② 希望職種と適性する職種について考える。

○希望する職業の特色
○将来の夢

・職業選択について好きな職種、やりがい、仕事内容、給料、地域等
　いろいろな角度から一緒に考え、助言を行う。

健康的な社会生活
①タバコの害を理解し、健康を維持する心を育てる。
②薬物乱用について知る。

○アンケート調査
○タバコの害

・アンケート調査は生徒の実態に応じ慎重に行う。
・具体的な事例を用いてわかりやすく説明する。

 特別支援学校体育
大会に向けて

① 特別支援学校体育大会の意義を知る。 ○選手としてのマナーについて
○服装、行動、安全等について
○公共施設の利用について

・他校の生徒との交流の機会でもあることを意識し積極的に参加が
　できるように指導する。

農業祭に向けて

① 農業祭の主旨を理解する。 ○活動計画や内容ついて
○参加の望ましい態度について

・自主的に活動し仲間と協力して行事を成功させることを自覚する。
・地域との交流の機会だということを確認する。

２学期の反省と冬休
みの過ごし方

① ２学期の学習や生活態度を振り返る。
② ３学期に向けての自己の課題について考える。
③ 有意義な冬休みするために計画を立てる。
④キャリアパスポート（２学期のまとめ）

○２学期の学習面・生活面を自己評価す
る。
○冬休みの生活指導・計画立案

・生徒指導部からの『冬休みの過ごし方』について確認する。
・個人面談により生徒個々の具体的な課題や問題点について話し
　合い、実態に応じて指導や助言を行う。

3学期の目標と計画
① ２学期の反省を踏まえて、３学期の目標を立てる。 ○３学期の自己目標の設定 ・３学期はまとめの学期であることを意識し最上級生を迎えるにあ

　たり、自分の課題を再確認する。

仕事と生活

①卒業後の余暇活動について考える。
②社会生活で守るべきマナーについて確認
　する。

○具体例をあげ余暇活動について
  話し合う。
○一般的なマナーについて。

・卒業後の余暇活動について考える。
・社会生活を円滑に送るためにマナーを守るよう自覚を
　促す。

２月 卒業式に向けて

①卒業式に向けての心構えを知る。 ○卒業式に向けての取り組み

※学校内外の美化活動

・卒業の門出にふさわしい礼儀（聞く態度、姿勢、身だしなみ）に
　ついて確認する。

３月
高校生活の反省と
卒業後の抱負

①高校生活を振り返る。
②卒業後の抱負を考える。

○卒業後の抱負を発表する。 ・高校生活を振り返り、社会人としての自覚を促す。

１月

20

総時数　70　時間

11月

１２月

１０月

26



目標

学期
時数

月 教材・教具等 基礎的・基本的事項

・進んで行事に参加する。

・働くために必要な力をつける。
・身だしなみを整える。
・静かに話が聞ける。
・みんなと協力できる。

・目標を持ち自主的に学習に取り組む。

年間指導計画　　第１学年　　「　スキルアップタイム　」　週時数（　５　時間）　　担当者　大湾　里奈

 ・自己の課題に気づき、主体的に取り組む意欲や態度を養う。
 ・自己の進路に向けた資格・検定取得、社会的なマナー等を身につけるための学習や活動を行う。

指 導 内 容

年
間
を
と
お
し
た
指
導

　
　
4
月
～
3
月

 ○朝のSHRや帰りのSHRの司会・日程確認
 
 ○年間行事や月行事、週の日程を確認し、今後の予定や自分の役割を把握す
ることができる。

 ○基本的な生活習慣の確立に向けた指導

 ○集会などへ参加する際の心構え。

 ○行事へ向けた取り組み
　　（農業クラブ大会・特体連体育大会・駅伝・農業祭・校外学習）

 ○進路へ向けた取り組み（校内実習や就業体験等）

 ○身なり等の生徒指導（毎月第1週目）

 ○日々の清掃をきちんとする。

（個別課題）
 ○危険物取扱者資格試験など各種検定試験への取り組み（4～3月）
 ○漢検合格へ向けての階級に応じた学習(4月～3月）

・月～金まで毎朝25分と６校時後25分（合計50分）の時間設定で行う。
・始業時間前と６校時後の時間帯でのボランティア活動（清掃等）や係活動も関連付けて行う。

・スキルアップに含む職業の評価については、職業の年間指導計画に記載

・会の司会、進行ができる。
・忘れ物をしない。
・持ち物の整理整頓と管理
・身体の清潔
・進んで挨拶できる。
・時間のけじめ（時間を守る）。
・マナーを守る。
・清掃道具の扱い方

備
考

総授業時数（　194　）時間

マナーブック
清掃道具

進路の手引き
テキスト



目標

時数 月 教材・教具等 基礎的・基本的事項

総授業時数　190時間

備考
・月～金まで毎朝25分と６校時後25分（合計50分）の時間設定で行う。
・始業時間前と６校時後の時間帯でのボランティア活動（清掃等）や係活動も関連付けて行う。
・スキルアップに含む職業の評価については、職業の年間指導計画に記載

朝の会の進め方

鏡、爪切り
身なりチェック表

授業・行事予定表
メモ帳

○基本的な生活習慣の確立
　・朝の会を通して挨拶、出席確認、健康観察、諸連絡等を行う

○身なりチェック
　・制服、髪、爪、ひげ等（身体の保清にも留意する）
　・月初め(１週間)は身なり指導週間としてチェック表に記入

○整理整頓
　・自己の持ち物管理、机、ロッカー等の点検

○スケジュール管理
　・日程の確認、必要な事項のメモ等

・進んで挨拶ができる。
・時間を守る（遅刻しない、時間のけじめ）。
・きちんと身なりを整えることができる。
・提出物、学習用具等を忘れない。
・持ち物の整理整頓ができる。
・会の司会進行ができる。
・必要な連絡ができる。

・進んで行事に参加する。
・各自の役割を果たすことができる。
・静かに話が聞ける。
・一般的なマナーを守ることができる。

○進路決定に向けた取り組み
　・就業体験事前、事後学習と関連して(実習先での面接等)
　・就業体験の評価より

進路のしおり
実習評価票

・就労意欲がある。
・自己紹介や受け答えができる。
・自己の課題把握ができる。

年間指導計画　　第２学年　　「    スキルアップタイム     」　週時数（　５　時間）　　担当者 　坂元　梨奈子

 ・自己の課題に気づき、主体的に取り組む態度を養う。
 ・自己の進路に向けた資格・検定取得、ビジネスマナー等を身につけるための課題学習を行う。

指 導 内 容

190

4
月
～
3
月
　
　

（
年
間
を
通
し
て
指
導

）○個別課題
　・資格、検定試験に向けて
　　（危険物取扱者、ボイラー取扱者、漢検、サービス接遇検定等）

○読書

テキスト
練習問題プリント

・目標を持ち自主的に学習する。

・本に親しむ。

○集会や行事参加の取り組み
　・農業クラブ大会・特体連体育大会・駅伝・体育祭・即売会・修学旅行・校外学習
　・全体集会、交通安全講話、講演会等

行事資料等



目標

時数 月 教材・教具等 基礎的・基本的事項

年間指導計画　　第３学年　　「   スキルアップタイム    」　週時数（5時間）　　担当者 　小濱　寿

 ・自己の課題に気づき、主体的に取り組む態度を養う。
 ・自己の進路に向けた資格・検定取得、ビジネスマナー等を身につけるための課題学習を行う。

指 導 内 容

183

4
月
～
3
月
　
　

（
年
間
を
通
し
て
指
導

）

○個別課題
　・資格、検定試験に向けて
　　（危険物取扱者、ボイラー取扱者、漢検、ワープロ検定等）

○読書
○キャリアパスポートの取り組み（小学校からの振り返り、学期ごとの振り返り、行
事についての振り返り、卒業年度の振り返り、働くことに関して）

○清掃
○帰りの会
　明日の日程確認(自己スケジュール管理）

テキスト
練習問題プリント

本（各自で準備）
キャリアパスポート
ファイル

分担区域の清掃当番
表
帰りの会の進め方

・目標を持ち自主的に学習する。

・本に親しむ。
・キャリアパスポートを活用して、生徒自身で、学びを振
り返り、成長を自己評価できる。

・決められた分担区域や教室等の清掃を当番活動を組
んで協力して行う。
・１日を振り返りその日の感想を発表することができる。

○集会や行事参加の取り組み
　・農業クラブ大会・特体連体育大会・駅伝・学園祭・即売会・校外学習
　・全体集会、交通安全講話、講演会等

行事資料等

総授業時数　183時間

備考
・月～金まで毎朝25分と６校時後25分（合計５０分）の時間設定で行う。
・始業時間前と６校時後の時間帯でのボランティア活動（清掃等）や係活動も関連付けて行う。
・スキルアップに含む職業の評価については、職業の年間指導計画に記載

朝の会の進め方シナ
リオ

鏡、爪切り
身なりチェック表

授業・行事予定表
時間割表

メモ帳

○基本的な生活習慣の確立
　・朝の会を通して挨拶、出席確認、健康観察、諸連絡等を行う

○身なりチェック
　・制服、髪、爪、ひげ等（身体の保清にも留意する）
　・月初め(１週間)は身なり指導週間としてチェック表に記入

○整理整頓
　・自己の持ち物管理、机、ロッカー等の点検

○スケジュール管理
　・日程の確認、必要な事項のメモ等

・進んで挨拶ができる。
・時間を守る。（遅刻しない、時間のけじめ）
・きちんと身なりを整えることができる。
・提出物、学習用具等を忘れない。
・持ち物の整理整頓ができる。
・会の司会進行ができる。
・必要な連絡ができる。

・進んで行事に参加する。
・各自の役割を果たすことができる。
・静かに話が聞ける。
・一般的なマナーを守ることができる。

○進路決定に向けた取り組み
　・就業体験事前、事後学習と関連して(実習先での面接等)
　・就業体験の評価より

進路のしおり
実習評価票

・就労意欲がある。
・自己紹介や受け答えができる。
・自己の課題把握ができる。


