


 令和５年度( 2023年度) 年間授業計画表 

 学年  ２  コース  特選S・Z  選択形態  必修  科⽬  論理国語  単位  2 

 学習⽬標  ・評論⽂、随想の⽂章を通して要約・論理的読解の⼒を養う。様々な⽂章を通して時代・社会背景や作者 
 の主張を理解する。問題演習に取り組み、⼊試の基礎⼒を⾝に付ける。                
    
 ・⾔語理解や想像⼒を育むことに努め、論理的な読解⼒や思考⼒を⾝に付ける。 

 使⽤教科書  論理国語（数研出版）  副教材  論理エンジンシリーズ・現代⽂読解基礎ドリル  予定時間数  70 

 単元と内容 

 1学期  オリエンテーション 

 評論 

 論理エンジン 

 ・評論⽂の論理的読解⽅法を確認し、筆者の考えを理解する。 

 ・⼀⽂や⽂章の構造を知り、論的な読解を実践していく。 

 ・解答の根拠を説明できる⼒を⾝に付ける。 

 ・記述の基本的事項を⾝に付ける。 

 2学期  評論 

 論理エンジン 

 現代⽂読解基礎ドリル 

 ・様々な評論⽂を読み、論理構造や筆者の主張を読み取る。その際、問題演 
 習にも取り組み、解答⼒を向上させる。 

 ・⽂章の構造や記述の⼒を⾝に付ける。 

 ⽂章を読み、要点を押さえてまとめる練習をする。演習形式の授業で⼊試突 
 破⼒の基礎を⾝に付ける。 

 ・時事問題の基礎知識を習得し、⾃⾝の意⾒をまとめ、⽂章にまとめてい 
 く。⼩論⽂を書ききる。 

 3学期  評論⽂ 

 論理エンジン 

 現代⽂読解基礎ドリル 

 評論⽂の読解⽅法を確認し、⽂章構造から筆者の主張を読み取る。主張に迫 
 る読解⽅法を⾝に付ける。 

 演習問題を通して、解答⼒を向上させる。 

 評価 

 評価の観点  評価の趣旨  評価対象 

 1学期末  2学期末  学年末 

 ①  知識・技能  国語の伝統的な⽂化や語句に触れ、意味や⽤法を 
 的確に理解することができた。 

 〇  〇  〇 

 ②  思考⼒・判断⼒・表現 
 ⼒ 

 様々な⽂章に触れて、論理的な思考⼒を⾝に付け 
 ることができた。 

 〇  〇  〇 

 ③  主体的に学びに向かう 
 態度 

 興味関⼼を広げるために積極的に読書活動を⾏ 
 い、⾃⼰の問題と関連付けて捉えることができ 
 る。 

 〇  〇  〇 

 評価⽅法  ① 知識・技能  ② 思考⼒・判断⼒・表現⼒  ③ 主体的に学びに向かう態度 

 定期考査   60％  定期考査  60％  ⼝頭試問   50％ 

 レポート   10％  ⼝頭試問  20％  各種発表・まとめ  50 ％ 

 相互評価   10％  各種発表・まとめ 20 ％ 

 各種提出   20％ 



 令和５年度( 2023年度) 年間授業計画表 

 学年  ２  コース  特選S・Z  選択形態  必修  科⽬  ⽂学国語  単位  2 

 学習⽬標  ・⼩説⽂や随想の⽂章などの⽂学的⽂章⽂学的⽂章を通して要約・読解の⼒を養う。⼩説・物語の⽂章を 
 通して登場⼈物の⼼情や背景、作者の主張を理解する。問題演習に取り組み、⼊試の基礎⼒を⾝に付け 
 る。                                             
 ・⾔語理解や想像⼒を育むことに努め、論理的な読解⼒や思考⼒を⾝に付ける。 

 使⽤教科書  ⽂学国語（数研出版）  副教材  論理エンジンシリーズ・現代⽂読解基礎ドリル  予定時間数  70 

 単元と内容 

 1学期  オリエンテーション 

 ⼩説 

 論理エンジン 

 ・⼩説の読解⽅法を学び、登場⼈物の⼼情や⾏動を適切に読み取る⼒を育成 
 する。 
 ・⼀⽂や⽂章の構造を知り、論理的な読解を実践していく。 
 ・解答の根拠を説明できる⼒を⾝に付ける。 
 ・記述の基本的事項を⾝に付ける。 

 2学期  論理エンジン 

 ⼩説 

 要約 

 ・⽂章の構造や記述の⼒を⾝に付ける。 
 ・登場⼈物の⼼情の変化や場⾯・背景の移り変わりを的確に捉える練習をす 
 る。 
 ・⼩説⽂を読み、⼼情の要点を押さえてまとめる練習をする。演習形式の授 
 業で⼊試突破⼒の基礎を⾝に付ける。 

 3学期  ⼩説読解  様々な⼩説⽂章を読んで、⼈物の⼼情の推移を理解する。 

 ⼼情に関わる読解問題や理由問題の解き⽅や考え⽅を学ぶ。 

 評価 

 評価の観点  評価の趣旨  評価対象 

 1学期末  2学期末  学年末 

 ①  知識・技能  国語の伝統的な⽂化や語句に触れ、意味や⽤法を 
 的確に理解することができた。 

 〇  〇  〇 

 ②  思考⼒・判断⼒・表現 
 ⼒ 

 様々な⽂章に触れて、論理的な思考⼒を⾝に付け 
 ることができた。 

 〇  〇  〇 

 ③  主体的に学びに向かう 
 態度 

 興味関⼼を広げるために積極的に読書活動を⾏ 
 い、⾃⼰の問題と関連付けて捉えることができ 
 る。 

 〇  〇  〇 

 評価⽅法  ① 知識・技能  ② 思考⼒・判断⼒・表現⼒  ③ 主体的に学びに向かう態度 

 定期考査   60％  定期考査  60％  ⼝頭試問   50％ 

 レポート課題   10％  ⼝頭試問  30％  各種発表・まとめ  50 ％ 

 相互評価   10％  各種発表・まとめ 10 ％ 

 各種提出   20％ 



 令和５年度( 2023年度) 年間授業計画表 

 学年  ２  コース  特選選抜  選択形態  必修  科⽬  論理国語  単位  2 

 学習⽬標  ・評論⽂の論理的読解⽅法を確認し、筆者の考えを理解する。 
 ・解答の根拠を説明できる⼒を⾝に付ける。 
 ・記述の基本的事項を⾝に付ける。 

 使⽤教科書  論理国語（数研出版）  副教材  論理エンジン・現代⽂読解基礎ドリル  予定時間数  70 

 単元と内容 

 1学期  オリエンテーション 

 評論 

 論理エンジン 

 ・評論⽂の論理的読解⽅法を確認し、筆者の考えを理解する。 

 ・⼀⽂や⽂章の構造を知り、論理的な読解を実践していく。 

 ・解答の根拠を説明できる⼒を⾝に付ける。 

 ・記述の基本的事項を⾝に付ける。 

 2学期  評論  ・様々な評論⽂を読み、論理構造や筆者の主張を読み取る。その際、問題演 
 習にも取り組み、解答⼒を向上させる。 

 ・⽂章を読み、要点を押さえてまとめる練習をする。演習形式の授業で⼊試 
 突破⼒の基礎を⾝に付ける。 

 ・評論演習問題を通して、⼩説の読解⽅法やポイント、解法を細かく学んでい 
 く。 

 3学期  ⼤学⼊学共通テスト演習  ・副教材を利⽤しながら、共通テストに対応できる読解⼒を⾝に付ける。 

 ・演習問題を通して、解答⼒を向上させる。 

 評価 

 評価の観点  評価の趣旨  評価対象 

 1学期末  2学期末  学年末 

 ①  知識・技能  国語の伝統的な⽂化や語句に触れ、意味や⽤法を 
 的確に理解することができる。 

 〇  〇  〇 

 ②  思考⼒・判断⼒・表現 
 ⼒ 

 様々な⽂章に触れて、論理的な思考⼒を⾝に付け 
 ることができた。 

 〇  〇  〇 

 ③  主体的に学びに向かう 
 態度 

 興味関⼼を広げるために積極的に読書活動を⾏ 
 い、⾃⼰の問題と関連付けて捉えることができ 
 る。 

 〇  〇  〇 

 評価⽅法  ① 知識・技能  ② 思考⼒・判断⼒・表現⼒  ③ 主体的に学びに向かう態度 

 定期考査   60％  定期考査  60％  ⼝頭試問   60％ 

 相互評価   15％  各種発表・まとめ  20％  各種発表・まとめ   40％ 

 各種提出   25％  ⼝頭試問  20％ 



 令和５年度( 2023年度) 年間授業計画表 

 学年  ２  コース  特選選抜  選択形態  必修  科⽬  ⽂学国語  単位  2 

 学習⽬標  ⼩説・物語の⽂章を通して登場⼈物の⼼情や背景、作者の主張を理解する。問題演習に取り組み、⼊試の 
 基礎⼒を⾝に付ける。 
 ⾔語理解や想像⼒を育むことに努め、論理的な読解⼒や思考⼒を⾝に付ける。 

 使⽤教科書  ⽂学国語（数研出版）  副教材  論理エンジン・現代⽂読解基礎ドリル  予定時間数  70 

 単元と内容 

 1学期  オリエンテーション 

 ⼩説 

 論理エンジン 

 ・⼩説の読解⽅法を学び、登場⼈物の⼼情や⾏動を適切に読み取る⼒を育成す 
 る。 

 ・⼀⽂や⽂章の構造を知り、論理的な読解を実践していく。 

 ・解答の根拠を説明できる⼒を⾝に付ける。 

 ・記述の基本的事項を⾝に付ける。 

 2学期  ⼩説  ・登場⼈物の⼼情の変化や場⾯・背景の移り変わりを的確に捉える練習をす 
 る。 

 ⽂章を読み、要点を押さえてまとめる練習をする。演習形式の授業で⼊試突 
 破⼒の基礎を⾝に付ける。 

 ⼩説演習問題を通して、⼩説の読解⽅法やポイント、解法を細かく学んでい 
 く。 

 3学期  ⼤学⼊学共通テスト演習  副教材を利⽤しながら、共通テストに対応できる読解⼒を⾝に付ける。 

 評価 

 評価の観点  評価の趣旨  評価対象 

 1学期末  2学期末  学年末 

 ①  知識・技能  国語の伝統的な⽂化や語句に触れ、意味や⽤法を 
 的確に理解することができる。 

 〇  〇  〇 

 ②  思考⼒・判断⼒・表現 
 ⼒ 

 様々な⽂章に触れて、論理的な思考⼒を⾝に付け 
 ることができた。 

 〇  〇  〇 

 ③  主体的に学びに向かう 
 態度 

 興味関⼼を広げるために積極的に読書活動を⾏ 
 い、⾃⼰の問題と関連付けて捉えることができ 
 る。 

 〇  〇  〇 

 評価⽅法  ① 知識・技能  ② 思考⼒・判断⼒・表現⼒  ③ 主体的に学びに向かう態度 

 定期考査   60％  定期考査  60％  ⼝頭試問   60％ 

 相互評価   15％  各種発表・まとめ  20％  各種発表・まとめ   40％ 

 各種提出   25％  ⼝頭試問  20％ 
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