
平成２８年度シラバス（国語） 学番２６ 新潟県立新発田商業高等学校

教科（科目） 国語（現代文） 単位数 ３ 学年（コース） ３学年（商業科・情報処理科）

使用教科書 「現代文」Ｂ（第一学習社）

副 教 材 等 「新国語便覧」（第一学習社） 「高校漢字必携」（第一学習社）

１ 学習目標

近代以降の様々な文章を的確に理解し、適切に表現する能力を高めるとともに、ものの見方、感じ方、考え方を深

め、進んで読書することによって、国語の向上を図り人生を豊かにする態度を養う。

２ 指導の重点

「小説」「評論」「随想」「詩・短歌・俳句」などのジャンルを、バランスよく体系的に学習し、的確に理解する能

力を中心に総合的な言語能力を養い、生徒自らが考えを深め発展させるため、話すこと・聞くこと、書くこと及び

読むことについて相互に密接な関連を図り、国語の活用能力の向上を目指す。

３ 学習計画

単元名 教材 主要学習領域 学習活動（指導内容） 時間 評価方法

１ 評論 「写真の持つ力」 ①③④⑤ 文章全体の論理展開を把握する。段 ・提出物

学 （長倉 洋海） 落分けやキーワードの抽出を行い、評 ・小テスト

期 論文を読む技術を習得させる。 ・授業への参加姿

中 小説 「タオル」 ①②④⑤ 読解力を深め、小説に対する関心を １６ 勢や態度

間 （重松 清） 高める。言語表現の豊かさ、面白さを

考 学ぶ。 ・中間考査

査

１ 評論 「未来世代への責 ①③④⑤ 具体的事例および説明と、筆者の意 ・提出物

学 任」 見の提示とを正しく把握し、叙述に即 ・小テスト

期 （岩井 克人） して内容を理解し、考える態度を養う。 ・授業への参加姿

期 勢や態度

末 小説 「檸檬」 ①②④⑤ すぐれた短編小説の持つ綿密な構成 ２２

考 （梶井 基次郎） を理解し、鑑賞法を学ぶ。文章表現の ・期末考査

査 豊かさ、構成の妙を味わい、想像力・

感受性を豊かにする。

２ 評論 「身体の個別性」 ①③④⑤ 筆者の論の根幹をなす「身体」とい

学 （浜田寿美男） う概念を理解する。

期 小説 「おおるり」 読解力を深め、小説に対する関心を ・提出物

中 （三浦哲郎） 高める。 ２５ ・小テスト

間 詩 「足と心」 ①②④⑤ 近・現代詩の優れた作品の、さまざ ・授業への参加姿

考 （中桐雅夫） まな技法、イメージ、レトリックを学 勢や態度

査 び、おり込められた世界認識の方法や ・中間考査

枠組みを学ぶ。

２ 小説 「 舞姫」 ①②④⑤ 近代を代表する小説に触れ、描かれた ・提出物

学 （森 鷗外） 人物・情景・心情などを読み取り、特 ・小テスト

期 に心理小説の面白さを味わう。 １９ ・グループ学習へ

期 グループ学習により、班ごとに課題・ の参加姿勢や態

末 テーマについて、話し合い、発表する。 度

考 グループ学習により、班ごとに課題・ ・期末考査



査 テーマについて、話し合い、発表する。

学 評論 「定型があってこ ①③④⑤ 論理構成を正確に把握するために、 ・提出物

年 そおもしろい」 例示と説明・意見との関係や、対比や ・小テスト

末 （高野 公彦） 類似の表現に着眼、把握する。 ２３ ・授業への参加姿

考 タイトルの意義に注目し、この小説 勢や態度

査 小説 「枯野抄」 ①②④⑤ において「枯野」とは何か、「夢」とは ・学年末考査

（芥川龍之介） 何かといったことを考える。

４ 課題・提出物等

・授業ノート ・授業で使用したプリントやワークシート

５ 評価規準と評価方法

観点 ①関心・意欲・態度 ②話す・聞く能力 ③書く能力 ④読む能力 ⑤知識・理解

・理解したことや自 ・目的や場に応じ ・相手や目的、課題 ・文章の構成・展 ・文法、表記、語彙

評価規準 分の考えを進んで て、教師の指示や に応じた適切な 開・要旨などを正 等を理解し、知識

表現し、伝え合お 友人の意見を的確 表現や必要な情 しくとらえてい を身につけるこ

うとしている。 に聞き取ってた 報を用いて文章 る。 とで、自身の読解

・言葉遣いや文体な り、話したりして を書き、自身の考 ・文章中の人物、情 や表現に役立て

ど表現を尊重し、 いる。 えを深め発展さ 景、心情の描写な ている。

場や目的に応じて ・様々な問題に対し せている。 どを表現に即して ・さまざまな文章に

工夫しようとして 自分の考えを筋道 ・論理的な構成を工 読み味わってい 触れ日本の言語

いる。 を立てて述べてい 夫して、自分の考 る。 文化や言葉の特

・分からないことや る。 えが読み手に伝 ・目的に応じ文章を 徴について知り

興味のあることに ・課題を解決した わるよう文章に 幅広く読んで、書 理解している。

ついて、積極的に り、考えを深め発 まとめる。 き手の主張や文章 ・常用漢字の読みに

調べ、自身の向上 展させたりするた ・優れた表現に接し の内容をとらえ、 慣れ、主な常用漢

を図ろうとしてい めに、相手の立場 てその条件を考 共感や疑問をもつ 字が書けるよう

る。 や考えを尊重して え、自身の文章表 ことで自分の考え になっている。

話し合っている。 現に生かしてい を深め発展させて

る。 いる。

・学習活動への参加 ・学習活動への参加 ・学習活動への参 ・小テスト ・小テスト

評価方法 姿勢や態度 姿勢や態度 加姿勢や態度 ・授業ノート ・授業ノート

・授業の予習 ・発表、報告などの ・授業ノート ・提出された課題 ・提出された課題

・授業ノート 姿勢や態度 ・提出された課題 ・定期考査 ・定期考査

・提出された課題 ・授業での発言 ・定期考査

・授業ノート

・提出された課題

６ 担当者からの一言

「現代文」の授業では、様々な文章を読むことをとおして、物事を的確に理解する力や、適切に表現する能力を

高めること、また思考力や想像力、認識力を伸ばし、人間や社会、文化、自然などに対する自分の考えを深め発展

させることを目指します。これらの力は、みなさんの今後の人生を豊かにするために重要なものです。語句の意

味・用法を的確に理解し、語彙を豊かにすることや、文体や修辞などの表現上の特色にも注意しながら文章を

読むことを心がけてください。

これから社会に踏み出す人間として、自他の尊重と協調の精神を育て、生き生きとした言語活動により相互理

解を深めることのできる国語力を身に付けられるよう努力しましょう。


