
単位数 　学年・コース・組

１．学習の目標・内容・特色(目標を実現するための重要点を含む)

２．学習の計画(どのような内容を、どの時期に学ぶのか)

月 月

３．評価の観点・方法及び年間の評定

　　評価基準は、題材の目標に照らして、教材や学習内容の特質を考慮しながら設定する。その際、知覚・

　感受に関連して、特に重点を置く音楽を形作っている要素をいくつか選択して、(2)と(4)の観点に示すようにする。

　　　評価方法は、生徒の観察、演奏の聴取、ワークシートなど、評価する知識や技能に最も適したものを選択する。

　　定期考査は第２、第４、第５回に筆記試験を実施。実技考査は６月、９月、２月の３回実施。前期、後

　期の評価として総合的に判断する。また、1年間の評定は、年間を通じて上記の内容を総合的に判断して決める。

　　芸術科音楽の評価は次の４点から行われる。

　　(1)音楽への関心・意欲・態度　　(2)音楽表現の創意工夫　　(3)音楽表現の技能　　(4)鑑賞の能力

　　評価に当たっては、表現の領域の学習では、(1)と(2)と(3)、鑑賞領域の学習では(1)と(4)、表現と鑑賞の連携を図

　った学習では(1)～(4)のすべての観点から、評価基準を設定する。

ソルフェージュ 　第5回定期考査
９
月

器楽(ピアノ) 　実技考査(ピアノ)
３
月

　移調、転調、関係調

　3連符、16分音符、付点、音程 　単元テスト

８
月

２
月

芸術と音楽(2)

言葉と音楽 　実技考査(歌唱)

ソルフェージュ

　臨時記号、奏法記号、切分音 　単元テスト ソルフェージュ７
月

　付点、合唱、音程、複合拍子

１
月

アンサンブルを楽しもう

　第2回定期考査 　変奏曲、ポピュラー、指揮法

６
月

　8分音符と休符、記譜、音名 　単元テスト
1
2
月

ソルフェージュ

人間と音楽 　実技考査(歌唱) 　唱歌、多声音楽、舞曲

ソルフェージュ 　単元テスト 　第4回定期考査

　単元テスト

日本のこころ 芸術と音楽(1)５
月

民族と音楽(1)
1
1
月

　長・短音階、調の判定

ソルフェージュ 劇と音楽

４
月

青春と音楽
1
0
月

民族と音楽(2)

ソルフェージュ 世界の旅

　4分音符と休符、単純拍子 　単元テスト ソルフェージュ

令和2年度　西武台千葉中学校・高等学校シラバス

科目名 芸術科

単元名 評価方法

副教材等 　改定新版高校生のソルフェージュ(音楽之友社)，ピアノフリーステップ(音楽之友社)

　音楽の諸活動を通して、生涯にわたり音楽を愛好する心情を育てるとともに、感性を高め、個性豊かな表

現の能力と主体的な鑑賞の能力を伸ばし、音楽文化について理解を深める。ソルフェージュの学習を通して

歌唱・器楽・創作などの音楽活動の理解を深める。

教　　　科 音楽Ⅱ ２単位 　２年３・４・５組 音楽Ⅱ選択者

使用教科書 　改訂版 高校生の音楽２(音楽之友社)

単元名 評価方法



単位数2単位

月 月

オリエンテーション
「点描画」

「モノタイプ」完成 　「モノタイプ」作品
　　　↓ 　感想文

「色彩構成」

「点描画」完成 　「点描画」作品
　感想文 　　　↓

「摸刻」(身近な小物)
　第4回定期考査

　　　↓ 「色彩構成」完成 「色彩構成」作品
感想文

「木のカトラリー」
　第2回定期考査

「摸刻」完成 　「摸刻」作品 　　　↓
　感想文

　　　↓

「モノタイプ」完成
　第5回定期考査

　　　↓
「木のカトラリー」完成 「木のカトラリー」作品

感想文
※高校3年生は第4回定期考査まで受験

①関心・意欲・態度 ②発想や構想の能力 ③創造的な技術 ④鑑賞の能力

①授業態度、課題への積極的な姿勢、提出物をもとに評価
②主に「モノタイプ」「色彩構成」のデザインをもとに評価
③各課題における作品の完成度をもとに評価
④課題ごとに行う講評会、鑑賞会での感想文をもとに評価

令和2年度　西武台千葉中学校・高等学校シラバス

美術Ⅱ 　学年・コース・組 高校２学年　美術Ⅱ選択者

①技法の特性を理解した上で、自身の作品を表現することができる。
②授業で習ったことをもとに視野を広げることで、日常の中にある美術を発見する。
③作品を鑑賞しあい、他者の良い点を認めることで互いを高めあう。

美術

1.学習の目標・内容・特色(目標を実現するための重要点を含む)

科目名

教　　　科
使用教科書

副教材等

美術２(光村図書)

課題に応じてプリントを配布

　　また、1年間の評定は、前期・後期の年間を通じて、上記の内容を総合的に判断して決定します

10月

11月

12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

3.評価の観点・方法及び年間の評定
　　評価は、次の観点から行います

　　このため、評価は、具体的には次のものを対象とします

評価方法 単元名 評価方法単元名
2.学習の計画(どのような内容を、どの時期に学ぶのか)



単位数2単位

月 月
書の美を求めて 　プリント 行書の学習 　プリント
　個性的な美の発見と表現　実技プリント 　集王聖教序・祭姪稿 　臨書作品

　基本ペン習字 　蜀素帖・温泉銘 　基本ペン習字
　石鼓文 ペン習字

　横書きの漢字仮名交じりの書
ペン習字　楷書の字形・筆順　プリント 楷書の学習 　プリント
　楷書の字形・筆順 　臨書作品 　皇甫誕碑・顔勤礼碑 　臨書作品

　基本ペン習字 　魏霊蔵造像記・小楷 　創作作品
　篆書の作品の鑑賞と臨書 漢字の書の制作

ペン習字　実用書
ペン習字　 　プリント 仮名の学習 　プリント
　行書の特徴　部分の名称　臨書作品 　仮名の書の特徴 　臨書作品
篆刻・刻字の学習 　篆刻作品 ペン習字 　ペン習字
　篆刻・刻字について 　 　草書　似ている文字 　第4回定期考査
ペン習字　楷書と行書 　草書の語句

　高野切第一種 　プリント
　乙瑛碑・曹全碑 　臨書作品 　三色紙 　臨書作品
　漢代木簡・石門頌 　基本ペン習字 　小字・大字 　基本ペン習字
ペン習字 　第2回定期考査 ペン習字
　平仮名とその字源　平仮名の語句 　書写体　旧字体

漢字仮名交じりの書 　プリント
　意図に応じた表現 　創作作品
　名筆に学ぶ表現 　基本ペン習字
　感動や思いを表現
　自分の表現

草書の学習 　プリント 　表現と鑑賞 　プリント
　書譜・十七帖・真草千字文　臨書作品 　生活の中に生かしてみよう　創作作品
ペン習字 　基本ペン習字 ペン習字 　基本ペン習字
　縦書きの漢字仮名交じりの書 　掲示物 　第5回定期考査
　片仮名とローマ字の語句

※高校3年生は第4回定期考査まで受験
3.評価の観点・方法及び年間の評定

　　①関心・意欲・態度　　　　　　　　　　　　②表現の構想と工夫　　
　　③創造的な書表現の技能　　 　　　　　④鑑賞の関心・意欲・態度と鑑賞の能力

　　①学習活動への取り組み
　　②提出物の状況（臨書作品・創作作品・プリント・基本ペン習字等）
　　③定期考査・提出物の内容
　　また、1年間の評定は、前期・後期の年間を通じて、上記の内容を総合的に判断して決定します

令和2年度　西武台千葉中学校・高等学校シラバス

芸術科

教　　　科 書道Ⅱ 学年・コース・組 高校２学年　進学文系　書道選択者

10月

使用教科書 新編　書道Ⅱ（教育出版）

副教材等
新編　応用ペン習字（教育図書出版）

1.学習の目標・内容・特色(目標を実現するための重要点を含む)

2.学習の計画(どのような内容を、どの時期に学ぶのか)
単元名 評価方法 単元名 評価方法

①　正しく読みやすい文字を基礎とし、実用生活で使用される様々な形式の文章を書けるようにする。
②　書の美の要素を理解し、そのよさや美しさを深く味わう心を養成する。
➂　様々な様式の書道の古典作品にふれ、書体の変遷について理解する。

篆書の学習４月

　金文(召尊)・甲骨文

　　このため、評価は、具体的には次のものを対象とします

５月 11月

６月 12月

７月 １月

８月 ２月

９月 ３月

　　評価は、次の観点から行います

隷書の学習
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