
【オンラインシラバス 中学２年インターナショナルコース】 

AG 国語 
AG 歴史 
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English W 
Experiment 
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Mathβ 
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SG 現代⽂ 
SG 歴史 
英会話 
英語 
現代⽂ 
古典 
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 5 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）「虹の足」
（説明文）「日本の花火の楽しみ」
（小説）「タオル」
〈図表を用いて提案する〉

1学期中間試験

1学期
（随筆）「夢を跳ぶ」
（古典）「平家物語」
〈写真から物語を創作する〉

1学期期末試験

2学期

（小説）夏の葬列
　評論「目撃者の眼」（プリント）
（説明文）「水の山　富士山」
〈話を聞いて自分の考えと比べる〉

2学期中間試験

2学期

（小説）「坊っちゃん」
（随筆）「ガイアの知性」
（古典）枕草子・徒然草
〈四コマ漫画から意見文を書く〉

2学期期末試験

3学期

（随筆）「悠久の自然」
（評論）「学ぶ力」
（小説）「走れメロス」
（詩歌）近代短歌
（漢文）「論語」
〈役割を決めて討論する〉

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 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

中学国語２ 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 歴史 ＡＧ 週２時間 細田

到達目標

・中学歴史の基本的知識や歴史を学ぶ際に必要な情報収集の技法を習得する。
・歴史的事象の暗記ではなく、その事象の背景・経過・結果・影響・意義などを押さえ、それが他の歴史事項とどのような因果関係をもっているのか
考察していくことで「思考力」や「分析力」を育てる。

授業の進め方・学習方法

・プリントを用いて講義形式で授業を行います。適宜小テストを実施。各学期に１～２回程度レポートを提出する。

授業スケジュール

学期

1学期

原始・古代
①旧石器時代
②縄文時代
③弥生時代
④小国の成立
⑤古墳とヤマト政権

1学期中間試験は実施しない

1学期

⑥飛鳥時代
　・聖徳太子の政治
　・大化の改新
　・律令国家の仕組み
⑦奈良時代
　・政界の動揺
　・荘園の発生

1学期期末試験

2学期

原始・古代
⑧平安時代
　・摂関政治
　・院政
　・平氏政権
中世
⑨鎌倉時代
　・源平合戦
　・執権政治
　・元寇
　・幕府滅亡

2学期中間試験は実施しない

2学期

⑩室町時代
　・建武の新政
　・南北朝の動乱
　・東アジアとの交易
　・戦国大名の登場
近世
⑪安土桃山時代
　・南蛮貿易とキリスト教
　・織田信長の天下統一
　・豊臣秀吉の天下統一

2学期期末試験

3学期

⑫江戸時代
　・江戸幕府の成立
　・鎖国
　・文治政治
　・三大改革
　・開国と尊王攘夷
　・江戸幕府滅亡

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 定期試験を中心に、小テストやレポート課題、授業への取り組み状況を
平常点として加味して評価する。

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

新しい社会　歴史 東京書籍

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

日本の歴史の基本事項について丁寧に講義をしていきます。単純な暗記にならないよう、因果関係を整理して学ぶように心がけてください。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 English R AG 週3時間 Halloran / Rowland

到達目標

A course of study developing the skills of interpreting poetry and novels with emphasis on the representation of moral dilemmas in literature. 
The students will also study reading and writing skills to support preparation for examinations.

授業の進め方・学習方法

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

Typically the content studied each term will be centerd on English in Use (in novels and poetry).

Assessment in the class will consist of both formative and summative assessment; formal and informal. Students' skills of reading and writing 
will each be assessed each term through written essays and tests.

授業スケジュール

学期

1学期

The Ant Colony by Jenny Valentine

1. Taking responsibility
2. Considering character complexity

Point of learning: How do we judge whether characters in texts are admirable or not? How does a reader 
build ideas when reading a text?

Poetry
1学期中間試験

1学期

Lord of the Flies by William Golding

1. Character motivation
2. Multiple perspective narratives

Point of learning: How do arrive at an idea of   what is motivating a character and what effect does that 
have on how we judge the character? What effect does a change of perspective have on a narrative?

Poetry

1学期期末試験

2学期

The Outsiders by SE Hinton

1. Social impact on characters
2. Personal growth in narrative

Point of learning: How are characters affected by their social environment? How is personal growth 
revealed in narrative?

Poetry

2学期中間試験

2学期

The Edge by Alan Gibbons

1. Actions vs motives
2. Multiple focus narratives

Point of learning: Can we separate action from motive and, if so, how? How do novels work with multiple 
focal characters?

Poetry

2学期期末試験

3学期

What I Saw and How I Lied by Judy Blundell

1. Truth vs lies
2. Unreliable narrators

Point of learning: How important is telling the truth? How far can we trust what someone tells us?

Poetry

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 • Written Examination
• In-Class Testing
• Participation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

The Ant Colony
Lord of the Flies
The Outsiders
The Edge
What I Saw and How I Lied

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 that you that you keep track of what happens in the books you are studying. Study hard and enjoy your reading!



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 English W AG 週2時間 Tomacder / 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 and academic writing. 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

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

Doing the Right Thing: How can we learn from our mistakes? How do we write about our personal 
experiences?

Students will write a Personal Narrative about how they have learned from the mistakes in their lives.

Language Focus: What is an introduction?
1学期中間試験は実施しない

1学期

Living with Others: How can we live with others? How can we create a meaningful community?

Students will write a Persuasive essay explaining their ideas about how we can best live together.

Language Focus: What is an idea?
1学期末試験は実施しない

2学期

Finding Your Place: How can you find your place in society? How are we conditioned to fit in?

Students will write a Discursive essay about how we can create a meaningful role within our society.

Language Focus: What is evidence?

2学期中間試験は実施しない

2学期

Maintaining Your Identity: How can you maintain your identity while living in society?

Students will write an Argumentative essay about how to protect your self from the pressures of society.

Language Focus: What is commentary?

2学期末試験は実施しない

3学期

Moral Ambiguity and Truth: Can we ever know the whole truth about anything?

Students will write a Reflective essay about their own experiences and how they connect to the world around 
them.

Language Focus: What is a conclusion?

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 two areas of science that you study in M2: Biology and Chemistry. 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:
・Separation of mixtures.
・Solubility and crystal formation.
・Combustion of metals.
・Observation of plant cells (review of microscope use).

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

1学期

Expected labs are as follows:
・Reduction of silver oxide.
・Decomposition of sodium bicarbonate.
・Observation of somatic cell division.
・Observations on the glandular chromosomes of larvae.

* Subject to change depending on timing.

1学期期末試験

2学期

Expected labs are as follows:
・Electrolytes and non-electrolytes.
・Neutralisation reactions and salts.
・pH indicator solutions and their uses.
・Observations on developmental processes in amphibians.
・Neutralisation and titrations.

* Subject to change depending on timing.

2学期中間試験

2学期

Expected labs are as follows:
・Data analysis.
・Mendelian genetics.
・Quantitative relationships represented by chemical reaction formulae.
・Genetically modified E. coli Part 1.
・Ionisation tendency of metals.

* Subject to change depending on timing.

2学期期末試験

3学期

Expected labs are as follows:
・Genetically modified E. coli Part 2.
・Food chain simulation.
・Daniell Battery.
・Electrolysis
・Observation of leaf and stem cross-sections.

* 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 History World History 3 hours/week Cairns

到達目標

This course is designed to introduce world history from the origins of  humanity and civilizations until roughly the end of 
the Roman Empire. Students will use the themes of continuity and change, cause and effect, and contrast and comparison to 
understand civilizations across the globe. Students will learn the historical significance of important events and individuals 
as well as how to use and evaluate primary and secondary sources.

授業の進め方・学習方法

- Weekly lectures with guided note-taking sheets that should be used to study for exams.
- Group activities, discussions, debates, presentations and homework assignments.
- Google Classroom: Announcements, assignments, and class materials can be found here if you are absent
授業スケジュール

学期

1学期
Early Human Societies
Mesopotama
Ancient Egypt 

1学期中間試験

1学期
Israelite Kingdoms
Ancient India
Ancient China

1学期期末試験

2学期

Persian Empire
Ancient Greece
Classical Greece and Hellenism

2学期中間試験

2学期

The Roman Republic
The Roman Empire
Societies and Civilizations of the Americas

2学期期末試験

3学期

Early African Societies and Kingdoms
Korea and Southeast Asia
The Expansive Realm of Islam 
* Term 3 content subject to change

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
レポート 20
小テストなど 10
授業での取り組み 10

教科書・教材

書名 出版社 備考

World History: Great Civilizations Willard, Ohio

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

Together we will practice building habits required for academic success and intellectual growth. If a student is willing to put in the work 
to the best of their ability, be on time with their work, cooperate in groups as a team player, and actively participate in all classroom 
activities with a positive attitude, positive results will likely follow.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 Math α AG 3 Espanto・Avramcsev

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

You are asked 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 : Operations using polynomials
・Section 1 : Polynomials
・Section 2 : Factorization
・Section 3 : Calculations
・Extra : Prime Factorization

1学期中間試験

1学期

Chapter 2 : Square Roots
・Section 1 : Square Roots
・Section 2 : Calculating Square Roots
・Section 3 : Rational and Irrational Numbers

1学期期末試験

2学期

Chapter 3 : Quadratic Equations
・Section 1 : Solving Quadratic Equations
・Section 2 : Using Quadratic Equations

Chapter 4 : Functions
・Section 1 : Function y=ax^2
・Section 2 : The graph y = ax^2
・Section 3 : The rate of change in function y = ax^2

2学期中間試験

2学期
Chapter 4 : Functions (Continued)
・Section 4 : Applications of y = ax^2
・Section 5 : Various Functions

2学期期末試験

3学期
Chapter 6 : Probability and Sample Surveys
・Section 1 : The number of possible outcomes
・Section 2 : Calculating probabilities

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 数学2代数編 標準 数研出版

担当者からのアドバイス

Welcome to M2 Math α! This class will extend and expand your knowledge of basic algebra and graphing. It is therefore important to be 
consistent and diligent with your studies. We are on pace to complete all junior high school math by the end of this year, therefore, if you fall 
behind it will be very difficult to catch up. To do well, you will need to stay motivated and focused, and 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

数学 Math β AG 3 Avramcsev・Guennigsman

到達目標

Welcome back to Math β! This class will extend and expand your knowledge of plane and solid geometry. It is therefore important to be consistent and 
diligent with your studies.

授業の進め方・学習方法

You are asked 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 : Figures and Similarities
・Section 1 : Meaning of similarity
・Section 2 : Similar figures
・Section 3 : Triangle similarity conditions
・Section 4 : Ratio of parallel lines to line segments
・Section 5 : Midpoint Theorem
・Section 6 : Area ratio and volume ratio of similar figures

1学期中間試験

1学期

Chapter 2 : Ratio and measurement of line segments
・Section 1 : Centroids of Triangles
・Section 2 : Line Segments and Area Ratio
・Section 3 : Cheva's Theorem
・Section 4 : Menelaus's Theorem

1学期期末試験

2学期

Chapter 3 : Circles
・Section 1 : Circumference and Orthocenter
・Section 2 : Inscribed Circles
・Section 3 : Quadrilaterals Inscribed in a Circle
・Section 4 : Tangent of a Circle
・Section 5 : Angles made by Tangents and Chords
・Section 6 : Power of a Point theorem
・Section 7 : Two Circles

2学期中間試験

2学期

Chapter 4 : Pythagorean theorem
・Section 1 : Pythagorean theorem
・Section 2 : Pythagorean theorem and Plane figures
・Section 3 : Pythagorean theorem and Solid figure

2学期期末試験

3学期

Book 1 Chapter 2 : Solid Figures
・Section 1 : Various Kinds of Solid Figures
・Section 2 : Planes & Straight Lines in Solid Space
・Section 3 : Nets & Rectification of Solid Shapes
・Section 4 : Surface Area & Volume of Solid Shapes  

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

体系数学問題集１　幾何編 数研出版

体系数学問題集２　幾何編 数研出版

担当者からのアドバイス

Welcome to M2 Math β! This class will extend and expand your knowledge of basic geometry. It is therefore important to be consistent and diligent with 
your studies. We are on pace to complete all junior high school math by the end of this year, therefore, if you fall behind it will be very difficult to catch 
up. To do well, you will need to stay motivated and focused, and 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 Gorniak

到達目標

The goal of this course is to complete your study of Junior High School Chemistry, as well as to systematically prepare and explore 
important topics that will be found in High School Chemistry. Four areas of university entrance requirements will be covered; the 
quantitative relationships of chemical reactions, substance concepts, electrical concepts and batteries, and neutralization reactions.

授業の進め方・学習方法

The course will be taught through a combination of lectures, experiments and exercises related to university entrance exams. The M2 
Science 1 Curriculum will be followed in a systematic way; student learning will be supported by notes taken in class, reference to the 
textbook, and in-depth discussion of experiments and scientific theory.

Correct scientific terms will be consistently used in the classroom. A key to improving your academic ability is to cultivate the habit of 
steady learning, which will result in consistent growth and movement forward.

授業スケジュール

学期

1学期

Chapter 6 : Chemical changes and ions (review of first-year Chemistry)
・Section 2 : Electron configuration and ions

Chapter 5 : Chemical changes in substances
・Section 2 : Various chemical changes
・Section 4 :  Relative mass, atomic weight and amount of substance

1学期中間試験

1学期
Chapter 5: Chemical changes in substances [continued].
・Section 4: Relationship between chemical changes and quantities

1学期期末試験

2学期

Chapter 6 : Chemical changes and ions
・Section 1 : Electrolytes and nonelectrolytes
・Section 6 : Acids and alkalis
・Section 7 : Neutralisation and salts

2学期中間試験

2学期
Chapter 6 : Chemical changes and ions
・Fundamentals of redox (outside the scope of the textbook)
・Section 4 : Ionisation tendency

2学期期末試験

3学期
Chapter 6 : Chemical changes and ions
・Section 5 : Batteries.
・Section 3 : Electrolysis.

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

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

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 2 hrs/week Gorniak

到達目標

This year students will study a wide range of topics in biology, including aspects of: the human body, cell types and structure, genetics, 
evolution, and ecology.

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 learn. 

授業スケジュール

学期

1学期

Chapter 3 : Animal World
・Section 3 : Human body systems
・Section 4 : Animal Classification

Chapter 4 : Biological systems that are neither plants nor animals
・Section 1 : Fungi
・Section 2 : Protists
・Section 3 : Prokaryotes

1学期中間試験

1学期

Chapter 5 : Cells
・Section 1 : Cell creation and function
・Section 2 : Cell growth

Chapter 6 : Reproduction and Development
・Section 1 : Reproduction

1学期期末試験

2学期

Chapter 6 : Reproduction and Development
・Section 1 : Reproduction
・Section 2 : Animal development and eggs

Chapter 7 : Genetics
・Section 1 : Mechanisms of inheritance 

2学期中間試験

2学期
Chapter 7 : Genetics
・Section 2 : DNA and chromosomes

2学期期末試験

3学期

Chapter 9 : Connections Between Organisms
・Section 1: Ecosystems
・Section 2: Chemical and energy cycling through ecosystems
・Section 3: Preserving the ecosystem
・Section 4: Human life and nature

Chapter 8: Evolution of Life

Section 1: Evolution through time (geological eras and organisms)
Section 2: Fossils and homologous traits
Section 3: Adaptive radiation, convergent evolution, theories of evolution

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 AG 3 大石・脇山

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。

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

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

1学期

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

1学期期末試験

2学期

教科書
　言葉　　「字 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 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 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２ 教育出版

じめて 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 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 し、自分 意見を自分 言葉で表現する力 育成に努めましょう。また、
他者 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 事
前にノートにまとめておく等 、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

社会 歴史 SG 週３時間 細田

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。



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 SG 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 インターSG 4 上田

到達目標

●Reading： 物語やニュースなど 身近なことに関する比較的平易な文章を理解することができる。
●Listening： 身近なことに関する話や指示を理解することができる。
●Writing： 限定された話題について意見や感想など、まとまった文章を書くことができる。
●Speaking
身近なことや自分 ことについて、簡単な会話をしたり、意見を述べたりすることができる。

授業 進め方・学習方法

・英語 コミュニケーション能力を育成するために、各技能をバランスよく伸長できるような授業形態で進める。
New Treasure stage1および２ テキストを中心に会話活動・音読を行う。
・家庭学習（宿題）を通して、基礎 確認並びに幅広い応用力を身につける。
　基本 定着を行うとともに、New Treasure準拠 文法問題集を使って応用力を身につける。
・授業内や朝学習で、必要に応じた各種小テストを行い、知識 定着を徹底する。
New Treasure 教科書や文法問題集に基づいたテストや、単語（キクタン【中学英単語】）テストを行い、知識 定着を図る。
・海外 人々と共生する力を育成するために、諸外国 文化なども学ぶ。
　テキストに出てくるトピックを利用して海外 文化を理解する。

授業スケジュール

学期

1学期
NewTreasure Stage 1  Lesson 12
                       Stage2  Lesson1

1学期中間試験

1学期

New Treasure Stage2 Lesson2,3
1学期期末試験

2学期

New Treasure Stage2 Lesson4,5,6
2学期中間試験

2学期

NewTreasure Stage2 Lesson7,8
2学期期末試験

3学期

NewTreasure Stage2 Lesson9,10,11

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 結果を中心とする。
平常点として20%を設定し、提出物・小テスト 結果などを総合的
に評価する。レポート ～20

小テストなど ～20
授業で 取り組み ～20



教科書・教材

書名 出版社 備考

New Treasure Stage1 , 2 　　　　教科書 Z会出版

　　　　　　　　　　　　　　文法問題集 Z会出版

参考書

書名 著者 出版社 備考

キクタン　 アルク

担当者から アドバイス

英語 言語な で、正しく使うことができることを目標としています。“正しく”使うために 、文法や語彙といった土台をきちんと構築し、そ 上に『読
む・書く・聞く・話す（伝える）』 技能をバランスよく身に着けていく必要があります。母語同様、触れれ 触れるほど習得へ近づきます。日々 授業
や宿題を含めた予復習を大事にし、継続的に取り組む姿勢を大切にしましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 現代文 SG 3 大石・脇山

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。

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

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

1学期

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

1学期期末試験

2学期

教科書
　言葉　　「字 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 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 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２ 教育出版

じめて 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 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 し、自分 意見を自分 言葉で表現する力 育成に努めましょう。また、
他者 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 事
前にノートにまとめておく等 、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 SG 週２時間 大石

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 魅力を感得する。
２．今年度中に古典文法 基礎を学習し、高度な古典学習 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 思考 パラダイムを知る。
４．文法事項 確認と古文単語 習得を通じて、正確な解釈と内容把握に取り組む。

授業 進め方・学習方法

たくさん 文章に触れることを最優先にします。
 当面 目標 、「用言（動詞・形容詞・形容動詞）」について 基本的な知識を習得し、文章 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 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 、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 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 「活用 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 まとめ】

1学期期末試験

2学期

【用言 復習】

1学期学習事項 高いレベルで 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 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 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 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 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 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 アドバイス

古典に 二つ 顔があります。一つに 、私たち 言語文化に近い日本語として 顔。もう一つに 、私たち 言語文化から遠い一種 外国語とし
て 顔。
 したがって、古典を勉強するときに そ 二つ 側面に気をつけることが重要です。
 
 たとえ 「昨日、何食べたっけ？」 「け」 、過去を表す助動詞「けり」が長い時間を経て変化しながら現代語に残ったも だと言われています。こ

ように、私たち 言語文化に 昔生きていた人々 文化 断片が埋め込まれています。
同時に、現代で ほとんど古語も漢語も日常的に 使われません。ということ 、一種 外国語学習と共通するも があります。外国語を読む際に
必要となるも 、語彙と文法です。こつこつとこ 二つを補完しながら積み重 ていくことが古典でも大切になってきます。近さと遠さ。これらを意
識して楽しく古典を学習していきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学α SG 週３時間 高橋由

到達目標

高校で数学を学ぶために必要な式 計算や方程式、関数 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 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 発展的な内容に触れて、様々な考え方、表現 仕方について学んでいく。

授業 進め方・学習方法

授業 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 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 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

体系数学　代数編２

式 計算
・多項式 計算
・因数分解
・式 計算 利用

1学期中間試験

1学期

平方根
・平方根
・根号を含む式 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 解き方
・２次方程式 応用

関数
・関数y=ax^2
・関数y=ax^2 グラフ
・関数y=ax^2 値 変化

2学期中間試験

2学期

関数
・関数y=ax^2 利用
・いろいろな関数

2学期期末試験

3学期

データ 活用
・データ 整理
・データ 代表値
・データ 散ら りと四分位範囲

確率と標本調査
・場合 数
・確率 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 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 アドバイス

学校 授業 学習において 基礎であり、そ 知識を理解し使えるようにすることが、そ 後に続く内容において重要な役割をもっています。授業
中で生じた疑問 できる限り 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 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 過程も重要であり、これらを見つけ出すため 力をつけ
ていくに 、積極的に日々 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 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 SG 3 久保木

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 定理など、幾何学で重要な単元を学ぶ。多く 証明方法に触れ、思考 多様性を養っていく。
こ 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 進め方・学習方法

<学習 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ていく。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、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 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 ノートを見返して内容を確認し、内容 定着 ために出される宿題 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

図形と相似
1  相似 意味
2  相似な図形
3  三角形 相似条件
4  平行線と線分 比
5  中点連結定理
6  相似な図形 面積比、体積比

1学期中間試験

1学期

線分 比と計量
1  三角形 重心
2  線分 比と面積比
3  チェバ 定理
4  メネラウス 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 接線
5  接線と弦 つくる角
6  方べき 定理
7  2つ 円

2学期中間試験

2学期

三平方 定理
1  三平方 定理
2  三平方 定理と平面図形
3  三平方 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 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2  幾何編 数研出版

体系問題集2  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

学校 授業 学習において 基本であり、そ 知識を理解し使えるようにすることが、そ 後に続く内容において重要な役割をもっています。授業
中で生じた疑問 できるかぎり 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出てくることで

しょう。ただし、得た知識を使い、表現する力を見にるけることも大切であり、こ ために日々演習すること 不可欠です。計算でも記述でも有効であ
る事 気にとめておきましょう。
また、上に書いた事 時間がかかるようでも、そ 後に続く発見する楽しさ、分かる喜びに比べれ ほん 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 ｲﾝﾀｰSG 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 本質を正しく理解する。また，化学式や化学反応 書き方を習
得し，さらに物質量 概念に基づく種々 化学反応 定量的な議論ができるようになる。

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。ノートまた プリント，教科書，PC 必ず持参して下さい。授業 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 ，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・復習をしっかり行え 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 疑問をてい いに解決させ，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６章　化学変化とイオン（中学１年 復習）
　第２節　電子配置とイオン
　　・原子 構造
　　・電子配置とイオン 生成
　　・イオン結合とイオン 化合物
　　・電離と化学式 書き方
　　・イオン結合以外 化学結合

第５章　物質 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 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 まとめ＞
中学１年 復習（原子 構造，電子配置，イオン 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 学習内容）
※授業で扱った内容とそ 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 化学変化[続き]
　第４節　化学変化と量 関係

※こ 単元で有効数字 扱い方を学習します。

＜定期試験範囲 まとめ＞
化学反応 量的関係，１学期中間試験 範囲
(＋理科実験 学習内容）
※授業で扱った内容とそ 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 まとめ＞
電離，電解質と非電解質，酸と塩基 定義，中和反応と量的関係
(＋理科実験 学習内容）
※授業で扱った内容とそ 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 基礎（教科書範囲外）
　第４節　イオン化傾向

＜定期試験範囲 まとめ＞
酸化・還元 定義，酸化数，電子を用いたイオン反応式，金属 イオン化傾向
(＋理科実験 学習内容），２学期中間試験 範囲
※授業で扱った内容とそ 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 まとめ＞
ボルタ電池，ダニエル電池，そ 他 化学電池，電気分解
(＋理科実験 学習内容）
※授業で扱った内容とそ 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 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

系統的に学ぶ中学化学・問題集 文理

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者から アドバイス

一つ一つ 物質 性質や化学反応 本質を理解することで，化学 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 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。


