
教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 コミュニケーション英語Ⅰ SG 週3時間 羽生

到達目標

本科目では主にReading/Listeningの強化を対象にするが、教科書内容をベースとして、習った表現や内容に関しての活動を通し、スピーキング能
力の育成も心掛けていく。

授業の進め方・学習方法

① Lesson毎に単語の確認を行う。
② 最初の授業で通読、全体的な理解を行う。
③ 教科書に出てくる単語・表現を理解し、練習を通して活用できるようにする。
④ 本文（キーセンテンス）の暗唱を通し、文の構造を意識させる。
⑤ 様々な音読活動を行い、本文の内容を理解し、本文の内容が英語で説明できるように練習する。

授業スケジュール

学期

1学期
Lesson 1 Rakugo in English
Lesson 2 Christian the Lion

1学期中間試験

1学期
Lesson 3 Prediction of the Future
Lesson 4 Twice Bombed, Twice Survived

1学期期末試験

2学期
Lesson 5 Umami
Lesson 6 The Story of PlayPumps

2学期中間試験

2学期
Lesson 7 Biomimetics
Lesson 8 The Power of Presentation

2学期期末試験

3学期
Lesson 9 Bopsy
Lesson 10 Playing the Enemy

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%、平常点（小テスト・課題提出など）20%です。
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 教科書番号 備考

ELEMENT English Communication Ⅰ 啓林館

ELEMENT Ⅰ 予習ノート 啓林館

担当者からのアドバイス

高校英語に入るにあたり、中学で学んだ基礎を大切にさらにたくさんの英語に触れることを心がけてください。英語は実技教科ですのでたくさんの英
文を読み、話し、自分の使えるフレーズにどんどん加えていってください。真剣に読んだ量に比例して語学の力は伸びていくものです。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 英語表現Ⅰ SG 週3時間 羽生

到達目標

高校レベルの英文法の理解と習得をし、４技能（Reading/Listening/Speaking/Writing）の土台を形成する                                                        
                                                        
                                                        
                                                        授業の進め方・学習方法

Vision Quest Ⅰ教科書、Workbookを活用し、問題演習を通して文法事項のより良い理解と定着を図る。
Writing Speaking活動を通して学習した文法を使って自分の意見を表す練習をする。

授業スケジュール

学期

1学期
Lesson1
Lesson2

1学期中間試験

1学期
Lesson3
Lesson4

1学期期末試験

2学期
Lesson5
Lesson6

2学期中間試験

2学期

Lesson7
Lesson8
Lesson9

2学期期末試験

3学期
Lesson10
Lesson11
Lesson12

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%、平常点（小テスト・課題提出など）20%です。
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 教科書番号 備考

Vision Quest English Expression I Advanced 啓林館

同ワークブック 啓林館

Vision Quest 総合英語 啓林館

Vintage 3rd Edition いいずな書店

担当者からのアドバイス

中学3年間の英語学習で英語のレベルに差がある中で、各々が自分のレベルを知り、そこからどうやって向上していくかを考え、学習
することが求められる。主体的な学習態度、真の「学び」を身につけましょう。                                                   



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 I.E. Writing SG 1hr/week Croft

到達目標

The course objective is to have students apply different facets of their English learning in an integrated way, with heavier focus and 
assessment mainly based on writing.

This class will help you develop your writing, reading comprehension, as well as listening, speaking and critical thinking skills; it will also 
help to further develop your vocabulary and note taking skills.

授業の進め方・学習方法

Students will study and produce writing in an all-English environment. Classes are conducted once a week with weekly assignments that 
students will write, review, and edit, mostly outside of class.

Activities in class will be content driven and the methods in which the content is studied will be wide ranging from student led activities, 
such as group discussions and presentation preparation, to individual research and study activities.

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

The important thing to remember about this course is that you will be primarily graded on your written ability rather than your spoken ability. 
There is no exam in this class, and assessment will be made through classroom activities, written assignments, oral presentations, and in-
class attitude.

授業スケジュール

学期

1学期

This term's topic focus is writing about yourself. It is important to know how to properly express opinion 
for entrance exam-level English writing topics.

Writing topics for this term may include, but are not limited to:
- A deeper self-introduction and/or an introduction of another person
- Goals and future prospects
- Your opinion on a current events topic and why you think so
- Teaching the class about an obscure topic that you are an expert on

The focus for this term's presentations will be:
- Being able to convey a novel or foreign idea
- Creating a clear and concise topic sentence for an easy-to-understand presentation
- Communication with the audience

1学期中間試験

1学期

This term's topic focus is writing about yourself. It is important to know how to properly express opinion 
for entrance exam-level English writing topics.

Writing topics for this term may include, but are not limited to:
- A deeper self-introduction and/or an introduction of another person
- Goals and future prospects
- Your opinion on a current events topic and why you think so
- Teaching the class about an obscure topic that you are an expert on

The focus for this term's presentations will be:
- Being able to convey a novel or foreign idea
- Creating a clear and concise topic sentence for an easy-to-understand presentation
- Communication with the audience

1学期期末試験

2学期

This term's topic focus is writing about a topic logically. It is important to know how to properly explain 
an idea and convince your audience to agree with you.

Writing topics for this term may include, but are not limited to:
- Comparing and contrasting two aspects and concluding which is best
- A persuasive piece on a controversial idea

The focus for this term's presentations will be:
- Speaking in a confident and convincing manner
- Using simple vocabulary to explain complex ideas

2学期中間試験



2学期

This term's topic focus is writing about a topic logically. It is important to know how to properly explain 
an idea and convince your audience to agree with you.

Writing topics for this term may include, but are not limited to:
- Comparing and contrasting two aspects and concluding which is best
- A persuasive piece on a controversial idea

The focus for this term's presentations will be:
- Speaking in a confident and convincing manner
- Using simple vocabulary to explain complex ideas

2学期期末試験

3学期

The last term's topic focus is creative writing and thinking outside the box. It is important to learn how to 
come up with original ideas and content that will set you apart from others and create interest with your 
audience.

Writing topics for this term may include, but are not limited to:
- Creative narrative writing for an original fable
- Impromptu writing short skits using limited vocabulary

The focus for this term's presentations will be:
- An interactive storybook featuring your creative writing
- Short and fun drama skits to nurture creativity and quick-thinking in English

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 It's important to remember that this is a writing course and as such, 
you will be primarily graded on your writing skills. Each term will 
have two written assignments and one group presentation 
assignment at the end of each term.

There are also no midterm or term finals on this course so it's of 
utmost importance all work is handed in.

レポート 80
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 教科書番号 備考

担当者からのアドバイス

Please try to use English at all times in this class, both with me and your classmates. Remember, we don't have to be perfect when we are 
speaking to be understood. If all class members simply try to speak English and be comfortable with making many mistakes, we will all 
improve our speaking ability a lot over the year. 



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 化学基礎 SG 週2時間 田仲

到達目標

原子の構造や化学の理論に関する基本的な概念を理解し，反応や法則を暗記に留まることなく考察する能力を養う。また，これらを日常生活や社会
と関連付けて学習内容を深化させ，科学的に探究する。

授業の進め方・学習方法

授業は教科書の内容に沿って進め，大学入試を意識した発展的な内容も扱う。厚みのある学力を養うためには，日々授業で学んだ内容の復習に重
点をおくことが望ましい。必要に応じて学習内容の定着度を小テスト等で確認する。

授業スケジュール

学期

1学期

1編　物質の構成　　1章　物質の成分と構成元素　　　　1節　物質の成分　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　2節　物質の構成元素
　　　　　　　　　　　　　　                                    　　 3節　物質の三態
                                   2章　原子の構造と元素の周期表　　1節　原子の構造

1学期中間試験

1学期

　　　　　　　　　　2章　原子の構造と元素の周期表　  　2節　電子配置と周期表
　　　　　　　　　　3章　化学結合　　　　　　　　　　  1節　イオンとイオン結合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2節　分子と共有結合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3節　金属と金属結合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4節　物質の分類

1学期期末試験

2学期

2編　物質の変化　　1章　物質量と化学反応式　　　　　1節　原子量・分子量・式量　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　2節　物質量
　　　　　　　　　　　　　　                                    　　 3節　溶液の濃度

2学期中間試験

2学期

　　　　　　　　　　1章　物質量と化学反応式　　　  　 4節　化学反応式とその量的関係
                                    2章　酸と塩基　　　　　　　　　   1節　酸と塩基
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2節　水素イオン濃度とpH
                                                                                               3節　中和反応と塩の生成

2学期期末試験

3学期

　　　　　　　　　　  2章　酸と塩基　　　　　　　　　 4節　中和滴定
　　　　　　　　　　  3章　酸化還元反応　　　　　　　 1節　酸化と還元
                                                                                               2節　酸化剤と還元剤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  3節　金属の酸化還元反応
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  4節　酸化還元反応の応用

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

定期考査の結果を主として，授業の取り組みや小テストの結果を加味す
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 教科書番号 備考

改訂化学基礎 東京書籍

担当者からのアドバイス

1年を通して化学の本質を学びながら基礎学力の養成をします。元素記号や反応式をただ暗記するだけでなく，原理まで掘り下げて考えることで理
解を深めていきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 科学と人間生活 本科 週2時間 萩原

到達目標

・中学段階で身につけた物化生地４領域の基礎知識をもとに、それぞれの内容を分断することなく相互に踏まえ、
　現代の科学・技術に興味関心を強く持つための科学リテラシーを習得する。
・高校２年時の物理・生物の選択の前にグラフの書き方や顕微鏡の使い方などの基礎的な実験スキルを学習する。

授業の進め方・学習方法

・２時間続きの授業の中で原理の解説等の講義と実験・考察を行う。
・年間で数回、大学の実習レポートに準じたレベルの質の高いレポートを課題とする。
・毎回実施される様々な実験を題材として仮説を立て、結果を考察するためのグループ内でのディスカッションを積極的に行う。

授業スケジュール

学期

1学期
第１回　ガイダンス
第２回　課題研究の進め方
第３回　赤ワインの蒸留

1学期中間試験は実施しない

1学期

第４回　線維と色素
第５回　鉄釘とさび
第６回　アミラーゼ
第７回　未知金属の同定
第８回　豆腐

1学期期末試験は実施しない

2学期

第１回　土壌微生物の生育条件
第２回　原形質分離の観察
第３回　酸化還元滴定
第４回　酸化還元滴定
第５回　光の性質～分光器の作製

2学期中間試験は実施しない

2学期

第６回　目の構造
第７回　光の強さと光合成
第８回　緑葉中の色素の分離
第９回　繊維と色素

2学期期末試験は実施しない

3学期

第１回　簡易地震計の作製
第２回　DNAの電気泳動
第３回　ポスター発表準備
第４回　ポスター発表準備
第５回　ポスター発表

学年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 0

レポート：学期に一度の大レポート
小テストなど：通常授業内のレポート

レポート 0～50
小テストなど 0～50
授業での取り組み 0～50

教科書・教材

書名 出版社 教科書番号 備考

科学と人間生活 啓林館 61啓林館　科人 302

担当者からのアドバイス

私たちの身の周りを支える科学に触れる中で、それぞれ課題を見つけ、研究し、解決していきます。他の授業とは形式が異なり、グループ間で議論
を交わし、考えることを楽しんでください。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

公民 現代社会 SG 週2時間 北原

到達目標

１．青年期における自己形成と人間としての在り方生き方について理解と思索を深めさせるとともに、自己の確立を促し、良識ある公民として必要な
能力と態度を育てる。
２．民主主義の本質に関する理解を深め、現代における政治経済、国際関係などについて客観的に理解できるようになる。
３．多角的・多面的なものの見方を身につけるとともに、現代の諸課題について主体的に考察し、公正に判断できる力を養い、主権者としての自覚を
深め、良識ある公民として必要な能力と態度を身につける。
４．大学受験における政治経済、倫理、現代社会などの公民系科目や小論文などにおいて必要とされる基礎的知識、教養を身につける。                                                      
                                                        
                                                        
                                                        

授業の進め方・学習方法

１．予習は特に必要ない。講義を真剣に聞き、授業内で理解すること。わからないことは自ら調べ、不明点は残さないようにしよう。
２．授業では、講義だけでなく、グループ活動や意見を書かせる活動などを行う。受動的な姿勢で授業を聞き流すのではなく、自ら授業に参加するこ
と。
３．定期考査では、単純な知識事項だけでなく、思考力、記述力を問う問題も出題する。単なる暗記にとどまらず、自分で内容を語れるようにしていこ
う。定期試験では時事問題も出題する。日頃からニュースに関心を持つようにしよう。
４．授業や長期休暇で課す課題やレポートは、自分自身の考えや意見を表す機会となるため、しっかりと取り組むこと。

授業スケジュール

学期

1学期

第１章　青年期と自己形成
１．生涯における青年期の意義
２．青年期と自己形成の課題
３．職業生活と社会参加
４．現代社会と青年の生き方

諸課題１　地球環境を考える
１．地球環境問題
２．地球環境問題への取組み
３．資源・エネルギー・人口問題

諸課題２　科学技術の発達と生命
１．現代の医学が問う生死のあり方
２．生命科学の発展と倫理
３．高度情報化社会の現状と問題点

第３章　現代の国家と民主政治
１．人権保障の発展と現代社会
２．国民主権と民主政治の発展

1学期中間試験

1学期

第４章　日本国憲法と国民生活
１．日本国憲法の成立
２．平和主義と日本の安全
３．基本的人権の保障
４．人権の広がり
５．政治機構と国民生活
６．人権保障と裁判所
７．地方自治
８．選挙と政党
９．政治参加と世論

1学期期末試験

2学期

第６章　現代の経済社会と政府の役割
１．経済社会の形成と変容
２．市場のしくみ
３．現代の企業
４．経済成長と景気変動
５．金融機関の働き
６．政府の役割と財政・租税

2学期中間試験



2学期

第７章　経済活動のあり方と国民福祉
１．日本経済の歩みと近年の課題
２．中小企業と農業
３．公害防止と環境保全
４．消費者問題
５．労働問題と雇用
６．社会保障

2学期期末試験

3学期

第５章　国際政治の動向
１．国際社会における政治と法
２．国家安全保障と国際連合
３．冷戦期の脅威と冷戦後の脅威
４．軍備競争と軍備縮小
５．異なる人種・民族との共存
６．国際社会と日本

第８章　国際経済の動向
１．国際経済のしくみ
２．国際経済体制の変化
３．金融のグローバル化と世界金融危機
４．地域経済統合と新興国
５．ODAと経済協力

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

授業ノートの提出、また小テストやレポート作成を平常点として評価する。
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 教科書番号 備考

高校現代社会　新訂版 実教出版 現社314

最新図説　現社 浜島書店

参考書

書名 著者 出版社 コード 備考

用語集 現代社会＋政治経済 
'21-'22年版

清水書院

担当者からのアドバイス

現代社会は、身の回りの事象が多く、日々、新聞やテレビなどのニュースで取り上げられる内容も多い。そのため、いかに日常生活のなかでアンテ
ナを張っているかが大切である。授業で学習した内容を、まさに「現代社会」と結びつけて、さまざまなことに興味をもってほしいと考えている。関心を
高めながら、受験レベルとしても使える深い知識を身につけてもらいたい。通常の授業を興味・関心をもって、積極的に参加することが最も重要。定
期テストは「授業」を中心に出題するが、教科書や資料集も必要に応じて学習の指示をする。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語総合 現代文 本科・SG 週3時間 沖野・松原・奥田

到達目標

①論理的文章と文学的文章を読むための語彙と知識を習得する

②現代思想に触れることで視野を広げる

③文章を多角的に読み、自分の意見を構築する

④要旨や主題を正確にとらえながら自分の意見を書く

授業の進め方・学習方法

○言葉の意味を考え、調べながら自分の言葉で説明できるようにする。
○漢字語彙テストを週１回行う。
○講義形式の授業を中心に、論述の課題添削やグループワークやICTを活用した授業を行い、インプット・アウトプットを
バランスよく行う。
○クラスに応じて、同じテーマの文章題やプリント、スタディサプリなどを活用する。

授業スケジュール

学期

1学期
「富士山のカタチ」
「水の東西」
「羅生門」

1学期中間試験

1学期 「羅生門」
「『美しさ』の発見について」

1学期期末試験

2学期
「自然と人間の関係をとおして考える」
「高瀬舟」

2学期中間試験

2学期
「城の崎にて」
「言葉についての新しい認識」
・俳句と短歌

2学期期末試験

3学期
「なめとこ山の熊」
「白」

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

平常点は、漢字テストや重要語テストの結果、論述の添削
などで算出する。

レポート 10
小テストなど 10
授業での取り組み ０

教科書・教材

書名 出版社 教科書番号 備考

国語総合現代文編 大修館書店

国語便覧 数研出版

頻出現代文重要語700 桐原書店

頻出入試漢字コア2800 桐原書店

担当者からのアドバイス

評論文は筆者の主題をとらえること、小説文は作者が作品を通して何を伝えたかったのかをとらえることを中心に勉強しましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 国語総合　古典 本科 週3時間 遠藤

到達目標

① 古典文法について理解を深め、大学入試問題に対応し得る力を身に付ける。

② 古典常識（有職故実・文学史）についての知識を深め、読解に活用することができる。

③ 古文単語について、「重要古文単語315」（桐原書店）全編を暗記し、読解に活用できる。

④ 古典の世界に親しみ、現代との違いや共通点に着目する。

授業の進め方・学習方法

１年間で大学入試古典に必要な知識を身につけることを目標とする。
中学古典から引き続き、古文単語315を単語帳として何度も活用し、古文単語を習得する。
その上で、授業では作品の背景や大学入試頻出の文法事項の確認をすることで、正確な解釈と内容把握に取り組む。

授業スケジュール

学期

1学期
【古文】『宇治拾遺物語』「絵仏師良秀」文法事項：用言
【漢文】『十八史略』「先従隗始」　句形等：再読文字・抑揚形

1学期中間試験

1学期
【古文】『伊勢物語』「芥川」「あづま下り」　文法事項：助動詞（過去・完了・推量）
【漢文】『十八史略」「鶏鳴狗盗」　句形等：使役形・受身形

1学期期末試験

2学期
【古文】『土佐日記』「門出」「帰京」　文法事項：助動詞（受身・使役・その他）
【漢文】演習問題

2学期中間試験

2学期
【古文】『源氏物語』「光源氏の誕生」（プリント使用）　文法事項：敬語表現
【漢文】唐詩十首　句形等：詩形・押印・対句

2学期期末試験

3学期
【古文】万葉集・古今和歌集・新古今和歌集　　文法事項：和歌の修辞
【唐宋八大家読本】「雑説」　句形等：部分否定・全部否定・反語・詠嘆

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

定期試験の結果を中心に、授業への取り組みや小テスト・課題テストの
結果などを加味して絶対評価で行う。

レポート

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

国語総合　古典編 大修館書店 国総345

体系古典文法（九訂版） 数研出版

古典文法ノート（七訂版） 数研出版

重要古文単語315 桐原書店

漢文必携 桐原書店

プレミアムカラー国語便覧 数研出版

担当者からのアドバイス

中学生で身につけた力をさらに高め、古文を読解するための知識や常識を存分に吸収し、２・３年次の読解演習で大学入試問題を扱っていけるレベ
ルまで力を引き伸ばしていくことが今年度の目標である。
具体的には助動詞すべてを完璧に覚え、敬語動詞についても理解し正しく解釈できるようになること。
古典文法の基礎をこの一年間で確立する。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学Ⅰ 本科SG 週4時間 堀内

到達目標

数学の解法を美しいと思える感性を養い、正しく思考し、それを的確に表現できる力を身に付ける。
基本的な概念や原理・法則を体系的に理解することを前提に、主体的に授業に参加する姿勢を養成する。                                                  
                                                        

授業の進め方・学習方法

講義と演習の時間を確保し、学習方法を身に付けていく。
また、同じ講義を受ける仲間と問題に対するアプローチや理解を深めていく。                                                       
                                                        

授業スケジュール

学期

1学期

第１章　数と式

　第１節　整式
　　整式とその加法・減法
　　整式の乗法
　　因数分解

　第２節　実数
　　実数
　　絶対値
　　平方根
　　対称式と基本対称式

　第３節　方程式と不等式
　　不等式の性質
　　絶対値を含む方程式，不等式
　　２次方程式

第４章　集合と命題

　第１節　集合と命題
　　命題と集合        

1学期中間試験

1学期

第１章　数と式

　第１節　整式
　　整式とその加法・減法
　　整式の乗法
　　因数分解

　第２節　実数
　　実数
　　絶対値
　　平方根
　　対称式と基本対称式

　第３節　方程式と不等式
　　不等式の性質
　　絶対値を含む方程式，不等式
　　２次方程式

第４章　集合と命題

　第１節　集合と命題
　　命題と集合       

1学期期末試験



2学期

第３章　図形と計量

　第１節　鋭角の三角比
　　正接・正弦・余弦
　　三角比の相互関係

　第２節　鈍角の三角比
　　0°≦θ≦180°の三角比
　　三角比の相互関係

　第３節　正弦定理と余弦定理
　　正弦定理
　　余弦定理

　第４節　図形の計量
　　図形の面積
　　空間図形の計量

第５章　データの分析

　第１節　データの整理と分析
　　データの整理
　　データにおける代表値
　　データの散らばりと四分位数
　　分散と標準偏差

　第２節　データの相関
　　散布図

2学期中間試験

2学期

第１章　式と証明・除法と分数式

　第１節　整式の乗法・除法と分数式
　　３次の乗法公式と因数分解
　　二項定理
　　整式の除法，約数と倍数
　　分数式の計算

　第２節　式と証明
　　恒等式
　　等式の証明
　　不等式の証明

　第３節　高次方程式
　　複素数
　　２次方程式
　　２次方程式の解と係数の関係
　　剰余の定理と因数分解
　　高次方程式

2学期期末試験

3学期

第２章　図形と方程式

　第１節　点と直線
　　直線上の点の座標
　　平面上の点の座標
　　直線の方程式
　　２直線の平行・垂直

　第２節　円と直線
　　円の方程式
　　円と直線
　　２つの円の位置関係

　第３節　軌跡と領域
　　軌跡
　　不等式の表す領域

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 教科書番号 備考

詳説　数学Ⅰ 啓林館

詳説　数学Ⅱ 啓林館

アドバンスプラス　数学Ⅰ＋A 啓林館

アドバンスプラス　数学Ⅱ＋B 啓林館

FocusGold 数学Ⅰ＋A 啓林館

FocusGold 数学Ⅱ＋B 啓林館

担当者からのアドバイス

数学の問題を解くとき、答えにたどり着くための解法は何通りあるだろうか。広尾学園の授業では、他の解法や考え方を発見して共有
し、一番美しい解法はどれかを考える時間があります。この問いに正解はありません。数学の解法を美しいと思える感性を養っていき
ます。また、基本的な概念や原理・法則を体系的に理解することを前提とし、主体的に授業に参加することを求めます。上限は決めて
いないので、どんどん学んでいきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学Ａ SG 週3時間 後藤

到達目標

基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り、解法を論理的に理解し、的確に表現できる力を身に付ける。
土台となる定義・原理・法則を体系的に理解し、数学的思考力を身に付けることを目標とする。

授業の進め方・学習方法

教科書や動画を活用して事前に学習を進め、授業において理解を確実なものにしていきます。基礎的な計算・理解の確認などの演習は
問題集を利用して行ってください。定期的に理解の確認テストを実施します。さらに参考書などを活用し、高度な問題にも取り組んで
いきます。

授業スケジュール

学期

1学期

【数学Ⅰ】　集合
【数学A】場合の数と確率
　・場合の数
　・順列　組合せ
　・確率とその基本性質

1学期中間試験

1学期
【数学A】場合の数と確率
　・確率とその基本性質
　・独立な試行の確率
　・条件付き確率

1学期期末試験

2学期
【数学A】図形の性質
　・三角形の性質
　・円の性質　　・作図
　・空間図形

2学期中間試験

2学期

【数学A】整数の性質
　・約数と倍数　・ユークリッドの互除法と不定方程式
　・整数の性質の活用

2学期期末試験

3学期

【数学B】平面上のベクトル
　・ベクトルとその演算
　・ベクトルと図形

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

定期試験の結果を中心に、授業への取り組みや小テスト・課題テストの
結果などを加味して絶対評価で行う。

レポート

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

詳説　数学Ａ　改訂版 啓林館 数Ａ324
アドバンストプラス数学Ⅰ+A　Ⅱ+B 啓林館

Focus Gold 数学Ⅰ+A　Ⅱ+B 啓林館

担当者からのアドバイス

本年度学習する内容は高校数学の土台になる内容です。授業前に内容を確認し、授業で疑問を解消していきましょう。
内容を理解することで終了するのではく、問題集を使って理解度の確認をしてください。そして、Focud Gold を活用して
理解を深めることで、入試に対応する力を確実に身に着けていきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

地歴・公民 世界史Ａ SG 週2時間 石橋祐理子

到達目標

必修科目としての「世界史」の興味を喚起し、学問的興味の裾野を広げるとともに、受験科目としての「世界史」も視野に入れ、２・３年次に向けた導
入も図っていく。取り扱う分野は近現代史を中心とし、学習に際しては史実の理解・整理だけでなく、中長期的な影響などの考察も取り入れることで、
現代の世界を取り巻く協調や対立、格差や偏見といった諸問題の背景について世界史的アプローチを試み、歴史的思考力を養成する。

授業の進め方・学習方法

・プリントを用いて、学習事項の講義を行う。知識事項だけでなく、共通テスト・私大入試でどのような形で出題されるのか、実生活にどう生かしていく
のかについても話していくので、講義内容を積極的にメモを取ること。

授業スケジュール

学期

1学期

第３章　一体化に向かう世界
第１節　世界の一体化の第一歩
　１、大航海時代
　２、ラテンアメリカの変化
第２節　ルネサンスと宗教改革
　１、ルネサンス
　２、宗教改革
第３節　ヨーロッパの主権国家体制
　１、スペインとオランダの繁栄
　２、イギリス革命とフランス絶対主義
　３、三十年戦争と東ヨーロッパの発展
　４、17～18世紀のヨーロッパ文化

1学期中間試験

1学期

第４章　アジアの繁栄と世界
第１節　アジアの繁栄
　１、イスラーム世界の繁栄
　２、オスマン帝国の成立
　３、明と東アジア
　４、東南アジアの海域世界と東アジア
　５、清と東アジア
第２節　世界経済体制の形成
　１、植民地争奪戦と大西洋交易圏の成立
　２、アジアとヨーロッパ

1学期期末試験

2学期

第５章　19世紀の世界の一体化と日本
第１節　産業革命と工業化社会の成立
　１、産業革命
　２、資本主義社会の成立
第２節　アメリカ独立戦争
第３節　フランス革命とナポレオン戦争
　１、フランス革命の勃発と展開
　２、フランス革命の終焉と意義
　３、ナポレオン戦争
第４節　ウィーン体制とその崩壊
　１、ウィーン体制
　２，ハイチとラテンアメリカの独立
第５節　ヨーロッパ国民国家の発展
　１、イギリスの自由主義改革と社会主義思想の登場
　２、1848年革命とイタリアとドイツの統一
　３、フランスの動向とロシアの改革
　４、アメリカ合衆国の発展
　５、帝国主義の時代へ

2学期中間試験



2学期

第６節　アジア・アフリカ・ラテンアメリカの変動
　１、イスラーム世界の危機と対応
　２、インドの植民地化と抵抗運動
　３、東南アジアの植民地化
　４、アメリカ大陸の動き
　５、アフリカと太平洋の分割
第７節　東アジアの変容と日本の近代化
　１、アヘン戦争の衝撃
　２、日本の近代化と東アジア
　３、日露戦争前後の東アジア
　４、辛亥革命と東アジア
第６章　二つの世界大戦
第１節　激変する社会と帝国主義
　１、肥大化する国家
　２、都市化と移民
　３、世界の一体化と科学・技術
　４、大衆社会の成立
第２節　第一次世界大戦とロシア革命
　１、緊迫する国際関係
　２、第一次世界大戦
　３、ロシア革命とソ連の成立

2学期期末試験

3学期

第３節　戦間期のヨーロッパとアメリカ
　１、ヴェルサイユ・ワシントン体制
　２、大戦後のヨーロッパ諸国
　３、アメリカの繁栄と大衆文化
第４節　民族運動の高まり
　１、西アジアの民族運動
　２、インド・東南アジアの民族運動
　３、東アジアの民族運動
　４、中国と日本の対立
第５節　第二次世界大戦
　１、世界恐慌
　２、ファシズムの台頭
　３、日中戦争
　４、第二次世界大戦の勃発
　５、第二次世界大戦の終結

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

定期試験を中心に、出席や小テスト・課題や授業での取り組み状況を平
常点として加味して評価していく。

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

世界史Ａ　新訂版 実教出版 ７・実教・世A311

ニューステージ　世界史総覧 浜島書店 ISBN978-4-8343-2025-1

担当者からのアドバイス

近代以降の歴史は、私たちが生きる現代社会の形成に今なお、多大な影響を与えている。特に19世紀以降の世界史は、単に入試科目としてのみ
学ぶものではなく、今を生きる人類の一員として身につけなくてはならない一般常識といえる。また、近現代史の知識の習得は、国際社会で活躍して
いくためには、持ち合わせなくてはならない教養の一つである。その「きっかけ」がこの授業となるために、主体的・能動的に授業に参加してくれること
を期待している。


