
【オンラインシラバス 中学１年インターナショナルコース】 

AG 国語 
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EnglishR 
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Experiment 
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SG 国語 
SG 地理 
英語 
数学α 
数学β 
理科１ 
理科２ 



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 AG国語 AG 4 髙橋直

到達目標

１　現代思想の根底に触れる思考力の育成。
２　基本的な語彙能力を高め、定着させるとともに、活用できるように習得する。
３　文章に応じた読解の方法を身につけ、｢いいかえる力」｢比べる力」「たどる力｣を鍛える。　
４　様々な文章を通し自分の見解をもち、意見の交流をすることによって、さらに見識を深める。

授業の進め方・学習方法

・毎時4語の読み・書き取り・意味・短文について小テストを行う。
・漢字ノートの学習を課し、日常の家庭学習の習慣をつけるとともに、語彙力の定着を図る。
・評論・古典・詩歌の学習後にはレポートあるいはプレゼンテーションを行う。
・中2、中3では月１～２回の書道・硬筆指導実施を目指す。

授業スケジュール

学期

1学期

（詩）「ふしぎ」
（説明文）「自分の脳を知っていますか」
（小説）「桜蝶」
（文法）文節・単語・品詞
〈フリップを用いて説明する〉

1学期中間試験

1学期

（随想）「全ては編集されている」
（古典）「古典の扉を開く」・「竹取物語」
（小説）「蜘蛛の糸」
（文法）用言の活用①
〈メディアリテラシー入門〉

1学期期末試験

2学期

（小説）「ベンチ」
（説明文）「森には魔法使いがいる」
（小説）「オツベルと象」
（文法）用言の活用②・用言以外の自立語
〈友達のスピーチを聞く〉

2学期中間試験

2学期

        
（評論）「言葉がつなぐ世界遺産」
（説明文）「子どもの権利」
（古典）「古典作品へのいざない」
　　説話「宇治拾遺物語」（プリント）
（詩歌）河童と蛙
（文法）助動詞
〈図表を用いて報告する〉

2学期期末試験

3学期

（小説）「少年の日の思い出」
（小説）「デューク」
（漢文）「春暁」・「矛盾」
（文法）助詞・敬語
〈アイディアを出して話し合う〉

学年末試験



成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 60
定期試験の結果を中心に、授業への取り組みや宿題の提出状況、小テ
スト・課題テストの結果などを加味する。

レポート 0～40
小テストなど 0～40
授業での取り組み 0～40

教科書・教材

書名 出版社 備考

伝え合う言葉　中学国語① 教育出版

システム中学国語　漢字/語彙編 水王舎

プレミアムカラー国語便覧 数研出版

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

基本的な「読解」の手法を習得し、様々なジャンル・レベルの文章の正確な意図を読み取れるようになることは、様々な情報が氾濫する現代社会に
おいて、非常に重要な能力です。また、これからの広い社会で、複雑多様な人間関係の中、それらをよりよいものとしていくためにも、心情や状況を
理解・共感することや、その前提となる知識・見解を持てるようになっていきましょう。
自分の意見を持ち、それを他者と交流して意見し合うことは非常に重要です。受け身ではなく、積極的に筆者が投げかけるテーマや意見について学
び、現代思想の根底に触れる思考力を高め、それを発表していきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

社会 地理 AG 週2時間 佐伯

到達目標

中学地理 基本的知識や中学地理を学ぶ際 技能（地図 読解力など）を習得し、九州地方から北海道地方にいたる「日本 地理」を地域ごとに
学習し、イメージを深められるようにする。
日本 人口問題・環境問題・伝統文化など、日本と世界 結びつきについても学びを深める。

授業 進め方・学習方法

日本語で授業を行います。授業中 教科書・地図帳・プリントを適宜使用します。１学期２学期 講義を中心として知識 定着を図り、あらゆる事項
を考えるため 土台を作ります。３学期に向けて、徐々に生徒 皆さんが主体となってテーマ学習に取り組んでいけるようにしていきます。授業中
積極的な姿勢を高く評価します。使用したプリントにどれだけメモをしているか、授業にどれだけ積極的に取り組んでいるかを把握するため、プリント
ファイル 提出をしてもらいます。紛失や未提出を含めたプリント 状況 、評価に直結します。テスト 論述問題も出題する で、授業中 話もプ
リントに書き込んでおきましょう。授業中 PCを適宜使用します。

授業スケジュール

学期

1学期

第１部 世界と日本 地域構成
 第１章 世界 姿
　１、私たち 住む地球を眺めて
　２、いろいろな国 国名と位置
　３、緯度と経度
　４、地球儀と世界地図 違い
 第２章 日本 姿
　１、世界 中で 日本 位置
　２、時差でとらえる日本 位置
　３、日本 領域とそ 特色
　４、都道府県と県庁所在地

1学期中間試験

1学期

第３部 日本 様々な地域
 第２章 日本 地域的特色
　１、山がちな日本 地形
　２、川が作る地形と海岸や海洋 特色
　３、日本 気候
　４、日本 さまざまな自然災害
　５、自然災害に対する備え
　６、日本 人口
　７、日本 資源・エネルギーと電力
　８、日本 農業・林業・漁業とそ 変化
　９、日本 工業とそ 変化
　10、日本 商業・サービス業
　11、日本 交通網・通信網
　12、さまざまな地域区分

1学期期末試験

2学期
 第３章 日本 諸地域
　第１節 九州地方
　第２節 中国・四国地方

2学期中間試験

2学期
　第３節 近畿地方
　第４節 中部地方
　第５節 関東地方

2学期期末試験

3学期

　第６節 東北地方
　第７節 北海道地方
第４部 地域 在り方
 第１章 地域 在り方
　１、課題を把握しよう
　２、地域をとらえよう
　３、課題 要因を考察しよう
　４、課題 解決に向けて構想しよう
　５、構想 成果を発信しよう

学年末試験



成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 60 評価 中心 定期テストです。しかし１学期２学期において プリントファ
イル 提出とそ 評価、３学期において レポートが大きな位置を占めま
す。提出 有無と実施状況 すべて成績に含めます。レポート 10～30

小テストなど 0～20
授業で 取り組み 10

教科書・教材

書名 出版社 備考

中学生 地理 帝国書院

中学校社会科地図 帝国書院

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者から アドバイス

授業中 「話を聞く」・「ノート・メモを取る」・「課題に取り組む」というメリハリをつけ、積極的に授業に参加してください。地図帳・PCでさまざまな地域
イメージを瞬時に把握できるようにしておくことが大切です。暗記に走らず、「なぜ？」を大切にしてください。わからないことがあれ 、何でも聞きに

来てください。共に学びましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 English 本科 週3時間 Mr. Croft

到達目標

The students in this course will be taught to use English to communicate in the modern world. They will be able to speak English in a 
natural, confident way to express their ideas and exchange opinions and information. They will also be able to start to use English to study 
academic subjects. In particular, instructions for classes taken in English will be emphasized. Focus in the second year will be on English 
for academic purposes and study in an international environment. This is a four skills course, but the majority of class time will be spent on 
improving students' speaking skills.

授業の進め方・学習方法

Whilst students will be using Solutions Elementary (3rd Edition) as the core text for this course, they will be also be using a variety of 
supplementary materials, games, language activities and pronunciation aids. To improve listening students will be using a variety of 
independently developed material. Students will also be encouraged to complete self-study materials which include grammar, vocabulary 
building and writing exercises. There will be a new focus on extensive reading this year, so students will be asked to read as many English 
books as possible.

授業スケジュール

学期

1学期

Exchanging personal information, letters and numbers, including ordinals.
Be and have got: affirmative negative and interrogative forms.
Talking about ability and asking for permission, musical instruments.
Articles: the, a/an, some; this/that/these/those.

1学期中間試験

1学期

Family and friends - family members.
Adjectives and prepositions.
Housework.
Describing People
Personality adjectives.
Present simple (affirmative).
Spelling and pronunciation.
Present simple (negative and interrogative).
Singular and plural nouns.
Sibling rivalry and describing people.
Writing personal profiles.

1学期期末試験

2学期

Daily routines - describing daily routines and home and at school.
have to - talking about things that are necessary and compulsory.
Numbers, dates and times.
Adverbs of frequency; question words.
Prepositions of time.
Dangerous journeys and writing announcements.
Giving advice.

2学期中間試験

2学期

Describing clothes.
Present continuous.
Fashion and identifying stress patterns in tow- and three- syllable words.
Contrast: present simple and present continuous.
Adjectives: opposites
Teenage pressures and writing emails.
Making arrangements.

2学期期末試験

3学期

Talking about food.
there is/there are; some/any
Identifying and understanding unstressed words.
how much / how many.
Adjective and preposition collocations.

学年末試験



成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 60 Two kinds of test will be given: speaking and writing. The writing
tests will be held during the regular test periods. The speaking tests 
are not summative, but formative in nature, so will be held
throughout the term.

レポート

小テストなど 20
授業での取り組み 20

教科書・教材

書名 出版社 備考

Solutions Elementary                OUP 978-0-19-456197-6 Third Edition

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

1. Preview all your lessons.
2. Review all your lessons.
3. Don't give up and if you forget something; learn it again.
4. Do all your homework.
5. Ask if you don't understand anything.
6. Aim to improve, not to be perfect.
7. Read as much as you can.
8. Go online and access English.
9. Watch movies, listen to songs and learn to enjoy English.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 English R AG 週3時間 Tomacder / Rowland

到達目標

This is a course of study with the purpose of developing students’ ability to interpret novels and poetry with a focus on theme and
personal response to literature.

Students will be able to read and respond to significant works of literature in terms of:

- Structural features of literature
- Narrative analysis
- Character analysis
- Themes
- Contrasting points of view

Students will be able to write clear, coherent and focused personal responses to literature, which is supported with evidence from the
text and exhibit awareness of the audience and purpose.

授業の進め方・学習方法

Activities will be content driven and the methods in which the content is studied will be wide ranging from teacher-centered lecture-style
classes, to group activities, to individual research and study activities.

授業スケジュール

学期

1学期

Ghost Boys by Jewell Parker Rhodes

Point of learning:
1. Different points of view
2. Exploring spheres of influence on people's lives

1学期中間試験

1学期

Stargirl by Jerry Spinelli

Point of learning:
1. The roles we play in our lives 
2. Public vs private world

1学期期末試験

2学期

The Graveyard Book by Neil Gaiman

Point of learning:
1. How we learn about ourselves and the world
2. Exploring themes of family relationships

2学期中間試験

2学期

A Wizard of Earthsea by Ursula K. Le Guin

Point of learning:
1. Our role in society
2. Themes of growing up and the loss of childhood innocence

2学期期末試験

3学期

Private Peaceful by Michael Morpurgo

Point of learning:
1. Perceptions of authority figures
2. Themes of justice and brutality

学年末試験



成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 60 Assessment in the class will consist of both formative and
summative assessment; formal and informal. Students’ skills
of reading, writing, speaking and listening will each be assessed
each term through written essays, tests, presentations and
participation in group discussions and activities.

レポート

小テストなど 40
授業での取り組み

教科書・教材

書名 出版社 備考

Ghost Boys
Stargirl
The Graveyard Book
A Wizard of Earthsea
Private Peaceful

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

This course requires a lot of reading. Make sure you do not fall behind and do all your work on time. Keep reading on your own, and have fun! ��



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 English W AG 2hrs/week Rowland / Halloran

到達目標

The aim of this class is for students to develop their ability to express and develop their ideas using writing that is clear, precise and well
structured. During the year, students will learn about and practice the conventions of formal compositions, including argumentative, cause and 
effect, discursive. The majority of these pieces will be thematically linked to the literature studied in English Reading class.

授業の進め方・学習方法

Typically, the content studied each term will be centered on English in use, along with supplementary components of vocabulary building and 
grammar skill building. Activities in class will be content driven and the methods in which the content is studied will be wide ranging, from 
teacher-centered lecture style classes to group activities, individual research, presentations and other study activities. 

授業スケジュール

学期

1学期

Spheres of Influence: Which spheres of influence have the most significant impact on our lives? 

Students will write a Cause and Effect essay considering the effects of influences on their lives.

Language Focus: What is a word?

1学期中間試験は実施しない

1学期

The Roles We Play: Which roles do we play in our lives and how comfortable are we in those roles?

Students will write a Discursive essay about the different roles that they play in their lives.

Language Focus: What is a sentence?

1学期末試験は実施しない

2学期

Alternative Education: What are the benefits and drawbacks to different approaches to education? 

Students will write a Comparative essay about different types of education.

Language Focus: What is a paragraph?
2学期中間試験は実施しない

2学期

Growing Up: How do we grow and develop from childhood to adulthood?

Students will write a Reflective essay about how they have grown and developed in their lives.

Language Focus: What is an essay?
2学期末試験は実施しない

3学期

Questioning Authority: How fair are the rules and punishments in our lives?

Students will write an Argumentative essay questioning the rules and punishments in their lives. 

Language Focus: What is writing?
3学期末試験は実施しない



成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 In this class, students will do both formal and informal writing tasks
and will be required to produce one polished piece for assessment
per half term.レポート 80

小テストなど 20
授業での取り組み

教科書・教材

書名 出版社 備考

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

Make sure you complete all practice work and contribute to class discussions, both of which will help you to write better essays. Use
homework time to write as much of your essays as you can, so that the teacher and your fellow students can help you improve and redraft it in 
class.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 Science Labs AG 1 hr/week Bright

到達目標

The Science labs will explore the three areas of science that you study in M1: Biology, Chemistry, and Physics. As such, it's important that 
you keep up with the classroom content to use in your lab reports. Each term, you will do between 6 - 10 labs, teaching you a variety of 
skills in the lab, and utitilising critical and analytical skills.

授業の進め方・学習方法

During the laboratory class, students will delve more deeply into the study of science with hands-on laboratory exercises, observations, and 
written reports.

授業スケジュール

学期

1学期

Expected labs are as follows:
・How to use a Bunsen burner.
・Flower dissection and drawing.
・Identification of substances.

* Subject to change depending on timing.
1学期中間試験

1学期

Expected labs are as follows:
・How to use a microscope
・Solubility and crystal formation.
・Observation of leaf and stem cross-sections

* Subject to change depending on timing.
1学期期末試験

2学期

Expected labs are as follows:
・Distillation of red wine.
・Preparation of leaf vein specimens.
・Observation of photosynthesis.
・Refraction of light.
・Observation of biomes.

* Subject to change depending on timing.
2学期中間試験

2学期

Expected labs are as follows:
・Images produced by a convex lens.
・Anatomy of muscles, tendons, and ligaments.
・Factors that affect the quality of a sound.
・Anatomy of a brain.
・Hooke's Law.

* Subject to change depending on timing.

2学期期末試験

3学期

Expected labs are as follows:
・Resolution of forces.
・Factors that affect the rate of amylase.
・Relation between buoyancy and volume in water.

* Subject to change depending on timing.

学年末試験



成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 0 All of the grades for this course come from your writing of lab 
reports. Make sure you complete the pre-lab tasks before the lab, 
submit the reports on time and in the correct format, with proper 
grammar and spelling.

レポート 100
小テストなど 0
授業での取り組み 0

教科書・教材

書名 出版社 備考

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

Make sure you are asking questions and working together in your groups. Labs are an important chance for you to show off your 
understanding of the content on the course.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

社会 Geography AG 3 hours/week Warzala

到達目標

Students will acquire a broad understanding of 9 different regions in the world

授業の進め方・学習方法

Lectures, Discussions, Note-taking, short answer quizzes

授業スケジュール

学期

1学期
Essentials of Geography
North America

1学期中間試験

1学期
The Russian Federation
Sub-saharan Africa

1学期期末試験

2学期
Central America
South America

2学期中間試験

2学期
South Asia
Southeast Asia

2学期期末試験

3学期
East Asia
North Africa and Southwest Asia

学年末試験

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 60 There will be 2 exams per term, each will be 30% of the final grade 
and each will cover the material and vocabulary from the textbook.
Forty percent of the grade will come from in-class assignments, such 
as participation in discussions, note-taking skills, answering short 
answer questions, and writing journals

レポート 0
小テストなど

授業での取り組み 40

教科書・教材

書名 出版社 備考

National Geographic World Cultures and 
Geography

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス
Communicate with me often. I'm always very happy to talk with students.
Focus heavily on your note-taking skills. This course will rely on your notes for test questions and classroom discussions.
Stay respectful of other cultures. It's exciting and interesting to learn about new places in the world, and we will enjoy it much more with an 
open mind and understanding.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 Math α AG 4 Avramcsev・Espanto

到達目標

In this course you will focus on learning the basics of algebra and graphing. These topics are essential to understanding higher level 
mathematics. Working hard to understand these topics now will make things much easier for you in the future.

授業の進め方・学習方法

Students are expected to complete all homework that is assigned on time. Completed homework will include: showing all steps; checking to see 
if the answers are correct; if the answers are not correct, redoing the question; if the answers are still not correct, read from the solutions book to 
see how to properly complete the problem.

授業スケジュール

学期

1学期

Chapter 1 : Positive and Negative Numbers
・Section 1 : Positive and negative numbers
・Section 2 : Addition and subtraction
・Section 3 : Multiplication and division
・Section 4 : Calculating expressions using the four basic operations

Chapter 2 : Calculating Expressions
・Section 1 : Expressions
・Section 2 : Calculating polynomials
・Section 3 : Monomial multiplication and division
・Section 4 : Using expressions

1学期中間試験

1学期

Chapter 3 : Equations
・Section 1 : Equations and their solutions
・Section 2 : Linear equations
・Section 3 : Using linear equations
・Section 4 : Simultaneous equations
・Section 5 : Using simultaneous equations

1学期期末試験

2学期

Chapter 5 : Linear Functions
・Section 1 : Rate of change
・Section 2 : Rate of change and graphing
・Section 3 : Inverse proportionality and its graph
・Section 4 : Proportion and inverse proportion

2学期中間試験

2学期

Chapter 5 : Linear Functions
・Section 5 : Linear functions and their graphs
・Section 6 : Linear functions and equations
・Section 7 : Word problems using linear functions

2学期期末試験

3学期

Book 2 Chapter 5 : Use of data
・Section 1 : Organisation of materials
・Section 2 : Representation and scattering
・Section 3 : Approximations and errors
Sample survey

学年末試験



成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 60 Exam results are 60% of the final grade. 40% of the grade will
come from quiz scores, homework assignments, and notebooks.

レポート 0
小テストなど 20
授業での取り組み 20

教科書・教材

書名 出版社 備考

体系数学１　代数編 数研出版

体系数学２　代数編 数研出版

参考書

書名 著者 出版社 備考

体系問題集１代数編 標準 数研出版

体系問題集２代数編 標準 数研出版

担当者からのアドバイス

Welcome to M1 Math α! This class will show you many new things that you may have never seen before. It is therefore important to be 
consistent and diligent with your studies. If you get behind there will be no time to catch up, so if you need extra help see me immediately. Do 
not wait until the exams, for it will be too late!



教科 科目 コース 授業時間 担当者

Math Math β AG 3 Espanto

到達目標

In this course you will focus on learning the basics of plane and solid geometry. These topics are essential to understanding higher level 
mathematics. Working hard to understand these topics now will make things much easier for you in the future.

授業の進め方・学習方法

I will ask you to read the sections before we study them in class - this will make it much easier for you to follow during class. Students are 
expected to complete all homework that is assigned on time.

授業スケジュール

学期

1学期

Chapter 1 : Plane figures
・Section 1 : Basics of lane figures
・Section 2 : Symmetrical figures
・Section 3 : Movement of figures
・Section 4 : Area and length
・Section 5 : Construction
・Section 6 : Basics of solid figures

1学期中間試験

1学期

Chapter 3 : Figures and Congruency
・Section 1 : Parallel lines and angles
・Section 2 : Internal and external angles of polygons
・Section 3 : Conditions of congruency for triangles

1学期期末試験

2学期

Chapter 3 : Figures and Congreuncy
・Section 4 : How to write proofs

Chapter 4 : Triangles and Quadrilaterals
・Section 1 : Isosceles Triangles
・Section 2 : Congruency of right triangles

2学期中間試験

2学期
Chapter 4 : Triangles and Quadrilaterals
・Section 3 : Parallelograms
・Section 4 : Parallel lines and areas

2学期期末試験

3学期

Chapter 4 : Triangles and Quadrilaterals
・Section 5 : Magnitude of sides and angles of triangles

Review
・Summary of Plane Figures

学年末試験



成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 60 Exam results are 60% of the final grade. 40% of the grade will
come from quiz scores, homework assignments, and notebooks.

レポート 0
小テストなど 20
授業での取り組み 20

教科書・教材

書名 出版社 備考

体系数学１　幾何編 数研出版

体系数学２　幾何編 数研出版

参考書

書名 著者 出版社 備考

体系問題集　数学１　幾何編 数研出版

体系問題集　数学２　幾何編 数研出版

担当者からのアドバイス

Welcome to M1 Math β! This class will show you many new things that you may have never seen before. It is therefore important to be 
consistent and diligent with your studies. If you get behind there will be no time to catch up, so if you need extra help see me immediately. 
Do not wait until the exams, for it will be too late!



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 Science 1 AG 2 hrs/week Tsang

到達目標

The goal in this course is to introduce the students to some of the basic principles of chemistry and physics. The course is designed to 
provoke the students to use critical, creative and independent thinking and develop into scientifically-informed, responsible individuals.

授業の進め方・学習方法

The theory part of the class will consist of a combination of lectures, projects, and some presentations. Students will be asked to think 
deeply about scientific concepts and form ideas and connections based on what they know. 

授業スケジュール

学期

1学期

Chemistry

Chapter 1 : Substances around us
・Section 2 : Atoms and molecules

Chapter 6 : Chemical changes and ions 
・Section 2 : Electron configuration and ion formation 

1学期中間試験

1学期

Chemistry

Chapter 7 : Chemical Bonds and Classification of Substances
・Section 1 : What is a chemical bond?

* The following range will not be covered much in class, but you should study it yourself because it will 
be dealt with in science experiments.
Chapter 1
・Section 3 : Density

Chapter 2
・Section 2 : Solubility and recrystallization

1学期期末試験

2学期

Chemistry

Chapter 7 : Chemical Bonds and Classification of Substances
・Section 1 : What is a chemical bond?
・Section 2 : Dividing matter into five main categories.

Chapter 1 : Substances around us?
・Section 1 : What is a substance?

Physics

Chapter 1 : The world of light and sound
・Section 1 : Properties of light

2学期中間試験

2学期

Physics

Chapter 1 : The world of light and sound
・Section 1 : Properties of light
・Section 2 : Nature of sound
・Section 3 : Properties of waves

Chapter 2 : Forces and pressures
・Section 1 : Forces

2学期期末試験

3学期

Physics

Chapter 2 : Forces and pressures
・Section 1 : Forces

Chapter 5 : Forces and motion
・Section 1 : Synthesis and decomposition of forces and the balance of forces

Chapter 2 : Forces and pressures
・Section 2 : Pressure and buoyancy

学年末試験



成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 60 Exam results are 60% of the final grade. 40% of the grade will
come from quiz scores, homework assignments, and notebooks.

レポート 0
小テストなど 20
授業での取り組み 20

教科書・教材

書名 出版社 備考

系統的に学ぶ中学化学 文理

系統的に学ぶ中学物理 文理

参考書

書名 著者 出版社 備考

系統的に学ぶ中学化学・問題集 文理

系統的に学ぶ中学物理・問題集 文理

担当者からのアドバイス

Pay attention in class and in the laboratory, complete your homework, correct any mistakes you make on tests and quizzes, and stay 
organized. These four things will help you succeed in Science 1. Good luck!



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 Science 2 AG 1 hr/week Tsang

到達目標

The focus of this 'Science 2' course is on the study of biology, including topics such as cells, plants, animals, and the human body. The 
course requires students to be curious about the living world within the context of the scientific method.

授業の進め方・学習方法

Classes with be based on a mixture of lectures, projects, online research, practical exercises and laboratory experiments. Each week there 
will be one lesson of classroom study and one lesson of laboratory work.

授業スケジュール

学期

1学期

Chapter 1 : What is an Organism?
・Section 1 : The Basic unit of Organisms - Cells
・Section 2 : From Single-Celled to Multicellular organisms
・Section 3 : Classification of Organisms

1学期中間試験

1学期

Chapter 1 : What is an Organism? (Continued)
・Section 4 : Observing the World Around Us

Chapter 2 : The World of Plants
・Section 1 : Plant Growth

1学期期末試験

2学期

Chapter 2 : The World of Plants (Continued)
・Section 2 : Plant Structure
・Section 3 : How Plants Change

2学期中間試験

2学期

Chapter 3 : The Animal World
・Section 1 : Animal Behavior

2学期期末試験

3学期

Chapter 3 : The Animal World (Continued)
・Section 2 : The Digestion and Absorption of Food
・Section 3 : Blood Circulation and Excretion

学年末試験



成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 60 Exam results are 60% of the final grade. 40% of the grade will
come from quiz scores, homework assignments, and notebooks.

レポート 0
小テストなど 20
授業での取り組み 20

教科書・教材

書名 出版社 備考

理科　第２分野生物 文理

参考書

書名 著者 出版社 備考

理科　第２分野生物　問題集 文理

担当者からのアドバイス

Try your best to memorise all the new words and concepts you will encounter in this course, while staying curious about the world around 
you. Ask as many questions as you need to fully understand each topic, and work together with your fellow students to help and support 
each other.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 現代文 本科 5 大石・髙橋・三島

到達目標

①説明的文章について 、精緻な文章読解を通じ、筆者 主張を正確に理解する力を養う。
②文章 読解を通じ、社会的な課題や哲学的な論点について 視野を広げるとともに見識を深める。
③筆者 主張を多角的に検討し、地震 意見を主体的に構築・表現しうる力を養う。
④自分 意見を発表したり記述したりする訓練を通じ、レポートや論文を書くため 素養を身につける。
⑤文学的文章について 、表現 豊かさを味わい、そ 表現 機微を敏感に捉える。

授業 進め方・学習方法

集団授業を基本とし、ディスカッション、発表など 取り組みを通して自分 意見を構築・発表します。
漢字テストや単元 テスト そ 都度告知します。シリウス 週末課題や長期休業中課題として活用します。

授業スケジュール

学期

1学期

【現代文】
教科書
　表現／対話／思想　　　「ふしぎ」（金子みすゞ）
　人種／多様性／平和　　「全て 編集されている」（池上彰）
評論文選
　評論　　　　　　　　　「言葉 ちぐ ぐ」（鷲田清一）

【古典】
口語文法「言葉 単位、動詞、形容詞、形容動詞」

1学期中間試験

1学期

【現代文】
教科書
　伝統／文化／歴史　　　「蜘蛛 糸」（芥川龍之介）
評論文選
　評論　　　　　　　　　「文化と 何か」（正高信男）
　　　　　　　　　　　　「日本人 なぜ靴をぬぐ か」（芦原義信）

【古典】
現代仮名遣い・歴史的仮名遣い
「竹取物語」
古典常識

1学期期末試験

2学期

【現代文】
教科書
　人種／多様性／平和　　「ベンチ」（ハンス＝ペーター＝リヒター）
評論文選
　評論　　　　　　　　　　加藤周一「文学 仕事」
　　　　　　　　　　　　　中村桂子「近代文明と 何だったか」
【古典】
口語文法「そ 他自立語、助詞、助動詞、敬語】

2学期中間試験

2学期

【現代文】
教科書
　身体／生命／家族　　　　宮沢賢治「オツベルと象」
評論文選
　評論　　　　　　　　　　「都市 中で自然と住む」（甲斐徹郎）
【古典】
現代仮名遣い・歴史的仮名遣い
「枕草子」「徒然草」
古典常識

2学期期末試験

3学期

【現代文】
教科書
　自己／他者／物語　　　　ヘルマン・ヘッセ「少年 日 思い出」
評論文選
　評論　　　　　　　　　　池上嘉彦「こと 再発見」
【古典】
現代仮名遣い・歴史的仮名遣い
「紫式部日記」
古典常識・故事成語

学年末試験



成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 80

定期試験を中心として平常 活動を含み総合的に評価する。
レポート ０～20
小テストなど ０～20
授業で 取り組み ０～20

教科書・教材

書名 出版社 備考

伝え合う言葉　中学国語① 教育出版

現代を読む評論文20選 明治書院

意味から学ぶ頻出漢字3000 第一学習社

プレミアムカラー国語便覧 数研出版

問題中心 新文法ノート 浜島書店

Sirius21発展編　国語Vol.1 育伸社

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者から アドバイス

テクスト 読み手によっていかようにも解釈できます。自分 意見を自分 言葉で表現するために 、より多く テクストをより正確にインプットする
工程が必要です。授業を通して多く 視点、考え方に触れてください。わからない言葉、漢字 そ 都度ノートに書きだし、
自身 も になるよう日々 努力を怠らないようにしましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

社会 地理 SG 週３時間 佐伯

到達目標

【地理的分野】 世界地理分野の自然環境・気候・産業構造・文化的特色について、中学の基礎的内容から高校地理レベルの学習内容
　　　　　　　までの習得を目標 とするとともに、現代世界の諸問題に関する考察能力を身につけます。
　 [中期] 地理的技能、地理的な見方や考え方の獲得、中学校の基礎レベルから大学入学共通試験レベルの問題で得点できる実力を養
　　　　います。
　 [長期] 特に現代世界の諸問題に関して、資料から論述問題に対応できる思考力を身につけます。

授業の進め方・学習方法

１．学習内容に関する一斉教授・講義 
２．地理的事象及び現代世界の諸問題に関してのアクティブラーニング
３．ＩＣＴ機器を利用した諸地域の地形の学習 
４．確認テスト

授業スケジュール

学期

1学期

地理の基本的知識/自然地理 
（1）地球の概要 ・六大陸と三大洋 ・緯度と経度 ・時差 
（2）地形 ・大地形 ・小地形 など

1学期中間試験

1学期

自然地理 
（3）気候 ・世界の気候 ・大気循環 ・気温/降水量 など 
（4）植生と土壌

1学期期末試験

2学期

（1）アジア地誌 
①東アジア 自然環境・農業・人口と民族・工業
②東南アジア 自然環境・社会・農業・工業化・ASEAN 
③南アジア 自然環境・社会・農業・工業・宗教

2学期中間試験

2学期

（2）アフリカ地誌 
　　自然環境・社会・食料問題・人口問題・格差・農業・資源 
（3）ヨーロッパ地誌 
　　自然環境・農業・工業・宗教・民族問題・EU

2学期期末試験

3学期

（4）北アメリカ地誌（アメリカ合衆国） 
　　自然環境・農業・工業・社会 
（5）SDGsに関する学習

学年末試験

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 80 ・定期試験（80％）：中間・期末テスト（1・2学期）、
　　　　　　　　　　学年末テス ト（3学期） 
・平常点 （20％）：課題レポート・小テスト・ノート提出 
　　　　　　　　　　・※授業姿勢など

レポート 0～20
小テストなど 0～20
授業での取り組み ０～20

教科書・教材

書名 出版社 備考

中学生の地理 帝国書院 地理-727

中学校社会科地図 帝国書院 地理-724

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

・「聞く」・「書く」・「考える」などメリハリをしっかりとつけましょう。 
・受け身ではなく積極的に授業に参加しましょう。 ・提出物の期限は厳守しましょう。 
・予習は必要ありませんが、50分でよくわからなかったことや気になることは自ら学習を深めましょう。 
・地理の授業を受けるときは地図帳を常に開ける状態にしておきましょう。まずはその地域についてイメージすることが大事です。
・単なる暗記ではなく地理的思考力を身につけることを狙いとしています。「なぜその産業が盛んなのか？」「なぜそこではそのよう
　な服装がよく見られるのか？」物事には必ず理由があります。なぜ？という気持ちを大事にしましょう



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 英語 SG 週５コマ 髙橋祥

到達目標

●Listening：日常生活においてよくある話題や、短く簡単な説明や指示を聞いて理解することができる。
●Speaking：日常生活における簡単な会話をしたり、興味・関心 あることについて自分 考えを述べたりすることができる。
●Reading：平易な内容であれ 、物語やニュースなど 身近なことに関する文章を理解することができる。
●Writing：興味・関心 あることについて、平易な文で あるがある程度まとまった文章を書くことができる。

授業 進め方・学習方法

①教科書 各Lesson 文法を解説し、例文や課題を通して基本事項を理解する。定期的に課題や既習内容に関する確認試験を行う。
②教科書本文 音読・暗唱を通じて英語表現を習得しつつ、英語 音に慣れる。
③キクタンを使用して、週３回授業内に単語テストを実施する。

授業スケジュール

学期

1学期

≪New Treasure≫
Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3

1学期中間試験

1学期
≪New Treasure≫
Lesson 4
Lesson 5

1学期期末試験

2学期

≪New Treasure≫
Lesson 6
Lesson 7
Lesson 8

2学期中間試験

2学期
≪New Treasure≫
Lesson 9
Lesson 10

2学期期末試験

3学期
≪New Treasure≫
Lesson 11
Lesson 12

学年末試験



成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 80 定期試験 結果及び、授業内 取り組み・提出物・小テストなどを総合的
に評価する。

レポート

20小テストなど

授業で 取り組み

教科書・教材

書名 出版社 備考

New Treasure Stage1 3rd Edition 教科書 Z会出版

New Treasure Stage1 3rd Edition 文法問題集 Z会出版

New Treasure Stage1 3rd Edition CDs Z会出版

キクタン【中学英単語】 アルク

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者から アドバイス

英語 コミュニケーションツールです。積極的に英語を使い、『読む・書く・聞く・話す・伝える』 各技能をバランスよく伸 しましょう。言語 習得に
、そ 言語に触れる時間を多くすることが欠かせませんが、そ カギを握っている 家庭学習です。日々 課題以外にも、ドラマや映画、ラジオ

や音楽など、英語に楽しく触れる機会を増やしてみましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学α 本科SG 週3時間 久保木

到達目標

数や計算 仕組みを考え、論理的に説明する力を養う。基本的な計算力を学んでいくとともに、間違えた理由やより速く解く工夫を意識させて考える
力を身につけたい。さらに、自分で考えたり、友人と意見交換しながら、表現力や説明する力を身につけ、答え至上主義で ない姿を目指す。

授業 進め方・学習方法

<授業 進め方>
計算演習を行い、常に満点を取ることを意識し、高い計算力を身につけていく。また、自ら考える姿勢を大切にするとともに、自身 考えを発表する
機会も設ける。また、内容 定着を確認する小テストを適宜実施する。ぶんやによって 中学範囲にとどまらず高校範囲 内容にも踏み込み、効率
的に学習し本質的な理解を目指す。学習 理解度を見ながら、進度に幅をを持たせていく場合がある。
<学習方法>
授業ノート 授業ノート 復習をする際、最も有効な参考書となるため、、できる限り丁寧に書くこと。また、家庭学習における復習を大切にすること。
授業があった日に に ノートを見返して内容を確認し、内容 定着を図るため問題集に取り組み、、わからないことがあれ 積極的に質問に来る
こと。

授業スケジュール

学期

1学期

正 数と負 数
・正 数と負 数
・加法と減法
・乗法と除法
・四則 混じった計算
文字式
・文字式

1学期中間試験

1学期

文字式
・多項式 計算
・単項式 乗法と除法
・文字式 利用
方程式
・方程式とそ 解

1学期期末試験

2学期

方程式
・1次方程式 解き方
・1次方程式 利用
・連立方程式
・連立方程式 利用

2学期中間試験

2学期

1次関数
・変化と割合
・比例とそ グラフ
・反比例とそ グラフ
・比例反比例 利用
・1次関数とそ グラフ
・1次関数と方程式

2学期期末試験

3学期

1次関数
・1次関数 利用
・1次関数 応用
資料 整理と活用
・資料 整理
・代表と散ら り
・近似値と誤差
標本調査

学年末試験



成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 80 定期試験 割合が80%、課題試験 結果・小テスト 結果・宿題 提出
状況 割合が20%、合わせて100%として評価する。

レポート 0〜20
小テストなど 0〜20
授業で 取り組み 0〜20

教科書・教材

書名 出版社 備考

体系数学1    代数編 数研出版

体系問題集1    代数編 数研出版

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者から アドバイス

数学 、これまでにわかってきたことを利用して新たなことを発見し、追求してきました。毎回 授業で得た知識 、そ 後に続く授業においても重
要な役割をもっています。授業中で生じた疑問をそ ままにしないように気をつけましょう。また、理解したことをきちんと伝えられるようになりましょ
う。課題・宿題 授業で理解したことを自分で表現する大切な機会です。必ず取り組みましょう。
発見する楽しさ、わかること 喜び、論理的に説明すること 大切さを学び、思考力を高め、答えを出すことだけでなく、答えを導き出すまで 過程を
大切にしていきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学β SG 3 玉上

到達目標

図形を対象として、論理的に考え説明する力を養う。算数で使っていた図形 性質について証明できるようにする。
定義が何かを学び、それを利用して新たな図形 性質・定理を証明できるようにする。また、作図を学習することで、より深い理解を目指す。

授業 進め方・学習方法

＜授業 進め方＞
　定理 証明や問題演習において、自ら考える姿勢を大切にするとともに、自身 考えを発表する機会も設ける。また、内容 定着を確認する小テ
ストを適宜実施する。分野によって 中学範囲にとどまらず高校範囲 内容にも踏み込み、効率的に学習し本質的な理解を目指す。学習 理解度
を見ながら、進度に幅を持たせていく場合がある。
＜学習方法＞
　授業プリント 復習をする際、最も有効な参考書となるため、できる限り丁寧に書くこと。また、家庭学習における復習を大切にすること。授業が
あった日に プリントを見直して内容を確認し、内容を定着させるためにも宿題 必ず取り組み、わからないことがあれ 積極的に質問に来ること。

授業スケジュール

学期

1学期

平面図形
・平面図形 基礎
・図形 移動
・作図

1学期中間試験

1学期

平面図形
・面積と長さ
空間図形
・空間図形 基礎
図形と合同
・平行線と角
・多角形 内角と外角
・三角形 合同条件

1学期期末試験

2学期

図形と合同
・証明 進め方
三角形と四角形
・二等辺三角形
・直角三角形 合同

2学期中間試験

2学期
三角形と四角形
・平行四辺形
・平行線と面積

2学期期末試験

3学期
三角形と四角形
・三角形 辺と角
図形まとめ

学年末試験



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 理科Ⅰ 本科SG 週２時間 若松

到達目標

化学分野と物理分野 導入部分に親しみ、化学や物理に関わる様々な現象や物質に興味を持たせながら、科学に対して主体的に理解を深める
姿勢を育てる。 

中高一貫教育 アドバンテージを活かし、高校化学・物理 先取り学習を進め、大学受験期における超難関大学対策を有利に進めるた
め 基礎力を身に着ける。

授業 進め方・学習方法

教科書、板書、プリント、ICT機器などを活用します。ノート、プリント、教科書、PC䛿必ず持参してください。
１学期～２学期前半が化学分野、２学期後半～３学期が物理分野となります。もし、「授業が難しい！進度が い！」と感じた場合、
スタデ ィサプリを使った予習・復習も効果的です。また、クラスメイトと教え合うことでお互い 理解が深まります。
次 授業が始まるまで に前回まで 「わからないところ」を残さない姿勢を貫きましょう。
やや難易度 高い内容を扱うこともありますが、予習・復習をき ちんとすれ 大丈夫です。
 ※定期試験にむけて 知識 暗記やパターン問題 機械的習得に走らないようにしましょう。
一つ一つ 疑問を丁寧に解決して、自分 言葉で用語や式 説明ができるようになりましょう。

授業スケジュール

学期

1学期

[系統的に学ぶ中学化学(文理)] 

第１章 身 回り 物質
　第２節 物質を作る原子・分子 ・物質を作る原子・分子 
　　・古代ギリシアで原子を主張したデモクリトス 
　　・原子 とても小さい 
　　・原子と元素 
　　・元素記号 
　　・周期律と周期表 
　　・周期表 しくみ 
　　・周期表 元素 順序 原子番号順 
　　・分子
　　 ・金属元素だけでできている物質と金属元素＋非金属元素だけでできている物質 

第６章 化学変化とイオン 
　第２節 電子配置とイオン 生成 
　　・原子 構  
　　・電子配置と周期表 
　　・電子配置とイオン 生成 
　　・イオン結合とイオン化合物 
　　・イオンでできた物質 化学式䛾書き方

 ＜定期試験範囲について＞ 
上記 内容＋授業で扱った内容とそ 関連事項 (＋理科実験 学習内容）

1学期中間試験

1学期

[系統的に学ぶ中学化学(文理)] 

第７章 化学結合と物質 分類 
　第１節 化学結合と  
　　・共有結合 
　　・電子対と不対電子 
　　・単結合・二重結合・三重結合 
　　・金属結合 

※以下 範囲 授業で多く 取り上げないが、理科実験で扱うため自分で学習しておくこと。
　第１章：第３節 密度 
　第２章：第２節 溶解度と再結晶 

＜定期試験範囲について＞ 
上記 内容＋授業で扱った内容とそ 関連事項 (＋理科実験 学習内容）

1学期期末試験



2学期

[系統的に学ぶ中学化学(文理)] 

第７章 化学結合と物質 分類 
　第１節 化学結合と  

　第２節 物質を大きく５つに分ける 
　　・共有結合でできる物質 
　　・金属結合をする物質 特徴 

第１章 身 回り 物質 
　第１節 物質と  
　　・物体と物質 
　　・物質 三態 
　　・混合物と純物質 単体と化合物 
　　・有機物と無機物 
　　・金属と非金属（＆金属単体 性質）

 [系統的に学ぶ中学物理(文理)]

 第１章 光と音 世界 
　第１節 光 性質 
　　・光 進み方 
　　・レンズ 
　　・光とそ 仲間 

＜定期試験範囲について＞ 
上記 内容＋授業で扱った内容とそ 関連事項 (＋理科実験 学習内容）

2学期中間試験

2学期

[系統的に学ぶ中学物理(文理)] 

第１章　光と音 世界
　第１節　光 性質

　第２節　音 性質
　　・音 発生と伝わり方
　　・音 大きさや高さ
　　
　第３節　波 性質

第２章　力と圧力
　第１節　力
　　・力 たらき
　　・いろいろな力
　　・力 大きさ 単位
　　・質量と重さ
　　・ びと力
　　・力 表し方

＜定期試験範囲について＞ 
上記 内容＋授業で扱った内容とそ 関連事項 (＋理科実験 学習内容）

2学期期末試験

3学期

[系統的に学ぶ中学物理(文理)] 

第２章　力と圧力
　　第１節　力

第５章　力と運動
　第１節　力 合成・分解と力 つり合い
　　・力 合成
　　・力 分解
　　・力 つり合い
　　・作用と反作用

第２章　力と圧力
　第２節　圧力と浮力
　　・圧力
　　・大気による圧力と水 中で たらく圧力
　　・水中で たらく浮力
　　・気体中で たらく浮力

＜定期試験範囲について＞ 
上記 内容＋授業で扱った内容とそ 関連事項 (＋理科実験 学習内容）



3学期

[系統的に学ぶ中学物理(文理)] 

第２章　力と圧力
　　第１節　力

第５章　力と運動
　第１節　力 合成・分解と力 つり合い
　　・力 合成
　　・力 分解
　　・力 つり合い
　　・作用と反作用

第２章　力と圧力
　第２節　圧力と浮力
　　・圧力
　　・大気による圧力と水 中で たらく圧力
　　・水中で たらく浮力
　　・気体中で たらく浮力

＜定期試験範囲について＞ 
上記 内容＋授業で扱った内容とそ 関連事項 (＋理科実験 学習内容）

学年末試験

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 80 授業内で扱った内容 基礎事項 確認とともに、本質的な内容理解 
を問う問題を多く出題します。暗記などに走らず、一つ一つ 内容 
をどこまでも自分自身が納得いくまで理解しましょう。なお、期末 
試験で 中間試験 範囲も出題し、学年末試験で 、１・２学期  
内容も出題します。

レポート 0～20
小テストなど 0～20
授業で 取り組み 0～20

教科書・教材

書名 出版社 備考

未来へ広がるサイエンス１ 啓林館

系統的に学ぶ中学化学 文理

系統的に学ぶ中学物理 文理

系統的に学ぶ中学化学・問題集 文理

系統的に学ぶ中学物理・問題集 文理

フォトサイエンス化学図録 数研出版

フォトサイエンス物理図録 数研出版

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者から アドバイス

理科 非常に身近なも を題材にする教科です。 
日頃から「なぜ？」を大切に、授業に ぞみましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 理科２ 本科 週1時間 上原

到達目標

第一学期は、生物ならではの特徴と、観察、記録方法を学びます。
第二学期は、観察のポイントを踏まえて、植物の器官の構造とはたらきについて学びます。
また、動物の行動に関する事項を学びます。
第三学期は動物の体内で行われている営みを学びます。
それぞれの学期で学んだことを論理的に整理し、
身近な生物の活動について、各自が探求できるようになってほしいところです。

授業の進め方・学習方法

文理の教科書を使用して授業を進めます。
定期試験には、授業で扱った事項の他、理科実験で扱ったものも出題されます。
第一学期期末試験以降は、それ以前に学習した範囲も出題されます。

授業スケジュール

学期 学習内容

1学期

第1章　生物とは 　第1節　生物の基本単位－細胞 　・いろいろな生物とその共通点 　・細胞発見の歴史につい
て 　第2節　単細胞生物から多細胞生物へ 　・細胞の構造の概要 　・組織や器官の構造 　第3節　生物のなか
ま分け 　・系統分類と分類階級と学名の規則(第5章細胞 第1節 細胞のつくりとはたらき ・細胞小器官含む)

1学期中間試験

1学期

第1章　生物とは
　　第4節　身近な生物の観察
　・顕微鏡の構造と使い方
　・その他観察器具の使い方とスケッチの方法
第2章　植物の世界
　第1節　植物のふえ方
　・花の構造とはたらきと種子の構造
　・花が咲かない植物のふえ方

1学期期末試験

2学期

第2章　植物の世界
　第2節　植物が生きるしくみ
　・葉・茎・根の構造と植物の分類
　・光合成
　第3節植物の移り変わり
　・植物群落の種類
　・遷移

2学期中間試験

2学期

第3章　動物の世界
　第1節　動物の行動のしくみ
　・刺激と反応の関係と目・耳の構造
　・神経系の構造と神経の種類
　・骨格と筋肉

2学期期末試験

3学期

第3章　動物の世界
　第２節　食物の消化と吸収
　・栄養分の種類の構造
　・消化と吸収の概要
　・消化酵素の種類とはたらき
　・消化酵素の特徴
　・肝臓と栄養分
　第３節　血液の循環と不要物の排出
　・肺と外呼吸、細胞呼吸
　・血液の循環とはたらき

学年末試験

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 80 「理科」の評価は、理科第1分野第2分野を合算した点数をもとに算
出されます。
「理科実験」の評価は、「理科」とは別に、レポートの質や実験へ
の取り組み等でつけられます。
これらの評価をもとに、年度末には「理科」としての成績が算出さ
れます。
各定期試験の範囲は、各学期の学習内容を参考にして下さい。
また、期末試験には、その学期の中間試験の範囲も含まれます。

レポート 0～20
小テストなど 0～20

授業での取り組み 0～20

教科書・教材

書名 出版社 教科書番号 備考

理科　第２分野生物 文理 授業では主にこちらを使用します。

理科　第２分野生物　問題集 文理 授業では主にこちらを使用します。

未来へ広がるサイエンス 啓林館

担当者からのアドバイス

理科は非常に身近なものを題材にする教科です。
「なぜ？」を大切に、授業にのぞみましょう。



成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 80 定期試験 割合が80％、課題試験 結果・小テスト 結果・宿題 提出
状況 割合が20％、合わせて100％として評価する。

レポート 0~20
小テストなど 0~20
授業で 取り組み 0~20

教科書・教材

書名 出版社 備考

体系数学１　幾何編 数研出版

体系問題集　数学１　幾何編 数研出版

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者から アドバイス

数学 、これまでにわかってきたことを利用して新たなことを発見し、追究してきました。毎回 授業で得た知識 、そ 後に続く授業においても重
要な役割をもっています。授業 中で生じた疑問をそ ままにしないように気をつけましょう。
また、理解したことをきちんと伝えられるようになりましょう。課題･宿題 授業で理解したことを自分で表現する大切な機会です。必ず取り組みましょ
う。
発見する楽しさ、わかること 喜び、論理的に説明すること 大切さを学び、思考力を高め、答えを出すことだけで なく、答えを導き出すまで 過
程を大切にしていきましょう。


