
単位数 2単位

月 月

評論 評論

小説 　第3回定期考査

小説 小説

評論 　第1回定期考査 評論

評論 評論 　第4回定期考査

現代詩歌 　第2回定期考査 現代文演習

論文演習

評論

※高校3年生は第4回定期考査まで受験

　　評価は、次の観点から行います

令和3年度　西武台千葉中学校・高等学校シラバス

科目名 国語科

教　　　科 現代文Ｂ 　学年・コース・組 第3学年　進学理系クラス
使用教科書 精選古典Ｂ　（三省堂）

副教材等 改訂新版　最新国語便覧（浜島書店）　三訂版 古文単語330（いいずな書店）　新しい古典文法（桐原書店） 漢文必携（桐原
書店）　古文・漢文グレード２（桐原書店）　大学入試センター過去問題集（いいずな書店）

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)

７月 １月

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

４月 10月

　　このため、評価は、具体的には次のものを対象とします

　授業に取り組む姿勢や授業中の発問評価で関心・意欲・態度、単元ごとの小テスト、プリント学習のまとめテストの得
点を平常点として評価し、定期考査で知識・表現力・理解度の評価を行います。

　　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

　近代以降のさまざま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、国語の向上を図る。多くの情報の中から必要なものを選び、それを整理して自分の考えを表現する技術を身に付け、

論述力を向上させる。

８月 ２月

９月 ３月

3.評価の観点・方法及び年間の評定

①関心・意欲・態度　②読む能力　③知識・理解

５月 11月

６月 12月



単位数 3単位

月 月

評論 評論

小説 　第3回定期考査

小説 小説

評論 　第1回定期考査 評論

評論 評論 　第4回定期考査

現代詩歌 　第2回定期考査 現代文演習

論文演習

評論

※高校3年生は第4回定期考査まで受験

　　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

　授業に取り組む姿勢や授業中の発問評価で関心・意欲・態度、単元ごとの小テスト、プリント学習のまとめテストの得
点を平常点として評価し、定期考査で知識・表現力・理解度の評価を行います。

　　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

　近代以降のさまざま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、国語の向上を図る。多くの情報の中から必要なものを選び、それを整理して自分の考えを表現する技術を身に付け、

論述力を向上させる。

８月 ２月

９月 ３月

3.評価の観点・方法及び年間の評定

①関心・意欲・態度　②読む能力　③知識・理解

５月 11月

６月 12月

７月 １月

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

４月 10月

使用教科書 精選古典Ｂ　（三省堂）

副教材等
改訂新版　最新国語便覧（浜島書店）　三訂版 古文単語330（いいずな書店）　新しい古典文法（桐原書店） 漢文必携（桐原
書店）　古文・漢文グレード２（桐原書店）　大学入試センター過去問題集（いいずな書店）

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)

令和3年度　西武台千葉中学校・高等学校シラバス

科目名 国語科

教　　　科 現代文Ｂ 　学年・コース・組 第3学年　特選・文理・アスリートクラス



単位数 5単位

月 月

評論 評論

小説 　第3回定期考査

小説 小説

評論 　第1回定期考査 評論

評論 評論 　第4回定期考査

論文演習

現代詩歌 　第2回定期考査 現代文演習

論文演習 論文演習

評論

論文演習

※高校3年生は第4回定期考査まで受験

　　評価は、次の観点から行います

令和3年度　西武台千葉中学校・高等学校シラバス

科目名 国語科

教　　　科 現代文Ｂ 　学年・コース・組 第3学年　進学文系クラス

使用教科書 精選古典Ｂ　（三省堂）

副教材等
改訂新版　最新国語便覧（浜島書店）　三訂版 古文単語330（いいずな書店）　新しい古典文法（桐原書店） 漢文必携（桐
原書店）　古文・漢文グレード２（桐原書店）　大学入試センター過去問題集（いいずな書店）

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)

７月 １月

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

４月 10月

　　このため、評価は、具体的には次のものを対象とします

　授業に取り組む姿勢や授業中の発問評価で関心・意欲・態度、単元ごとの小テスト、プリント学習のまとめテストの得
点を平常点として評価し、定期考査で知識・表現力・理解度の評価を行います。

　　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

　近代以降のさまざま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、国語の向上を図る。多くの情報の中から必要なものを選び、それを整理して自分の考えを表現する技術を身に付け、

論述力を向上させる。

８月 ２月

９月 ３月

3.評価の観点・方法及び年間の評定

①関心・意欲・態度　②読む能力　③知識・理解

５月 11月

６月 12月



単位数 2単位

月 月

古文随想 古文物語

　第3回定期考査

漢文史伝 漢文思想

　第1回定期考査

古文物語 古文評論 　第4回定期考査

古文日記

古文日記 　第2回定期考査

漢文史伝

古文日記

古文物語

※高校3年生は第4回定期考査まで受験

　　評価は、次の観点から行います

令和3年度　西武台千葉中学校・高等学校シラバス

科目名 国語科

教　　　科 古典Ｂ 　学年・コース・組 第3学年　特選クラス
使用教科書 精選古典Ｂ　（三省堂）

副教材等
改訂新版　最新国語便覧（浜島書店）　三訂版 古文単語330（いいずな書店）　新しい古典文法（桐原書店） 漢文必携（桐原
書店）　古文・漢文グレード２（桐原書店）　大学入試センター過去問題集（いいずな書店）

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)

７月 １月

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

４月 10月

　　このため、評価は、具体的には次のものを対象とします

　授業に取り組む姿勢や授業中の発問評価で関心・意欲・態度、単元ごとの小テスト、プリント学習のまとめテストの得
点を平常点として評価し、定期考査で知識・表現力・理解度の評価を行います。

　　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

①　古典作品に親しむ。

②　古典文法を理解し、語彙力をつける。

➂　作品背景を理解する。

８月 ２月

９月 ３月

3.評価の観点・方法及び年間の評定

①関心・意欲・態度　②読む能力　③知識・理解

５月 11月

６月 12月



単位数 5単位

月 月

古文随想 古文物語

　第3回定期考査

漢文史伝 漢文思想

　第1回定期考査

古文物語 古文評論 　第4回定期考査

古文日記

古文日記 　第2回定期考査

漢文史伝

古文日記

古文物語

※高校3年生は第4回定期考査まで受験

　　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

　授業に取り組む姿勢や授業中の発問評価で関心・意欲・態度、単元ごとの小テスト、プリント学習のまとめテストの得
点を平常点として評価し、定期考査で知識・表現力・理解度の評価を行います。

　　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

①　古典作品に親しむ。

②　古典文法を理解し、語彙力をつける。

➂　作品背景を理解する。

８月 ２月

９月 ３月

3.評価の観点・方法及び年間の評定

①関心・意欲・態度　②読む能力　③知識・理解

５月 11月

６月 12月

７月 １月

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

４月 10月

使用教科書 精選古典Ｂ　（三省堂）

副教材等 改訂新版　最新国語便覧（浜島書店）　三訂版 古文単語330（いいずな書店）　新しい古典文法（桐原書店） 漢文必携（桐原
書店）　古文・漢文グレード２（桐原書店）　大学入試センター過去問題集（いいずな書店）

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)

令和3年度　西武台千葉中学校・高等学校シラバス

科目名 国語科

教　　　科 古典Ｂ 　学年・コース・組 第3学年　進学文系



単位数3単位

月 月

古文 漢文

現代文評論 　第3回定期考査

古文 小論文

　第1回定期考査 現代文小説

現代文評論 古文 　第4回定期考査

小論文

漢文
　第2回定期考査 現代文演習

古文

現代文小説

古文

※高校3年生は第4回定期考査まで受験

　　評価は、次の観点から行います

2.学習の計画(どのような内容を、どの時期に学ぶのか)

　　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

3.評価の観点・方法及び年間の評定

　授業に取り組む姿勢や授業中の発問評価で関心・意欲・態度、単元ごとの小テスト、プリント学習のま
とめテストの得点を平常点として評価し、定期考査で知識・表現力・理解度の評価を行います。

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

単元名 評価方法単元名 評価方法

　　このため、評価は、具体的には次のものを対象とします。

９月

令和3年度　西武台千葉中学校・高等学校シラバス

国語総合研究 　学年・コース・組 3年　選択科目

論理的な文章、文学的な文章等さまざまな文章に触れ、適宜意見を発表させるなど、国語としての４技能（読む・聞く・書
く・話す）力を身につけさせる。進んで読書することによって、国語の向上を図る。古典学習の中で語彙力を高め、言葉の
歴史を学ぶとともに文法的な読み方の基本を身につける。漢字検定２級習得を目指す。

国語科

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

精選　現代文Ｂ改訂版（三省堂）　　現Ｂ324　　精選古典改訂版　古Ｂ335　

漢字トレーニング（いいずな書店）　新訂　最新国語便覧（花島書店）新しい古典文法（桐原書店）漢文必携
（桐原書店）
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