
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伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

4 １．広がる学びへ 1 見えないだけ 表現の特徴を生かし、工夫して朗読しよう 表現の特徴や、作者のものの見方や感じ 作品中の語句の五感を捉え、自分なりに ワークシート・朗読発表
としている。 方について自分なりの感想をもてる。 イメージしを広げ、語彙を豊かにしている。

4 アイスプラネット（小説） 情景や人物の気持ちを想像しようとし 自分の考えを発言できる 登場人物の言動の意味を考えられる。 登場人物の言動や心情を表す言葉 ワークシート・定期考査
ている。 登場人物のものの見方や考え方につ に着目できる。

いて感想を持てる。

「漢字を確認しよう」 漢字を正しく読める。

5 4 枕草子（古文）                 積極的に朗読している。 自分流「枕草子」を書く。 作者ものの見方や考え方を理解する。 使われている古語の意味を理解する。
冒頭の暗唱・ワークシート・定
期考査

4 多様な方法で情報を集めよう 興味をもって職業について情報を集め、 興味をもって職業について、複数の方法で それぞれの情報の語句の意味を適切に
自分なりに工夫してまとめようとしている。 情報を集め自分の考えを整理している。 理解し、語の統一を図っている。

３．言葉と向き合う 4 新しい短歌のために 短歌の形式や表現に興味をもつ 鑑賞批評文を書く 描写の工夫に気づき、内容を理解する。 表現の工夫に気付く 鑑賞文
2 移動教室で短歌を詠む 俳句に興味を持ち、工夫した表現を考えようとしている。 自分の思いや感動を短歌に表現している 創作短歌
2 漢字１　熟語の構成 熟語の構成について興味をもち、理解しようとしている。 熟語の主な構成について理解している。 小テスト

6 1 要点を整理して聞き取ろう。 メモを取ろうとしている。 的確にメモを取れる。

２．多様ｊな視点から 4 生物が記録する科学（説明文） 事実と考えの示し方などに着目して特徴を捉え 自分の意見を相手が理解しやすいように 文章の構成や事実と事実に対する筆者の考え 説明の中に用いられている語句や熟語の ワークシート・定期考査
ようとしている。 考えて発表できる。 の組み合わせに着目して特徴をとらえている。 意味を的確にとらえ使うことができる。

「漢字を確認しよう」
1 説明の仕方を工夫する 事柄が効果的に伝わるように、説明の仕方 自分の考えを発表できる。 説明する事柄の特徴を明確にし、適切な 目的に応じて文章の形態や展開が変わる

を自分なりに工夫しようとしている。 説明の仕方を選んで書いている。 ことに気付いている。

5 魅力的な提案をしよう グループの話し合いに進んで参加している。 多様な方法で情報を集め、目的や聞き手 発表原稿をきちんと書ける。 相手や目的の応じて、話の構成や話し方を プレゼンテーションの準備
プレゼンテーションをする。 を意識してわかりやすく説明している。 工夫している。 プレゼンテーション

7 2 メディアと上手に付き合うために[説明文）メデイアについての情報を集めようとしている。 メディアの特徴についてまとめられる。 メディアの特徴を理解し、様々なメディアか
ら集めた情報を整理できる。

2 言葉１　類義語・対義語・多義語 興味をもって授業に取り組もうとしている。 具体例に当てはめ理解している。 小テスト
３．言葉と向き合う 1 言葉を比べよう 似た気持ちを表す言葉に興味持っている。 選んだ言葉の微妙な違いが伝わるように 気持ちを表す言葉の微妙な違いについて

まとめている。 考え、語感を磨いている。

2 言葉の力 比喩の巧みさを学ぼうとしている。 ワークシート

1 文法１　言葉をどう分ける？ 自立語が働きによって分類されることを理解しようとしている。 練習問題をおおむね正確に解いている。 小テスト
9 ４．関わりの中で 4 盆土産（小説） 登場人物に関心をもって読もうとしている 自分の意見を発言でき、級友の意見を聞ける。 読んだ感想をまとめられる。 描写に着目して、登場人物の人柄や 方言に興味をもち、読み取りに生かしている。ワークシート・定期考査

「漢字を確認しよう」 心情を読み取れる。 練習問題をして理解する。

3 字のない葉書（随筆） 私の思い、家族の絆を表す表現を探そうとする。 自分の読みを発言でき、級友の発言を聞ける。 読んだ感想をまとめられる。 父親への「私」の思いを読み取れる。 慣用句や多義的な意味をもつ語に着 ワークシート・定期考査
作者の考えに、自分の感想をもてる。 目できる。

4 気持ちを込めて書こう　手紙を書く 表現や構成に工夫して手紙を書ける。 手紙の書き方を理解する 手紙
5 モアイは語るー地球の未来[論説文） 筆者の主張を読み取ろうとしている。 積極的に発言しようとしている。 事実を示した意見文が書ける。 図や写真の効果に注意しながら文章 ワークシート・スピーチ（私の提案）
2 言葉２　敬語 敬語の役割を理解しようとしている。 丁寧語・尊敬語・謙譲語があることを 小テスト

理解して使い分けることができる。

1 漢字２　同じ訓・同じ音をもつ漢字 同音異義語に対して理解を深めようとしている。 同音異義語の使い分けができている。

５．いにしえの心を訪ねる 2 平家物語（古文） 積極的に音読している 無常観という考え方に感想をもつ 対句表現について理解する 冒頭の暗唱
4 扇の的ー平家物語から（古文）     リズムを意識して音読している。 読み取った内容について発言できる。 義経・与一の気持ちや、平家と源氏の 歴史的仮名遣いを読める。 ワークシート・定期考査

登場人物の心情を読み取ろうとしている。 友だちの発言を聞ける。 考え方の違いを読み取り、感想を持てる。

2 仁和寺にある法師ー徒然草から（古文）  内容を理解しようとしている。 作者の考え方を読み取り、感想を持てる。 使われている古語の意味を理解する。 冒頭の暗唱・ワークシート・定期考査

3 漢詩の風景（漢文） 漢詩特有の言葉遣いや調子に親しも 詩の情景や人物の心情を想像できる。 対句や韻など漢文独特の表現を理解する。 漢詩の暗唱・定期考査
うとしている。

11 ６．論理を捉えて 4 君は「最後の晩餐」を知っているか（評論文） 筆者の見方・考え方を読み取ろうとしている。 筆者の着眼点や論理展開に着目して読める。 抽象的な語句を具体化できる ワークシート・定期考査
「漢字を確認しよう」 筆者の見方・考え方に自分の意見をもてる。 問題を解き、理解する

2 練習　相手の考えを踏まえて発言する 相手の考えをしっかり聞き発言しようとしている。 相手の考えを踏まえて自分の意見を述べている。 適切な言葉を使えている。

5 話し合って考えを広げよう テーマを見つけようとしている。 自分の考えを根拠を挙げて発表しようとする。 パネルディスカッションについて理解する。 パネルディスカッションの準備
パネルディスカッションをする 自分の考えをまとめ、発表しようとしている。 他のグループの意見も聞ける。 パネルディスカッション

内容を理解できる。
筆者の主張を捉え、それに対して自分 筆者がどんな文章の工夫しているか
の考えをもてる。 考えられる。

12 4 立場と根拠を明確にして書こう 立場を明確にした文章を書こうとしている。 自分の立場を明確にして、根拠を明ら 意見文にふさわしい文体や語句の使 ワークシート
意見文を書く かにして文章を書こうとしている。 い方に気付いている。 意見文

1 落葉松（詩） 表現の仕方に着目して詩を読もうとしている。 自分の考えをわかりやすく書こうとしている。 自分なりの感想をもっている。 表現技法について理解している。 ワークシート・朗読発表
2 文法への扉２　走る。走らない。走ろうよ。 用言の活用について理解する。 小テスト
1 小さな町のラジオ発ー臨時災害放送局 文章に関心をもって読もうとしている。 自分の考えをもっている。 文章で用いられる語句を理解している。

1 ７．表現を見つめて 6 走れメロス 人物の考え方や行動に自分の考えを 自分の意見を発言できる。 感想文が書ける 登場人物の変化を読み取れる。 難語句について積極的に調べられる。 ワークシート・定期考査
もとうとしている。 級友の意見を聞ける。 登場人物の考え方に自分の意見をもてる。

「漢字を確認しよう」 問題を解き、理解する。

3 文法への扉３　一字違いで大違い 付属語の働きと種類を理解しようとする。 助詞・助動詞について理解を深められる。 小テスト
2 5 書く　表現のしかたを工夫して書こう 視点を定めて書こうとしている。 視点を定めて、気持ちの変化が効果 紹介文

視点を変えて物語を書く 的に読み手に伝わるように書いている。 創作物語
3 言葉３　方言と共通語 方言と共通語に関心を持っている。 方言と共通語について理解を深めた。

3 科学はあなたの中にある 文章を読み考えを深めようとしている。 事例と主張の関係を捉えて、内容を理解している。 抽象的な語句の意味を調べ使おうとしている。 ワークシート
2 漢字３　送り仮名 送り仮名のつけ方に興味をもち、理解しようする。 送り仮名の原則について理解している。

3 6 一年間の学びを振り返ろう 一年間学習した内容について関心を持っている。 学びのまとめ

3 鍵 語感を磨き、語彙を豊かにする。 ワークシート・朗読発表

120 （書写20時間）

評価方法・資料等

学校番号14　　　東京都板橋区立上板橋第二中学校

配当時数合計

　　国語科年間指導計画・評価規準 【第8学年】
単元名

時
数

学習内容
各単元の観点別評価規準

他の人の言葉の使い方を見て、自分の言語生活を見直し
ている。

言葉と人のかかわりについて自分の言葉で
まとめている。

資料などを効果的に使いわかりやすく説明しよ
うとしている。

わかりやすい構成や説明の工夫をして書いてい
る。

発表と報告書とで、話し言葉と書き言葉があることを理
解し、それぞれにふさわしい表現を使っている。

詩の内容に関心を持ち、作者の思いを考えようとしている。
作者が思い描いているイメージや思いを読
み取り、自分の考えをもつ。



ワークシート・スピーチ（私の提案）

冒頭の暗唱・ワークシート・定期考査


