評 価 計 画

令和２年度

教科

国語

履修学年

新編 新しい国語２
（東京書籍）
使用教科書
新編 新しい書写
（東京書籍）

２年

指導時間 158時間

補助教材

東京都立富士高等学校附属中学校

石井

担当者

ステップ別常用漢字（浜島書店）
中学生の文法（とうほう）
改訂版国語便覧（浜島書店）
中学実力練成テキスト国語２年（文
理）

区分

由紀
必修

国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し、伝え合う力を高めるとともに、思考力や想像力を養い言語感覚を豊かにし、
教科の目標 国語に対する認識を深め国語を尊重する態度を育てる。
評価規準

小
説
・
詩

説
明
文
・
評
論
文

古
典

文
法

漢
字
・
書
写

国語への関心・意欲・態度
話す・聞く能力
・表現を支える言葉の力 ・自分の読みに基づい
に注目し、その表現を読 て音読により表現して
み味わおうとしている。 いる。
・作品から得られた新し
い情報を糸口に、関心を
持った事柄について調べ
たりまとめようとしてい
る。

・互いの読みを発表し
あい、理解しあってい
る。

・言葉の意味や使い方に
ついて考え、意味の理解
や言葉の使い方に役立て
ようとしている。

・意図に応じて説得力
のある表現の仕方を工
夫し、話したり聞いた
りしている。

・人間や社会について考
え、人間が主体的に行動
するきっかけと意味につ
いて自分なりの意見を持
とうとしている。

・文章の展開につい
て、理由も含めわかり
やすく説明しあってい
る。

学級編成
観点別の
評価基準

評定基準
５段階

読む能力

言語についての知識・理解・技能

・表現に即して人物の変 ・文脈上の語句の意味を、
化を的確に捉え、説明し 正確に、的確に理解してい
ている。
る。

・自分の読みを見直
し、主題を簡潔な文章
で書いている。

・作品に表現されている
情景や心情を、イメージ
豊かに読みとっている。

・言葉の続きや切れ方
に注意して、ゆったり
･短歌に興味を持ち、作品 と音読している。
を味わおうとしている。

・表現に即して、自分な
りの読みを持ち、それを
根拠立てて説明してい
る。
・必要な材料を集めて
書くことにより、自分
のものの見方を深めて
いる。

・キーワードの意味を辞 ・抽象的概念を表す言葉に
書的な意味に基づいて文 ついて知識を深めている。
脈の中で理解している。
・接続語や指示語の働きを
・論理の展開を、接続語 理解している。
や指示語に注目して理解
している。
・説得力のある表現にする
ための慣用句、対義語類義
・段落相互の関係を理解 語等の語彙を増やしてい
している。
る。

・文体を生かして音読･ ・作品に登場する人物
朗読している。
について、その人物像
をまとめている。
・漢文訓読調の文章を
すらすら音読してい
・作品を読んで、自分
る。
の考えを書きとめてい
・漢文の訓読に興味を持
る。
ち、自ら試みている。
・読みとったことを聞
き手によくわかるよう
に発表している。

・語り手の意図を理解し ・古典特有の言葉の意味を
ている。
理解している。

・各品詞の文法上の性質 ・話すとき、聞くとき
を知り、自分の言語活動 に、言葉を文法に正し
に生かそうとしている。 く使っているかを話し
合い、言語活動を振り
返っている。

・品詞の性質について
学んだ知識を活用し
て、正確な文章を書い
ている。

・各品詞の用法に注意し ・各品詞に関する知識を身
て、文･文章を正確に読み につけている。
とっている。
・用言の活用を正確に習得
している。

・漢字の音訓や様々な読
みに関心を持ち、身の回
りの語で確かめようとし
ている。

・学年別漢字配当表に
示されている漢字につ
いて、文や文章の中で
使い慣れている。

・第１学年までに学習し
た常用漢字に加え、その
他の常用漢字のうち350字
から400字程度を読んでい
る。

・目的や必要に応じて適
切な書体を選んで書こう
としている。

・目的や必要に応じ
て、楷書又は行書を選
んで書いている。

・作品に興味を持ち、語
り手がどのように時代を
見、どのように語ろうと
しているかを読みとろう
としている

・場面の展開、出来事の ・漢文訓読の初歩的な知識
推移、人物像、心情の変 を習得している。
化を読みとっている。
・傍訳や書き下し文を助
けに読み、文章の内容を
捉えている。

・熟字訓、湯桶読み、重箱
読みの語を知り、的確に
使っている。
・文脈を考えて同音異義
語、同訓異字を書き分けて
いる。
・漢字の行書とそれに調和
した仮名を書き、楷書又は
行書を選んで書いている。

・授業への取り組み
・提出物
主な評価資料 ・小テスト
・音読･暗唱テスト
・定期考査
評価の割合

書く能力
・自分の選んだ短歌に
ついて、的確に説明す
る文章を書いている。

20%

・授業への取り組み
・発表活動
・提出物（プリント）

20%

・授業への取り組み
・提出物（ノート、プ
リント、書写の作品）
・定期考査

・授業への取り組み
・提出物（ノート、プリ
ント）
・定期考査

20%

・通常の学級で一斉授業を基本とする。
・単元によっては、グループ活動、ペアワーク等を適宜取り入れる。
A 十分満足できると判断されるもの
・・・８０％以上の達成
B 概ね満足できると判断されるもの
・・・５０％以上８０％未満の達成
C 努力を要すると判断されるもの
・・・５０％未満の達成
５ 十分満足でき、特に程度の高いもの
・・・９０％以上の達成
４ 十分満足できると判断される
・・・８０％以上９０％未満の達成
３ 概ね満足できると判断されるもの
・・・５０％以上８０％未満の達成
２ 努力を要すると判断されるもの
・・・２０％以上５０％未満の達成
１ いっそうの努力を要すると判断されるもの ・・・２０％未満の達成

20%

・定期考査
・提出物（ワークブック、
書写の作品）
・小テスト
・音読・暗唱テスト

20%

評

令和2年度

教科

社会

履修学年

２年

価

計

指導時間

画

東京都立富士高等学校附属中学校

123時間

担当者

田村 恵

・中学校社会科地図（帝国
書院）
・資料カラー歴史（浜島書店）
使用教科書
補助教材 ・中学実力練成テキスト（歴史）
区分
必修
・新しい日本の歴史（育鵬
社）
・広い視野に立ち、社会的諸事象に対する関心を高め、諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し、日本や世界の歴
教科の目標
史に対する理解を深める。

社会的な思考・判断

資料活用の技能・表現

社会的事象についての知識・理解

国家の形成と天皇・貴族の政治
の展開のあらましや文化などに
対する関心を高め、意欲的に追
古代までの 究し、文化遺産を尊重しようと
する。
日本

国家の形成と天皇・貴族の政治
の展開のあらましや文化などか
ら課題を見出し、歴史の流れと
時代の特色を多面的・多角的に
考察している。

国家の形成と天皇・貴族の政治
の展開のあらましや文化などに
関する様々な資料を収集し、適
切に選択して活用するととも
に、追究し考察した結果をまと
めたり、説明したりしている。

国家の形成と天皇・貴族の政治
の展開のあらましや文化の特色
などを、我が国の歴史とかかわ
る東アジアの歴史を背景に理解
し、その知識を身につけてい
る。

武家政権の成立とその後の政
治、社会、文化の動きに対する
関心を高め、意欲的に追究し、
中世の日本 文化遺産を尊重しようとする。

武家政権の成立とその後の政
治、社会、文化の動きから課題
を見出し、歴史の流れ時代の特
色を多面的・多角的に考察して
いる。

武家政権の成立とその後の政
治、社会、文化の動きに関する
様々な資料を収集し、適切に選
択して活用するとともに、追究
し考察した結果をまとめたり、
説明したりしている。

武家政権の成立とその後の政
治、社会、文化の動きを、我が
国の歴史とかかわる東アジア世
界の歴史を背景に理解し、その
知識を身につけている。

近世社会の成立とその後政治、
社会、文化に対する関心を高
め、意欲的に追究し、文化遺産
を尊重しようとする。

近世社会の成立とその後の政
治、社会、文化から課題を見出
し、歴史の流れと時代の特色を
多面的・多角的に考察してい
る。

近世社会の成立とその後の政
治、社会、文化に関する様々な
資料を収集し、適切に選択して
活用するとともに追究し考察し
た結果をまとめたり、説明した
りしている。

近世社会の成立とその後の政
治、社会、文化の特色を、我が
国の歴史とかかわる世界の歴史
を背景に理解し、その知識を身
につけている。

我が国の近現代の歴史とそれに
関わる世界の動きに対する関心
を高め、意欲的に追究し、国際
近現代の日 協調の精神を養い国民としての
本と世界 自覚をもとうとする。

我が国の近現代の歴史とそれに
関わる世界の動きから課題を見
出し、歴史の流れと現代の特色
を多面的・多角的に考察し、公
正に判断している。

我が国の近現代の歴史とそれに 我が国の近現代の歴史とそれに
関わる世界の動きに関する様々 関わる世界の動きを理解し、そ
な資料を収集し、適切に選択し の知識を身につけている。
て活用するとともに、追究し考
察した過程や結果をまとめた
り、説明したりしている。

・提出物、ワークシート
・授業の様子、小テスト、課
題、定期考査

・提出物、ワークシート
・小テスト、定期考査

評価規準

近世の日本

主な評価資料

社会的事象への関心・意欲・態度

・提出物、ワークシート
・授業の様子、定期考査

25%

評価の割合

25%

25%

学級編成 ・クラス単位

Ａ

観点別の
Ｂ
評価基準

Ｃ
５
４
評定基準 ３
５段階
２
１

十分満足できると判断されるもの
概ね満足できると判断されるもの
努力を要すると判断されるもの
十分満足でき、特に程度の高いもの
十分満足できると判断される
概ね満足できると判断されるもの
努力を要すると判断されるもの
いっそう努力を要すると判断されるもの

・・・８０％以上の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
・・・５０％未満の達成
・・・９０％以上の達成
・・・８０％以上９０％未満の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
・・・２０％以上５０％未満の達成
・・・２０％未満の達成

・提出物、ワークシート
・授業の様子、小テスト、定期
考査

25%

評 価 計 画

令和２年度
教科

使用教科書

数学

履修学年

「中学数学２」
（教育出版）

2年

指導時間

東京都立富士高等学校附属中学校
158時間

担当者

四訂版
「体系数学１・２(代数編)・１・２（幾何編）」
（数研出版）
補助教材
四訂版対応
「体系問題集数学１・２(代数編)・１・２（幾何
編）【発展】」（数研出版）

能澤 宮本 佐藤

区分

必修

数学的活動を通して，数量や図形などに関する基礎的な概念や原理・法則についての理解を深め，数学的な表現
教科の目標 や処理の仕方を習得し，事象を数理的に考察し表現する能力を高めるとともに，数学的活動の楽しさや数学のよさ
を実感し，それらを活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる。
数学への関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

数学的な技能

数量・図形などについての知識・理解

様々な事象を数の平方
根、多項式、二次方程式
などで捉えたり、それらの
性質や関係を見いだした
りするなど、数学的に考え
表現することに関心を持
ち、意欲的に数学を問題
の解決に活用して考えた
り判断したりしようとしてい
る。
様々な事象を平行線や
三角形の角の性質、三角
形の合同条件などで捉え
たり、平面図形の基本的
な性質や関係を見いだし
たりするなど、数学的に考
え表現することに関心を
もち、意欲的に数学を問
題の解決に活用して考え
たり判断したりしようとして
いる。
様々な事象を関数でとら
えたり、表、式、グラフなど
で表したりするなど、数学
的に考え表現することに
関心をもち、意欲的に数
学を問題の解決に活用し
て考えたり判断したりしよ
うとしている。

数の平方根、多項式、二次
方程式などについての知
識及び技能を活用しなが
ら、事象に潜む関係や法
則を見いだしたり、数学的
な推論の方法を用いて論
理的に考察し表現したり、
その過程を振り返って考え
を深めたりするなど、数学
的な見方や考え方を身に
平行線や三角形の角につ
いての性質、三角形に合
同条件などについての基
礎的・基本的な知識及び
技能を活用しながら、事象
を数学的な推論の方法を
用いて論理的に考察し表
現したり、その過程を振り
返って考えを深めたりする
など、数学的な見方や考え
方を身に付けている。
一次関数についての基礎
的・基本的な知識及び技
能を活用しながら、事象を
見通しをもって論理的に考
察し表現したり、その過程
を振り返って考えを深めた
りすることができる。

数の平方根を含む式の計算
をしたり、数の平方根で表現
したり、目的に応じて式を変
形したりその意味を読み
取ったり、多項式について
式の展開や因数分解をした
り、二次方程式を解いたりす
るなど、技能を身に付けてい
る。

数の平方根の必要性と意味、
式の展開の公式、二次方程式
の必要性と意味およびその解
の意味などを理解し、知識を
身に付けている。

平行線の性質、三角形の角
についての性質、三角形の
合同条件などを、数学の用
語や記号を用いて簡潔に表
現するなど、技能を身に付
けている。

平行線の性質、三角形の角に
ついての性質、三角形の合同
条件、図形の証明の必要性と
意味およびその方法などを理
解し、知識を身に付けている。

１次関数の関係を、表、式、
グラフなどを用いて的確に
表現したり、数学的に処理し
たりすることができる。

関数関係の意味、１次関数の
意味、１次関数の関係を表す
表、式、グラフの特徴、問題解
決への利用の仕方を理解して
いる。

不確定な事象について、そ
の起こる程度を調べたり、確
率を調べたり、確率を用いて
不確定な事象を捉え説明し
たりすること、母集団から標
本を抽出し、その傾向を調
資料の活用 べ、母集団の傾向を推定す
るなど、数学的に考え表現
することに関心を持ち、意欲
的に数学の問題の解決に活
用して考えたり判断したりし
ようとしている。

確率や標本調査などにつ
いての基礎的・基本的な知
識及び技能を活用しなが
ら、事象を数学的な推論の
方法を用いて論理的に考
察し表現したり、その過程
を振り返って考えを深めた
りするなど、数学的な見方
や考え方を身に付けてい
る。

起こりうる場合を順序よく整
理して、確率を求めること
や、母集団から標本を取出
し、表やグラフに整理するな
ど、技能を身に付けている。

不確定な事象の起こる程度を
数を用いて表すことができるこ
と、確率の必要性と意味、標
本調査の必要性と意味などを
理解し、知識を身に付けてい
る。

定期考査、小テスト

定期考査、小テスト

評価規準

数と式

図形

関数

主な評価資料

評価の割合

学習態度、提出物、小テ
定期考査、小テスト
スト
25%

25%

25%

25%

学級編成 標準・発展の2展開の習熟度別編成（定期考査毎にクラスを再編成）をする。

観点別の
評価基準

A 十分満足できると判断されるもの
B 概ね満足できると判断されるもの
C 努力を要すると判断されるもの

・・・８０％以上の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
・・・５０％未満の達成

評定基準
５段階

５
４
３
２
１

・・・９０％以上の達成
・・・８０％以上９０％未満の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
・・・２０％以上５０％未満の達成
・・・２０％未満の達成

十分満足でき、特に程度の高いもの
十分満足できると判断される
概ね満足できると判断されるもの
努力を要すると判断されるもの
いっそう努力を要すると判断されるもの

令和２年度
教科
使用教科書

理科

履修学年

評
2年

価

計

画

指導時間

新版 理科の世界２
補助教材
（大日本図書）

東京都立富士高等学校附属中学校

140時間

担当者

グラフィックサイエンス最新理科資料集(明治図
書)
中学の物理・化学・生物・地学(教育開発出版)
系統的に学ぶ中学物理・化学・生物・地学(文
理)

吉田高志・降屋 翔・鈴木 晃

区分

必修

・自然に対する関心を高め、目的意識をもって観察、実験などを行い、科学的に調べる能力と態度を育て
教科の目標 るとともに自然の事物・現象についての理解を深め、科学的な見方や考え方を養う。

観察・実験の技能

知識・理解

電流や電流の利用に関
する事物・現象に関心
をもち，意欲的に観
察，実験を行ったり，
電流とその
それらの事象を日常生
利用
活と関連づけて考察し
たりしようとする。

電流や電流の利用に関
する事物・現象の中に
問題を見いだし，その
解決方法を考えて観
察，実験などを行った
り，規則性を見いだし
たりすることができ
る。

電流や電流の利用に関する事
物・現象についての観察，実験
の基本操作を習得するととも
に，規則性を見いだしたり，自
らの考え方を導き出したりして
創意ある観察・実験報告書の作
成や発表を行う技能を身につけ
る。

電流や電流の利用に関す
る事物・現象についての
観察や実験などを行い，
基本的な概念や原理・法
則を理解し，知識を身に
つけている。

化学変化と原子，分子
に関する事物・現象に
関心をもち，意欲的に
化学変化と 観察，実験を行った
原子，分子 り，それらの事象を日
常生活と関連づけて考
察したりしようとす
る。

化学変化と原子・分子
に関する事物・現象に
ついて規則性を見いだ
し、推論を立てて観察
や実験などを行い、結
果を考察し、説明する
ことができる。

化学変化と原子・分子について
の観察，実験を行い，観察，実
験の基本操作を習得し、正しく
安全に実験を行うことができる
とともに、実験報告書の作成に
関する技術を身につける。

化学変化と原子，分子に
ついての基本的な概念や
原理・法則を理解し，知
識を身につけている。

動物の体のつくりと働
き，動物の仲間に関す
る事物・現象に関心を
もち，意欲的にそれら
動物の生活 を探究するとともに，
自然環境を保全し生命
と種類
を尊重しようとする。

動物の体のつくりと働
き，動物の仲間に関す
る事物・現象の中に問
題を見いだし，解決方
法を考えて観察，実験
を行い，事象の生じる
要因や仕組みを分析
的，総合的に考察して
問題を解決する。

動物の体のつくりと働き，動物
の仲間に関する事物・現象につ
いて観察・実験を行い，観察・
実験の基本操作を習得するとと
もに，観察・実験の計画，実
施，結果の記録・考察など探究
する過程を通して，規則性を見
いだしたり，自らの考えを導き
出したりして創意ある観察・実
験報告書の作成や発表を行う。

動物の体のつくりと働
き，動物の仲間に関する
事物・現象について理解
し，知識を身につけてい
る。

気象観測や天気の変化
に関する事物・現象に
関心をもち，意欲的に
それらを探究するとと
もに，自然環境を保全
天気とその
しようとする。
変化

気象観測や天気の変化
に関する事物・現象の
中に問題を見いだし，
解決方法を考えて観
察，実験を行い，事象
の生じる要因や仕組み
を時間，空間と関連付
けて動的に見たりして
問題を解決する。

気象観測や天気の変化に関する
事物・現象について観察・実験
を行い，観察，実験の基本操作
を習得するとともに，観察，実
験の計画，実施，結果の記録・
考察など探究する過程を通し
て，規則性を見いだしたり，自
らの考えを導き出したりして創
意ある観察・実験報告書の作成
や発表を行う。

気象観測や天気の変化に
関する事物・現象につい
て理解し，知識を身につ
けている。

評価規準

関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

・提出物、プリント、 ・提出物
・提出物、ﾚﾎﾟｰﾄ、プリント
・小ﾃｽﾄ、課題、定期考 ・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾃｽﾄ
・学習に取り組む様子 査
・定期考査や小ﾃｽﾄ

主な評価資料 ノート

評価の割合

25%

25%

・定期考査や小ﾃｽﾄ
・学習の様子

25%

25%

通常のクラスで授業を行うが、観察や実験、授業内容によって、実験室（物理、化学、生物、
地学）で、実験班に編成し、共同作業を行う場合がある。
A 十分満足できると判断されるもの
・・・８０％以上の達成
観点別の評
B
概ね満足できると判断されるもの
・・・５０％以上８０％未満の達成
価基準
C 努力を要すると判断されるもの
・・・５０％未満の達成
学級編成

５
４
評定基準
３
５段階
２
１

十分満足でき、特に程度の高いもの
十分満足できると判断される
概ね満足できると判断されるもの
努力を要すると判断されるもの
いっそう努力を要すると判断されるもの

・・・９０％以上の達成
・・・８０％以上９０％未満の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
・・・２０％以上５０％未満の達成
・・・２０％未満の達成

令和２年度
教科

音楽

評価規準

履修学年

中学生の音楽
２・３上下
（教育芸術社）

使用教科書

教科の目標

評

価

計

画

東京都立富士高等学校附属中学校

指導時間

35時間

２年
補助教材

橋場 友彦

担当者

中学生の器楽（器楽版）
クラス合唱用ＭＹ ＳＯＮＧ
（教育芸術社）

区分

必修

・表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、音楽を愛好する心情を育てるとともに、音楽に対する
感性を豊かにし、音楽活動の基礎的な能力を伸ばし、豊かな情操を養う。
音楽への関心・意欲・態度

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

鑑賞の能力

・曲種による時代・地域
の特徴や様式の違い、言
語や発声の多様性に関心
を持っている。

歌唱

器楽

創作

・曲種による時代・地域 ・曲種に応じた発声で歌
の特徴や様式の違い、言 唱表現する技能を身に付
語や発声の多様性を感じ けている。
取っている。
・言葉の抑揚、アクセン
・言葉の抑揚、アクセン ・言葉の抑揚、アクセン ト、リズム、語感による
ト、リズム、語感による ト、リズム、語感による 特性、濁音・鼻濁音など
特性、濁音・鼻濁音など 特性、濁音・鼻濁音など の表現の仕方気を付けて
の表現の仕方に関心を
の表現の仕方を感じ取っ 歌唱表現をする技能を身
・音楽を形作っている要
持っている。
て歌唱表現を工夫してい に付けている。
素を知覚し、それらの働
る。
きにによって生み出され
・楽器の基本的な操作方 ・楽器の基本的な操作方 ・楽器の基本的な操作方 る楽曲の雰囲気や曲想の
法や初歩的な演奏方法に 法に気づき、初歩的な演 法や初歩的な演奏方法に 変化に関心を持ち、意欲
関心を持ち、器楽表現す 奏方法を感じ取って器楽 気をつけて器楽表現をす 的に聴いている。
ることに意欲的である。 表現を工夫している。
る技能を身につけてい
る。
・表現要素が生み出す雰
・音の特性や奏法に関心 ・音の特性や奏法を感じ
囲気や曲想によって、緊
を持ち表現することに意 取って表現を工夫してい ・音の特性に気をつけて 張や弛緩、動的や静的、
欲的である。
る。
合奏表現をする技能を身 雄大さや繊細さ、安堵感
に付けている。
や焦燥感など様々な個人
のイメージや感情が引き
出されることに関心を
・音楽の諸要素の働きを ・音楽の諸要素の働きを ・音楽の諸要素の働きを 持っている。
イメージと関わらせて創 イメージと関わらせて感 イメージと関わらせて創
作表現をすることに意欲 じ取り、創作表現を工夫 作表現をする技能を身に
的である。
している。
付けている。
・拍子やリズムが生み出 ・拍子やリズムが生み出 ・拍子やリズムが生み出
す表現効果に関心を持っ す表現効果を感じ取って す表現効果に気をつけて
ている。
いる。
創作表現をする技能を身
に付けている。

・定期考査
・実技テスト
主な評価資料 ・提出物
・授業での取り組み

25%

評価の割合

・定期考査
・実技テスト
・提出物
・授業での取り組み

25%

・定期考査
・実技テスト
・授業での取り組み

・定期考査
・提出物
・授業での取り組み

25%

25%

学級編成

通常のクラスで授業を行うが、合唱練習や楽器演奏など授業内容によってグループ編成を行
い、共同練習を行う場合がある。

観点別の
評価基準

A
B
C

十分満足できると判断されるもの
概ね満足できると判断されるもの
努力を要すると判断されるもの

５ 十分満足でき、特に程度の高いもの
評定基準
５段階

４
３
２
１

・・・８０％以上の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
・・・５０％未満の達成

・・・９０％以上の達成
十分満足できると判断される
・・・８０％以上９０％未満の達成
概ね満足できると判断されるもの
・・・５０％以上８０％未満の達成
努力を要すると判断されるもの
・・・２０％以上５０％未満の達成
いっそう努力を要すると判断されるもの ・・・２０％未満の達成

令和２年度
教科

美術

計

画

東京都立富士高等学校附属中学校

2年

指導時間

３５時間

担当者

新美術 表現と鑑賞
（開隆堂）

補助教材

廣瀬 直彦
区分

必修

(1)主体的に美術の活動に取り組み美術を愛好する心情を深め、心豊かな生活を想像していく意欲と態
度を高める。
(2)対象を深く見つめ感じ取る力や想像力を一層高め、独創的・総合的な見方や考え方を培い、豊かに
発想し構想する能力や自分の表現方法を創意工夫し、創造的に表現する能力を伸ばす。
(3)美術作品や文化遺産などについての理解や見方を深め、心豊かに生きることと美術とのかかわりに
関心を持ち、よさや美しさなどを味わう能力を高める。

関心・意欲・態度

評価規準

シュールレアリ
ズム水彩画

価

美術2・3
（光村）

使用教科書

教科の目標

評

履修学年

発想や構想の能力

創造的な技能

① 形のおもしろさや特
①形や色、質感を捉え
徴、美しさに気付き、感じ て構想し、心豊かに表
取ったことを表現しようと 現する。
する。

① 材料や用具の生か
し方を工夫し、質感や
立体感をあらわすこと
が出来る。

① デザインや工芸などに関心 ① 創造的・総合的な
を持ち、感性を働かせ創造活動 ものの見方や考え方、
に主体的に関わろうとする。 自分らしい造形感覚の

① 材料の特性を考え
吟味し、表現に生か
す。

鑑賞の能力

生かし方などをして豊

② 多様なものの見方をもって
発想し、心豊かなデザインを創 かに発想し構想する。
意工夫しようとする。

②材料を吟味しその持

螺鈿細工

和凧作り

③ 試行錯誤を通して自分らし ち味を大切にし、生か
い表現を創意工夫し創造しよう し方を考えて発想し構
とする。
想する。

② 表現意図と表現の
方法や技法の適否、美
しさなどを総合的に考
えながら、自分らしく
創造的な工夫をして表
現する。

④ 生活を美しく心豊かにする
木の魅力に気づく。

③ 塗装の種類、技
法、効果を理解し、作
品を制作できる。

① 色彩や造形物に意欲的 ① 色彩や形を構想す
な関心を持つ。
る。

① 完成した形を想像し
デザイン表現ができる。

② 伝えることの楽しさ、 ② 凧としての機能を
大切さを感じ、主体的に学 考え、工夫し構想す
習する。
る。

② 素材合った機能や色
彩を考え、表現できる。

・作品
主な評価資料 ・制作過程の様子
・授業に取り組む態度

・作品
・制作過程の様子

25%

評価の割合

25%

・作品
・制作過程の様子

25%

学級編成

通常のクラス編成で授業を行う。

観点別の
評価基準

A 十分満足できると判断されるもの
B 概ね満足できると判断されるもの
C 努力を要すると判断されるもの

・・・８０％以上の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
・・・５０％未満の達成

５
４
３
２
１

・・・９０％以上の達成
・・・８０％以上９０％未満の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
・・・２０％以上５０％未満の達成
・・・２０％未満の達成

評定基準
５段階

十分満足でき、特に程度の高いもの
十分満足できると判断される
概ね満足できると判断されるもの
努力を要すると判断されるもの
いっそう努力を要すると判断されるもの

課題導入時や特別時間
割などを利用して、画
像・映像・美術史・友
人の作品・画集などを
鑑賞し、その感想を提
出させる。

・感想文、レポート

25%

令和２年度
教科

技術・家庭
技術分野

履修学年

評価計画
2年

指導時間

東京都立富士高等学校附属中学校
35時間

担当者

上野 学

中学校技家ノート
新編新しい
技術・家庭
補助教材 技術分野 技術とものづくり
区分
必修
プリント教材
技術分野
＊生活に必要な基礎的な知識と技術の習得を通して、生活と技術との関わりについて理解を深め、
教科の目標
進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育てる。
生活や技術への
生活を工夫し
生活や技術について
生活の技能
評価規準
関心・意欲・態度
創造する能力
の知識・理解

使用教科書

Ｂエネルギー
変換に関す
る技術
（１）エネル
ギー変換機
器の仕組み
と保守点検

・エネルギー変換に関 ・エネルギー変換に関する ・機器の点検すべき
する技術の課題を進
技術の課題を明確にし，
箇所を見つけ，保
んで見つけ，社会的
社会的，環境的及び経済
守点検と事故の防
，環境的及び経済的
的側面などから比較・検
止ができる。
側面などから比較・
討するとともに，適切な ・漏電，感電，過熱
検討しようとすると
解決策を見いだしている
及び短絡による事
ともに，適切な解決
故を防止できる。
策を示そうとしてい
る。

・社会で利用されている
機器等における，エネ
ルギーの変換，制御，
利用についての知識を
身につけている。
・力や運動を伝達する仕
組みの特徴や共通部品
についての知識を身に
付けている。
・機器の構造や電気回路
，各部の働きについて
の知識を身につけてい
る。

・省エネルギーや使用 ・製作品の使用目的や使用 ・設計に基づき，安全 ・組立てや調整に必要
Ｂエネルギー
者の安全などに配慮
条件を明確にし，社会的
を踏まえた製作品の
な工具や機器の適切
変換に関する
して設計・製作しよ
，環境的及び経済的側面
組立て・調整や，電
な使用方法について
技術
うとしている。
などから設計要素を比較
気回路の配線及び回
の知識を身につけて
（２）エネル ・新しい発想を生み出
・検討した上で，製作品
路計などを用いた点
いる。
ギー変換に
し活用しようとして
に適したエネルギーの変
検ができる。
関する技術
いる。
換方法や力の伝達の仕組
を利用した
み，構造や電気回路など
製作品の設
を決定している。
計・製作

Ｄ 情報に関 ・情報社会において適 ・情報に関する技術の利用
する技術
正に活動しようとし
場面に応じて， 適正に
（１）情報
ている。
活動している。
通信ネット ・情報に関する技術の ・情報に関する技術の課題
ワークと
課題を進んで見つけ
を明確にし，社会的，環
情報モラル
，社会的，環境的及
境的及び経済的側面など
び経済的側面などか
から比較・検討するとと
ら比較・検討しよう
もに，適切な解決策を見
とするとともに，適
いだしている。
切な解決策を示そう
としている。
・提出物・宿題
・提出物
・学習に取り組む様子 ・学習に取り組む様子
主な評価資料 ・定期考査
・定期考査
・作品
25%

評価の割合
学級編成
観点別の
評価基準

評定基準
５段階

25%

・合理的な管理作業が ・コンピュータを構成す
できる。
る主要な装置と，基本
的な情報処理の仕組み
，情報をコンピュータ
で利用するために必要
なディジタル化の方法
についての知識を身に
つけている。

・提出物
・提出物
・学習に取り組む様子 ・学習に取り組む様子
・定期考査
・定期考査
・作品
25%

25%

クラス単位

A
B
C
５
４
３
２
１

十分満足できると判断されるもの
概ね満足できると判断されるもの
努力を要すると判断されるもの
十分満足でき、特に程度の高いもの
十分満足できると判断される
概ね満足できると判断されるもの
努力を要すると判断されるもの
いっそう努力を要すると判断されるもの

・・・８０％以上の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
・・・５０％未満の達成
・・・９０％以上の達成
・・・８０％以上９０％未満の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
・・・２０％以上５０％未満の達成
・・・２０％未満の達成

令和２年度
教科

評

技術・家庭
家庭分野

履修学年

価

計

画

東京都立富士高等学校附属中学校

指導時間

２年

武田

担当者

35時間

使用教科書

新編新しい技術・家庭
家庭分野
補助教材
東京書籍

教科の目標

生活の自立に必要な基礎的な知識と技術を習得するとともに、課題を持って生活をよりよくし
ようとする能力と実践的な態度を育てる。
生活や技術への
関心・意欲・態度

評価規準

衣服の着用、選択、手入
れについて、関心をもっ
て学習活動に取り組み、
衣服の選択
衣生活をよりよくしよう
と手入れ
としている。

新編新しい技術･家庭学習ノート
家庭分野 東京書籍
最新技術家庭科資料集 明治書院

生活を工夫し
創造する能力

生活の技能

衣服の着用、選択、手入
れについて課題を見付
け、その解決を目指して
工夫している。

区分

必修

生活や技術について
の知識・理解

衣服の着用、選択、手入 衣服の着用、選択、手入
れに関する基礎的な技術 れに関する基礎的な知識
を身に付けている。
を身に付けている。

体を覆う衣服の構成や生 じょうぶで効率的な縫い
活と衣服のかかわりにつ 方を工夫しようとしてい
いて、興味関心をもって る。
イメ－ジを いる。
形にする

製作手順に沿って、能率
よく作業ができるように
製作計画を立てることが
できる。

生活と衣服のかかわりや
衣服と体の形との関係、
体を覆う衣服の構成が説
明できる。

安全で快適な室内環境の
整備と住まい方につい
て、関心をもって学習活
快適に住ま 動に取り組み、住生活を
う
よりよくしようとしてい
る。

安全で快適な室内環境の
整備と住まい方について
課題を見付け、その解決
を目指して工夫してい
る。

安全で快適な室内環境の
整備と住まい方の工夫に
関する基礎的な技術をみ
につけている。

安全で快適な室内環境の
整備と住まい方の工夫に
関する基礎的な知識を身
に付けている。

家庭生活と消費につい
て、関心をもって学習活
動に取り組み、消費生活
消費生活と
をよりよくしようとして
環境
いる。

家庭生活と消費について
課題を見付け、その解決
を目指して工夫してい
る。

物資・サ－ビスの適切な 家庭生活と消費に関する
選択、購入及び活用がで 基礎的な知識を身に付け
きる。
ている。

・提出物
・学習に取り組む様子
・定期考査

・提出物
・学習に取り組む様子
・定期考査

・提出物
主な評価資料 ・学習に取り組む様子

・定期考査

25%

評価の割合

25%

・提出物
・学習に取り組む様子
・定期考査

25%

クラス単位
学級編成

観点別の
評価基準

A 十分満足できると判断されるもの
B 概ね満足できると判断されるもの
C 努力を要すると判断されるもの

５
４
評定基準 ３
５段階 ２
１

十分満足でき、特に程度の高いもの
十分満足できると判断される
概ね満足できると判断されるもの
努力を要すると判断されるもの
いっそう努力を要すると判断されるもの

・・・８０％以上の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
・・・５０％未満の達成
・・・９０％以上の達成
・・・８０％以上９０％未満の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
・・・２０％以上５０％未満の達成
・・・２０％未満の達成

25%

令和２年度
教科
使用教科書

評 価 計 画

保健体育 履修学年 第２学年
中学校保健体育

指導時間

補助教材

東京都立富士高等学校附属中学校

105時間

担当者

2019 中学体育実技

田島直樹・綿引良宏・今井美里・鈴木朋子

区分

必修

心と体を一体としてとらえ、運動や健康・安全についての理解と運動の合理的な実践を通して、積極的に運
動に親しむ資質や能力を育てるとともに、健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を図り、明る
教科の目標
く豊かな生活を営む態度を育てる。

評価規準

体つくり

器械運動
跳び箱

陸上競技
持久走

ダンス

水泳

関心・意欲・態度

思考・判断

運動の技能

体つくり運動に対する関心 自分の体力や生活に応じ
自分の体力や生活に応じ
や意欲をもって互いに協 て、体ほぐしの行い方と体力 て、体力を合理的に高める
力して運動をしようとする。 の高め方を工夫している。 ための運動ができる。
また、健康や安全に留意し
て運動をしようとする。

知識・理解
体つくり運動の必要性や運動の
行い方、心身への効果を理解す
るとともに、課題に応じた体つくり
運動の構成の仕方を理解し、知
識を身に付けている。

器械運動の特性に関心を 自分の能力に適した技を習 器械運動の特性に応じた技 器械運動の特性や学び方、技術
もち、楽しさや喜びを味わ 得するための練習の仕方を 能を身に付けるとともに、そ の構造を理解するとともに、練習
えるように進んで取り組もう 工夫している。
の技能を高めて運動するこ の仕方や技のできばえの確かめ
とする。また、互いに協力
とができる。
方を理解し、知識を身に付けて
して練習しようとするととも
いる。
に、器械・器具を点検し、
安全に留意して練習をしよ
うとする。
陸上競技の特性に関心を
もち、楽しさや喜びを味わ
えるように進んで取り組もう
とする。また、互いに協力
して練習や競技をしようと
し、勝敗に対して公正な態
度をとろうとするとともに、
練習場の安全や体の調子
など、健康・安全に留意し
て練習や競技をしようとす
る。

自分の能力に適した課題を
もち、その解決を目指して、
練習の仕方や競技の仕方を
工夫している。

陸上競技の選択した種目の
特性に応じた技能を身に付
けるとともに、その技能を高
め、競技したり記録を高めた
りすることができる。

陸上競技の選択した種目の特性
や学び方、技術の構造、合理的
な練習の仕方などを理解すると
ともに、競技や審判の方法を理
解し、知識を身に付けている。

ダンスの特性に関心をも
ち、楽しさや喜びを味わえ
るように進んで取り組もうと
する。また、互いのよさを認
め合い、協力して練習した
り発表したりしようとする。

グループの課題や自分の能
力に適した課題の解決を目
指して、練習の仕方や発表
の仕方を工夫している。

グループで意見を出し合
い、音楽から連想する動き
から一流れのダンスを創作
し、発表することができる。

ダンスの特性や学び方、歴史を
理解するとともに、発表の仕方や
鑑賞の仕方を理解し、知識を身
に付けている。

水泳の特性に関心をもち、 自分の能力に適した課題の クロール・平泳ぎ・背泳ぎの 水泳の特性や学び方、各泳法の
楽しさや喜びを味わえるよ 解決を目指して、練習の仕 特性に応じた技能を身に付 技術の構造、合理的な練習の仕
うに進んで取り組もうとす 方を工夫している。
けるとともに、その技能を高 方などを理解するとともに、競技
る。また、互いに協力して
め、続けて長く泳いだり、速 や審判の方法を理解している。
練習ができるようにするとと
く泳いだりすることができる。 また、水泳の事故防止の心得を
もに、水泳の事故防止に
実践的行動に結びつけて理解
関する心得を守り、健康・
し、知識を身に付けている。
安全に留意して練習をしよ
うとする。

球技の特性に関心をもち、
楽しさや喜びが味わえるよ
うに進んで取り組もうとす
球技
る。また、チームにおける
自分の役割を自覚して、そ
の責任を果たし、互いに協
ソフトボール 力して練習やゲームをしよ
サッカー
うとするとともに、勝敗に対
バスケットボー して公正な態度をとろうと
ル・ハンドボー する。さらに、練習場など
ル・バレー の安全を確かめ、健康・安
ボール
全に留意して練習やゲー
ムをしようとする。

チームの課題や自分の能力
に適した課題の解決を目指
して、ルールを工夫したり作
戦を立てたりして練習の仕
方やゲームの仕方を工夫し
ている。

種目の特性に応じた技能を
身に付け、作戦を生かした
攻防を展開してゲームがで
きる。

種目の特性や学び方、技術の構
造、合理的な練習の仕方を理解
するとともに、競技や審判の方法
を理解し、知識を身に付けてい
る。

運動の特性と学び方、体
ほぐし・体力の意義と運動
の効果について関心をも
ち、運動の実践や生活に
生かそうと進んで学習に取
り組もうとする。

運動の特性と学び方、体ほ
ぐし・体力の意義と運動の効
果について、運動の実践や
生活と結びつけて考え、工
夫している。

運動の特性と学び方、体ほぐし・
体力の意義と運動の効果につい
て理解するとともに、運動の生活
の中での生かし方や、運動の心
身にわたる効果を理解し、知識
を身に付けている。

身体の環境に対する適応
能力，空気・飲料水の衛生
的管理や廃棄物の適切な
処理と人間の健康につい
保健
て関心を持ち，仲間と協力
「健康と環境」 して資料を集めたり，意見
を交換したりしながら課題
をみつけ，意欲的に学習し
ようとしている。

身体の環境に対する適応能
力，空気・飲料水の衛生的
管理や廃棄物の適切な処理
と人間の健康について，自
分の知識や経験，資料，仲
間の意見や考えなどをもとに
課題を設定し，適切な課題
解決の方法を考え，判断で
きる。

人間の健康は環境と深くかか
わって成立しており，身体には環
境に対する適応能力があること，
空気・飲料水の衛生的管理や廃
棄物の適切な処理が必要である
ことを科学的に理解し，日常生
活の課題解決に役立つ知識を
身に付けている。

自然災害及び交通事故な
どによる傷害の発生要因
やその防止対策，応急手
当について関心をもち，仲
保健
間と協力して資料を集めた
「傷害の防止」 り，意見を交換したりしなが
ら課題をみつけ，意欲的に
学習しようとしている。

自然災害及び交通事故など
による傷害の発生要因やそ
の防止対策，応急手当につ
いて，自分の知識や経験，
資料，仲間の意見や考えな
どを元に，科学的に考え，選
択すべき行動を判断できる。

自然災害及び交通事故などによ
る傷害の発生要因やその防止対
策，応急手当の意義や手順につ
いて，課題解決を通して科学的
に理解し，日常生活の課題解決
に役立つ知識を身に付けてい
る。

体育に
関する知識

相互評価などの活動の観 グループ活動の観察および 動きの観察と実技テスト
察およびワークシート・授 ワークシート
主な評価資料 業への出席および参加状
況

25%

評価の割合

25%

25%

審判などによる理解度の把握お
よびワークシート・定期考査

25%

学級編成

保健及び体育に関しては、各学年の男女を各２グループに分け、４展開での授業を行なう。体育の種目に
よっては、2グループが体育、2グループが保健の展開がある。

観点別の
評価基準

A 十分満足できると判断されるもの
B 概ね満足できると判断されるもの
C 努力を要すると判断されるもの

・・・８０％以上の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
・・・５０％未満の達成

評定基準
５段階

５
４
３
２
１

・・・９０％以上の達成
・・・８０％以上９０％未満の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
・・・２０％以上５０％未満の達成
・・・２０％未満の達成

十分満足でき、特に程度の高いもの
十分満足できると判断される
概ね満足できると判断されるもの
努力を要すると判断されるもの
いっそう努力を要すると判断されるもの

令和２年度
教科
使用教科書

英語

履修学年

学校図書 TOTAL
ENGLISH 2

評価計画
２年
補助教材

指導時間

東京都立富士高等学校附属中学校

158時間

藤高・野村

担当者

NEW TREASURE English Series SECOND
EDITION Stage 1 & 2および附属CD
ENGLISH SEARCH I & II
エースクラウン英和辞典 第２版

区分

必修

外国語を通じて，言語や文化に対する理解を深め，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育

教科の目標 成を図り，聞くことや話すことなどの実践的コミュニケーション能力の基礎を養う。

評価規準

コミュニケーションへの
関心・意欲・態度

外国語表現の能力

・「聞くこと」の言語活動
に積極的に取り組んでい
る。
・相手の言っていることを
聞き取って、コミュニケー
聞くこと
ションを続けようとしてい
る。

・過去形・be going to・to
不定詞・助動詞（前期）、
There is/are構文・比較表
現（後期）等を含む英語の
情報を正しく聞き取ること
ができる。

・「話すこと」の言語活動
に積極的に取り組んでい
る。
・言い直したり、言い換え
話すこと たり、ジェスチャーを交え
たりして、話すことによる
コミュニケーションを続け
ようとしている。

・過去形・be going to・to不
定詞・助動詞（前期）、There
is/are構文・比較表現（後期）
等を用いて、自分の考えや気持
ちなどを正しく話すことができ
る。
・初歩的な英語ながら、場面や
相手の話しかけに応じて適切に
話すことができる。

・「読むこと」の言語活動
に積極的に取り組んでい
る。
・文字情報を読み取って、
コミュニケーションを続け
ようとしている。
・授業において取り扱われ
読むこと る言語情報・文化につい
て、自ら辞書を引く等、探
究的な取り組みをしてい
る。

・過去形・be going to・to不
定詞・助動詞（前期）、There
is/are構文・比較表現（後期）
等を含む英語を正しく音読する
ことができる。
・正しく音読して、聞いている
人に内容を適切に伝えることが
できる。

・「書くこと」の言語活動
に積極的に取り組んでい
る。
・さまざまな工夫をするこ
とで、コミュニケーション
を続けようとしている。

・過去形・be going to・to不
定詞・助動詞（前期）、There
is/are構文・比較表現（後期）
等を含む英語を用いて、自分の
考えや気持ちなどを正しく書き
表すことができる。
・文法だけに捕らわれず、目的
に応じて積極的に書き、伝えよ
うとすることができる。

書くこと

外国語理解の能力

・提出物（ﾜｰｸﾌﾞｯｸ、ﾉｰﾄ）
・提出物（ﾜｰｸﾌﾞｯｸ、ﾉｰﾄ）
・学習に取り組む様子
主な評価資料
・学習に取り組む様子
・定期考査、小テスト、暗
・定期考査、小テスト
唱
25%
25%
評価の割合

言語や文化についての
知識・理解
・過去形・be going to・to
不定詞・助動詞（前期）、
There is/are構文・比較表
現（後期）等の運用につい
て基本的な知識を身に付け
ている。
・授業において取り扱われ
た文化について理解してい
る。
・過去形・be going to・to
不定詞・助動詞（前期）、
There is/are構文・比較表
現（後期）等の運用につい
て基本的な知識を身に付け
ている。
・授業において取り扱われ
た文化について理解してい
る。

・過去形・be going to・to
不定詞・助動詞、There
is/are構文・比較表現等を
含む英語の情報を正しく読
み取ることができる。
・初歩的な英語を、目的に
応じて精読して正確に内容
を読み取ったり、速読して
概容を把握することができ
る。
・初歩的な英語を多読する
ことにより、直読直解的に
内容を理解する能力を身に
付けている。

・過去形・be going to・to
不定詞・助動詞（前期）、
There is/are構文・比較表
現（後期）等の運用につい
ての基本的な知識を身に付
けている。
・授業において取り扱われ
た文化について理解してい
る。

・言語や言語の運用につい
ての基本的な知識を身に付
けている。
・授業において取り扱われ
た文化について理解してい
る。

・提出物（ﾜｰｸﾌﾞｯｸ、ﾉｰﾄ） ・提出物（ﾜｰｸﾌﾞｯｸ、ﾉｰﾄ）
・学習に取り組む様子
・学習に取り組む様子
・定期考査、小テスト
・定期考査、小テスト
25%

25%

通常は１クラスを習熟度に応じて２展開して授業を行う。定期考査の結果その他を考慮して、年に数回編成替えを行
学級編成 う。授業内容によって、外国人指導員とのTeam Teaching（TT）を行ったり、１クラスを日本人教員２名でTTを行う場
合がある。

A 十分満足できると判断されるもの

観点別の
B 概ね満足できると判断されるもの
評価基準

C 努力を要すると判断されるもの

５ 十分満足でき、特に程度の高いもの
４ 十分満足できると判断される

・・・８０％以上の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
・・・５０％未満の達成

・・・９０％以上の達成
・・・８０％以上９０％未満の達成
・・・５０％以上８０％未満の達成
２ 努力を要すると判断されるもの
・・・２０％以上５０％未満の達成
１ いっそう努力を要すると判断されるもの ・・・２０％未満の達成

評定基準
３ 概ね満足できると判断されるもの
５段階

