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教科 科目 コース 授業時間 担当者

Eng. Conversation パーカー

到達目標

The aim of this course is to improve all areas of English for Honka students. We practice Reading, Writing, Speaking, Listening (and Thinking!) 
all in English. Students will gain lots of new vocabulary and practice grammar in an engaging way. This course is communicative: students will 

speak a lot with one another and their teachers in natural English.

授業の進め方・学習方法

Students will do in-class speaking tests and written exams. 

授業スケジュール

学期

1 学期

1 学期中間試験

1 学期

1 学期期末試験

2 学期

2 学期中間試験

2 学期

2 学期期末試験

3 学期

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

レポート

小テストなど

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

Remember to bring your textbook and workbook. Always do your homework. Always review and preview topics. If you need any help, ask your 
teacher!



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 英語 本科 週３時間 近藤花／髙橋祥

到達目標

●Listening：日常生活における身近な話題や平易な表現を用いた説明や指示を聞いて、内容を理解することができる。
●Speaking：日常生活において簡単な意思疎通したり、興味・関心のあることについて自分の意見を述べたりすることができる。
●Reading：比較的平易な文章構造であれば、物語や説明文などの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・関心のあることについて、ある程度まとまった文章を書くことができる。

授業の進め方・学習方法

①教科書の各Lessonの文法を解説し、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教科書本文の音読・暗唱を通じて英語表現を習得しつつ、英語の音に慣れる。
③キクタンを使用して、朝学習の時間に週３回の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 Stage1≫
Lesson 11
Lesson 12

1学期中間試験

1学期
≪New Treasure Stage2≫
Lesson 1
Lesson 2

1学期期末試験

2学期
≪New Treasure Stage2≫
Lesson 3
Lesson 4

2学期中間試験

2学期
≪New Treasure Stage2≫
Lesson 5
Lesson 6

2学期期末試験

3学期
≪New Treasure Stage2≫
Lesson 7
Lesson 8

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 定期試験の結果及び、授業内の取り組み・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

授業での取り組み

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 CD Z会出版

New Treasure Stage2 3rd Edition 教科書 Z会出版

New Treasure Stage2 3rd Edition 文法問題集 Z会出版

New Treasure Stage2 3rd Edition CD 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

担当者からのアドバイス

英語学習２年目。扱う知識が増えるため、日々の丁寧な学習が必須になります。ここで苦手意識を膨らませないように自宅学習を大切にしましょう。
中２での学習内容に対する理解が深まれば、英語で表現できる幅が大きく広がり、英語を学習すること・使うことが楽しくなるはずです。語彙の増強・
文法知識の徹底理解を主な柱として、授業と自習のサイクルをしっかりと作りましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 現代文 本科 3 佃

到達目標

①説明的文章については、精緻な文章読解を通じ、筆者の主張を正確に理解する力を養う。

②文章の読解を通じ、社会的な課題や哲学的な論点についての視野を広げるとともに見識を深める。

③筆者の主張を多角的に検討し、地震の意見を主体的に構築・表現しうる力を養う。

④自分の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の素養を身につける。

授業の進め方・学習方法

集団授業を基本とし、ディスカッション、発表などの取り組みを通して自分の意見を構築・発表します。
漢字テストや単元のテストはその都度告知します。シリウスは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

教科書
　小説　　「タオル」（重松清）
　韻文　　「短歌の味わい」（穂村弘）
評論文選
　評論　　「美しさの発見」（高階秀爾）

1学期

評論文選
　評論　　「『貨幣』の本質、『愛』の本質」（岩井克人）
教科書
　小説　　「夏の葬列」（山川方夫）

1学期期末試験

2学期

教科書
　言葉　　「字のない葉書」（向田邦子）
評論文選
　評論　　「災害と建築」（隈研吾）

2学期中間試験

2学期

教科書
　読書　　「夢を跳ぶ」（谷真海）
評論文選
　評論　　「『聖なるものの行方」（山崎正和）

2学期期末試験

3学期

教科書
　小説　　「走れメロス」（太宰治）
評論文選
　評論　　「自分を差し出す」（岸正彦）

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の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
授業での取り組み ０～20

教科書・教材

書名 出版社 備考

伝え合う言葉　中学国語２ 教育出版

はじめての評論文20選 明治書院

意味から学ぶ頻出漢字3000 第一学習社
1年次より継続使用

プレミアムカラー国語便覧 数研出版

Sirius発展編国語 Vol.2 育伸社

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

昨年度培ったテクストを正確にインプットする力をより伸ばし、自分の意見を自分の言葉で表現する力の育成に努めましょう。また、
他者の意見に耳を傾け、言わんとすることを適切に理解できるよう集中力をもって授業に臨んでください。わからない言葉、漢字は事
前にノートにまとめておく等の、基礎的な学習も怠らないように。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 古典 本科 週２時間 脇山

到達目標

１．古文・漢文を多く読み、現代文に通底する日本語表現の魅力を感得する。
２．今年度中に古典文法の基礎を学習し、高度な古典学習の基盤を作る。
３．古典を読む前提となる時代背景や古典常識を理解し、古人の思考のパラダイムを知る。
４．文法事項の確認と古文単語の習得を通じて、正確な解釈と内容把握に取り組む。

授業の進め方・学習方法

たくさんの文章に触れることを最優先にします。
 当面の目標は、「用言（動詞・形容詞・形容動詞）」についての基本的な知識を習得し、文章の中で適切に指摘できるようになるこ
とです。
 単元に入る前に、授業ノートに本文を書き写し、自分なりに学習してきたことを反映させられるようになると良いでしょう。
 基本的な古文単語についてはPLTを通じて日常的に習得するよう努めましょう。
 漢文については、基本的な構成法について理解することが目標です。

授業スケジュール

学期

1学期

【既習事項の確認】
「宇治拾遺物語」　：歴史的仮名遣いなど

【用言①：正格活用】
「伊曾保物語」　　：用言の「活用の種類」と「活用形」など
　　　　　　　　　　四段活用
「古今著聞集」　　：上二段活用
「徒然草」　　　　：下二段活用・下一段活用
「十訓抄」　　　　：上一段活用

1学期中間試験

1学期

【用言②：変格活用】
「今昔物語集」　　：変格活用（カ行・サ行・ナ行・ラ行）

【用言③：形容詞・形容動詞】
「宇治拾遺物語」　：形容詞
「花月草紙」　　　：形容動詞

【用言のまとめ】

1学期期末試験

2学期

【用言 復習】

1学期学習事項の高いレベルでの定着を目指します。

随筆文学

2学期中間試験

2学期

【漢文基礎】
 故事成語 ：訓点と送り仮名
 書き下し文 その他

【用言 復習】
 日記文学

2学期期末試験

3学期

【年間学習事項の復習】

　　物語「大和物語」：文語用言について習熟する、係り結びについて

　　故事成語ほか　　：漢文の基礎について習熟する



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
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

伝え合う言葉 中学国語２ 教育出版

口語文法とことばの基礎知識 数研出版

体系古典文法 数研出版

重要古文単語315 桐原書店

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

主に古典文法の学習となります。古典文法は現代の日本語に引き継がれていることから、私たちの言葉を見つめなおし、より深く理解する契機とな
ります。
また同時に、古典の文章を読み解くための道具にもなります。古典の文章は教科書に載っているものだけでも文学・歴史・哲学に渡っており、さらに
幅広い文章が存在しています。
そうした文章をただ現代語訳するのではなく、鑑賞し、自身の世界観を広げていくためにも、まずは文法をしっかりと固めていきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学α 本科 週３時間 高橋由・久保木

到達目標

高校で数学を学ぶために必要な式の計算や方程式、関数の基本的な考え方を習得することが目標である。
特に、代数・幾何を問わず重要である無理数の考え方・四則について、十分な演習によってスムーズに出来るようにする。
また基本内容を十分に習得した上で関数・方程式の発展的な内容に触れて、様々な考え方、表現の仕方について学んでいく。

授業の進め方・学習方法

授業は講義を中心に基礎を確認し、演習や小テストに取り組みながら定着を図る。
授業プリントは復習をする際、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
には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は必ず取り組み、わからないことがあれば積極的に質問に来ること。

授業スケジュール

学期

1学期

体系数学　代数編２

式の計算
・多項式の計算
・因数分解
・式の計算の利用

1学期中間試験

1学期

平方根
・平方根
・根号を含む式の計算
・有理数と無理数
・近似値と有効数字

1学期期末試験

2学期

２次方程式
・２次方程式の解き方
・２次方程式の応用

関数
・関数y=ax^2
・関数y=ax^2のグラフ
・関数y=ax^2の値の変化

2学期中間試験

2学期

関数
・関数y=ax^2の利用
・いろいろな関数

2学期期末試験

3学期

データの活用
・データの整理
・データの代表値
・データの散らばりと四分位範囲

確率と標本調査
・場合の数
・確率の計算

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
定期試験の割合が80％、課題試験の結果、小テストの結果、宿題の提
出状況の割合が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
授業での取り組み 0～20

教科書・教材

書名 出版社 備考

体系数学２　代数編 数研出版

体系問題集２　代数編 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

学校の授業は学習においての基礎であり、その知識を理解し使えるようにすることが、その後に続く内容において重要な役割をもっています。授業
の中で生じた疑問はできる限りはやく解消することを心がけてください。正しく理解していくことを積み重ねていくことにより、発展的な課題にも前向き
な姿勢で取り組めます。得た知識を使い正しい結論を求めようとするだけでなく、結論までの過程も重要であり、これらを見つけ出すための力をつけ
ていくには、積極的に日々の演習をしていくことが大事なことです。計算でも記述でも有効であることは気にとめておきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学β 本科 3 玉上

到達目標

これまでに学んできた知識をもとに、相似や三平方の定理など、幾何学で重要な単元を学ぶ。多くの証明方法に触れ、思考の多様性を養っていく。
この過程で得た考え方などを共有していくことで、より確かな知識を身に付けることを目指す。

授業の進め方・学習方法

＜授業の進め方＞
　定理の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、自身の考えを発表する機会も設けていく。また、内容の定着を確認する
小テストを適宜実施する。分野によっては中学範囲にとどまらず高校範囲の内容にも踏み込み、効率的に学習し本質的な理解を目指す。学習の理
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＞
　授業ノートは復習をする際、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
た日にはノートを見直して内容を確認し、内容の定着のために出される宿題は必ず取り組み、わからないことがあれば積極的に質問に来ること。

授業スケジュール

学期

1学期

図形と相似
1　相似の意味
2　相似な図形
3　三角形の相似条件
4　平行線と線分の比
5　中点連結定理
6　相似な図形の面積比、体積比

1学期中間試験

1学期

線分の比と計量
1　三角形の重心
2　線分の比と面積比
3　チェバの定理
4　メネラウスの定理

1学期期末試験

2学期

円
1　外心と垂心
2　円周角
3　円に内接する四角形
4　円の接線
5　接線と弦のつくる角
6　方べきの定理
7　２つの円

2学期中間試験

2学期

三平方の定理
1　三平方の定理
2　三平方の定理と平面図形
3　三平方の定理と空間図形

2学期期末試験

3学期 空間図形

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 定期試験の割合が80％、課題試験の結果・小テストの結果・宿題の提出
状況の割合が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
授業での取り組み 0~20

教科書・教材

書名 出版社 備考

体系数学２　幾何編

体系数学問題集２　幾何編

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

学校の授業は学習においての基本であり、その知識を理解し使えるようにすることが、その後に続く内容において重要な役割をもっています。授業
の中で生じた疑問はできる限りはやく解消することを心がけましょう。理解が進むにつれて発展的な課題に取り組みたいという欲がでてくることでしょ
う。ただし、得た知識を使い、表現する力をつけることも大切であり、このために日々演習することは不可欠です。計算でも記述でも有効である事は
気にとめておきましょう。
　また、上に書いたことは時間がかかるようでも、その後に続く発見する楽しさ、分かる喜びに比べればほんのわずかな時間に過ぎません。充実した
時間を過ごすためにも共に頑張っていきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 理科1分野 本科 ２ 田仲

到達目標

高等学校で扱う基本的な理論化学をもとに，中学校で扱う「化学」に関連する現象の本質を正しく理解する。また，化学式や化学反応の書き方を習
得し，さらに物質量の概念に基づく種々の化学反応の定量的な議論ができるようになる。

授業の進め方・学習方法

教科書，板書，プリント，ICT機器などを活用します。ノートまたはプリント，教科書，PCは必ず持参して下さい。授業は1年間を通して化学分野となり
ます。もし，「授業が難しい、進度が早い」と感じた場合は，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
の理解が深まります。次の授業が始まるまでに前回までの「わからないところ」を残さない姿勢を貫きましょう。やや難易度の高い内容を扱うこともあ
りますが，予習・復習をしっかり行えば大丈夫です。

※定期試験にむけて
知識の暗記やパターン問題の機械的習得に走らないようにしましょう。一つ一つの疑問をていねいに解決させ，自分の言葉で用語や式の説明がで
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６章　化学変化とイオン（中学１年の復習）
　第２節　電子配置とイオン
　　・原子の構造
　　・電子配置とイオンの生成
　　・イオン結合とイオンの化合物
　　・電離と化学式の書き方
　　・イオン結合以外の化学結合

第５章　物質の化学変化
　第２節　いろいろな化学変化
　　　（授業で学習した化学反応式の書き方を中心に。）

　第４節　相対質量，原子量，物質量
　
＜定期試験範囲のまとめ＞
中学１年の復習（原子の構造，電子配置，イオンの生成，イオン結合，共有結合，金属結合），
化学反応式，相対質量，原子量，物質量
(＋理科実験の学習内容）
※授業で扱った内容とその関連事項　

1学期中間試験

1学期

[系統的に学ぶ中学化学(文理)]
第５章　物質の化学変化[続き]
　第４節　化学変化と量の関係

※この単元で有効数字の扱い方を学習します。

＜定期試験範囲のまとめ＞
化学反応の量的関係，１学期中間試験の範囲
(＋理科実験の学習内容）
※授業で扱った内容とその関連事項

1学期期末試験

2学期

[系統的に学ぶ中学化学(文理)]
第６章　化学変化とイオン
　第１節　電解質と非電解質
　第６節　酸とアルカリ
　第７節　中和と塩

＜定期試験範囲のまとめ＞
電離，電解質と非電解質，酸と塩基の定義，中和反応と量的関係
(＋理科実験の学習内容）
※授業で扱った内容とその関連事項　

2学期中間試験



2学期

[系統的に学ぶ中学化学(文理)]
第６章　化学変化とイオン
　酸化還元の基礎（教科書範囲外）
　第４節　イオン化傾向

＜定期試験範囲のまとめ＞
酸化・還元の定義，酸化数，電子を用いたイオン反応式，金属のイオン化傾向
(＋理科実験の学習内容），２学期中間試験の範囲
※授業で扱った内容とその関連事項　

2学期期末試験

3学期

[系統的に学ぶ中学化学(文理)]
第６章　化学変化とイオン
　第５節　電池
　第３節　電気分解

＜定期試験範囲のまとめ＞
ボルタ電池，ダニエル電池，その他の化学電池，電気分解
(＋理科実験の学習内容）
※授業で扱った内容とその関連事項　

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の基礎事項の確認とともに、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、一つ一つの内容をどこまで
も自分自身が納得いくまで理解しましょう。なお、期末試験では中間試験
の範囲も出題し、学年末試験では、１・２学期の内容も出題します。

レポート 0～20
小テストなど 0～20
授業での取り組み 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

系統的に学ぶ中学化学・問題集 文理

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

一つ一つの物質の性質や化学反応の本質を理解することで，化学の奥深さを知ることができると思います。煩雑な計算にとらわれることなく，どこま
でも深く追究する姿勢でのぞみましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 理科2分野 本科 ２ 上原

到達目標

第一学期は、動物の体内で行われている営みに関する事項、生物の分類、細胞の構造を学びます。
第二学期は、生殖と遺伝のしくみを学びます。
第三学期は、進化と生態系を学びます。

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

1学期

第3章　動物の世界

　第3節　血液の循環と不要物の排出
　　・ガス交換とATPの合成・ガス交換のしくみ
　　・心臓の構造と血管の種類
　　・血液と肝臓
　　・腎臓の構造
　　・腎臓のはたらき
　　・免疫

1学期中間試験

1学期

第3章　動物の世界

　第4節　動物の分類

第4章　植物でも動物でもない生物
　
　第1節　菌類
　　・カビとキノコ
　
　第2節　原生生物
　　・ゾウリムシのからだ
　　・原生生物と多細胞生物
　
　第3節　原核生物
　　・真核細胞と原核細胞
　　・真正細菌と古細菌

第5章　細胞
　
　第1節　細胞のつくりとはたらき
　　・細胞小器官
　　・細胞分画法
　　・細胞内共生説

　第2節細胞のふえ方
　　・分裂組織と幹細胞
　　・染色体
　　・体細胞分裂と細胞周期

1学期期末試験



2学期

第6章　生殖と発生

　第1節　生殖
　　・無性生殖
　　・有性生殖と染色体
　　・減数分裂
　　・重複受精と染色体数と核相
　　・動物の配偶子形成
　
　第2節　動物の発生
　　・発生と卵の種類
　　・カエルの発生
　　・ウニの発生

2学期中間試験

2学期

第7章　遺伝
　
　第1節　遺伝とそのしくみ
　　・遺伝と遺伝子
　　・一遺伝子雑種
　　・二遺伝子雑種
　　・不完全優性と複対立遺伝子
　　・検定交雑・遺伝子型の推定
　　・伴性遺伝
　　・連鎖と組み換え
　　・染色体地図の作成

　第2節　DNAと染色体
　　・染色体とDNAの構造
　　・半保存的複製
　　・アミノ酸とタンパク質
　　・セントラルドグマのしくみ
　　・コドン表とアミノ酸配列
　　・肺炎双球菌
　　・T2ファージ

2学期期末試験

3学期

第9章　生物どうしのつながり
　
　第1節　生態系
　　・生態系の概要
　　・食物連鎖や種間相互作用

　第2節　生態系内での物質の循環とエネルギーの移動
　　・生態系ピラミッド
　　・炭素と窒素の循環

　第3節　生態系の保全
　　・生態系の保全

　第4節　人間の生活と自然
　　・人間の生活と自然

第8章　生物の進化

　第1節　地質時代と生物の移り変わり
　　・化学進化と細胞内共生説
　　・地質時代
　
　第2節　生物の進化を探る
　　・示準化石と示相化石
　　・相似器官と相同器官

　第3節　進化はどのようにして起こるか
　　・適応放散と収束進化
　　・いろいろな進化論

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の基礎事項の確認とともに、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、一つ一つの内容をどこまで
も自分自身が納得いくまで理解しましょう。なお、期末試験では中間試験
の範囲も出題し、学年末試験では、１・２学期の内容も出題します。

レポート 0～20
小テストなど 0～20
授業での取り組み 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

系統的に学ぶ中学化学・問題集 文理

参考書

書名 著者 出版社 備考

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。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

社会 歴史 本科 週３時間 表・岸野

到達目標

社会的事象の歴史的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通して、広い視野に立ち、グローバル化する国際社会に主体
的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力を身に付ける。

（１）日本の歴史と世界の歴史を関連付け、近現代史を中心に、各時代の特色を踏まえて理解するとともに、諸資料から歴史に関する様々な情報を
効果的に調べまとめる技能を身に付ける。

（２）歴史に関わる事象の意味や意義、伝統と文化の特色などを、時期や年代、推移、比較、相互の関連や現在とのつながりなどに着目して多面的・
多角的に考察したり、歴史に見られる課題を把握し複数の立場や意見を踏まえて公正に選択・判断したりする力、思考・判断したことを説明したり、
それらを基に議論したりする力を養う。

（３） 歴史に関わる諸事象について、よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を、ICT機器などを活用して主体的に追究、解決しようとする
態度を身に付け、平和学習を通じて国際協調の精神を養う。

授業の進め方・学習方法

（１）学習内容に関する講義
講義形式となるが、単に板書を書きとるだけではなく、気付いた点や疑問点に関して、積極的にメモを取って欲しい。また、教師からの発問に積極的
に答え、疑問があった時はその場で聞いて問題解決してほしい。

（２）個人探究活動、グループディスカッション、プレゼンテーション
授業を聞いただけ（インプット）では定着が図れない。いったん脳に入った知識を書く・話す（アウトプット）ことで整理・定着が図られる。アウトプットに
おいては、単なる問題演習や小テストにとどまらず、ディスカッションやディベート、意見論述、ICT機器を活用したプレゼンテーションなどを適宜行う
予定である。
　授業は、上記（１）と（２）を繰り返しながら、進めていく。

授業スケジュール

学期

1学期
近代国家の成立
０．ガイダンス
１．開国と幕末の動乱

1学期中間試験

1学期
２．明治維新と富国強兵
３．立憲国家の成立と日清戦争

1学期期末試験

2学期
４．日露戦争と国際関係
５．近代産業の発展
６．近代文化の発達

2学期中間試験

2学期

二つの世界大戦とアジア
１．第一次世界大戦と日本
２．ワシントン体制
３．市民生活の変容と大衆文化

2学期期末試験

3学期
４．恐慌の時代
５．軍部の台頭
６．第二次世界大戦

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
定期試験を基準として評価する。また、授業で学んだことなどを通じて、
ICT機器を活用しながら、アクティブラーニングを行う。定期試験以外の成
績評価の多くは、上記取り組みや、レポート、小テストにより評価するた
め、しっかりと臨んでほしい。

レポート ~20
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

新しい社会　歴史 東京書籍

参考書

書名 著者 出版社 備考

明解　歴史総合 帝国書院

担当者からのアドバイス

中学受験をした皆さんにとって、歴史は暗記科目というイメージが強いのではないでしょうか。
しかし、歴史は単なる暗記科目ではありません。基礎的な歴史的知識を身に付けたうえで、一つ一つの出来事について、その原因や背景を探究して
いく学問です。その過程で思考することにより、一つ一つの点（出来事）が線（因果関係）へ、そして面（全体理解）へと繋がっていきます。
先生の授業を受けるという姿勢ではなく、みんなで授業を作っていきましょう。積極的な発言や取り組みを期待しています。


