
教科 科目 コース 授業時間 担当者

外国語（英語）
コミュニケーション

英語Ⅱ
ST 週2時間 二渡道雄

到達目標

英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成するとともに、情報や考えなどを的確に理解したり適切に
伝えたりする基礎的な能力を養う。

授業の進め方・学習方法

最初に１レッスンを通読し大意把握。次にQuick Review を解きながら、パートごとの内容を把握する。その後、Comprehensionを解答しながら必要
な情報を捉える練習をする。最後にNew wordsや脚注のイディオムの意味を確認しながらパートごとに精読をする。

授業スケジュール

学期

1学期

I’m the Strongest!
Science of Love
長文読解演習・文法演習

1学期中間試験

1学期

Tokyo’S Sevenminute Miracle
Edo: A Sustainable Society
長文読解演習・文法演習

1学期期末試験

2学期

Saint Bernard Dogs
AI and Our Future                        
長文読解演習・文法演習

2学期中間試験

2学期

Chanel's Style
Bhutan: A Happy Country
長文読解演習・文法演習

2学期期末試験

3学期
Gaudi and His Messenger
長文読解演習・文法演習

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
レポート 0
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 教科書番号 備考

Revised LANDMARK English Communication Ⅱ 啓林館 コⅡ338
Revised LANDMARK English Communication Ⅱ ワークブック 啓林館

英単語ターゲット1200改訂版 旺文社

英単語ターゲット1400 ５訂版 旺文社

参考書

書名 著者 出版社 コード 備考

Vision Quest 総合英語　2nd 
Edition

山﨑のぞみ・内田
諭・島原一之 啓林館

ISBN978-4-402-
27251-7

担当者からのアドバイス

教科書の１レッスンの英文は、共通テストの大問１の長さに合わせて作られています。単語やイディオムの意味を見ないで通読したり
問題を解きながら、必要な情報を捉える練習は英語力をつけるうえでとても重要です。精読後は繰り返し音読練習を通して、大学入試
に対応できる英語力をつけていきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 英語会話 H2-3 週1時間 Croft

到達目標

The course objective is to have students apply different facets of their English learning in an integrated way, with focus on improving 
speaking skills.

This class will help you develop your writing and reading comprehension skills, as well as listening, critical thinking, presentation and 
conversation skills; it will also help to further develop your understanding and use of grammar.

授業の進め方・学習方法

Students will study real life content emcompassing current affairs, global issues and interesting stories.

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, small quizes, presentations and participation in group discussions and activities.

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

The theme for the first part of the first semester is ‘People’.
We will;
- Practice talking about ourselves, giving and asking for personal information.
- Describe different occupations, including discussing positive and negative aspects.
- Review use of present tense focussing on the ‘be’ verb and combining it with adjectives.
- Practice talking about daily schedules and how free-time is spent.
- Writing paragraphs about people’s occupations and nationalities. 
- Practice comprehension of audio and video sources.

1学期中間試験

1学期

The theme for the second part of the first semester is ‘Activity’.
We will;
- Practice talking about typical days and free time.
- Describe celebrations and festivals from around the world.
- Describe differences between daily in life in different communities.
- Review simple present tense, prepositions of time and adverbs of frequency
- Practice listening comprehension of radio sources.
- Practice writing descriptive paragraphs about daily life.

1学期期末試験

2学期

The theme for the first part of the second semester is ‘Travel’.
We will;
- Practice giving and asking for personal travel information.
- Give travel advice and share travel tips.
- Review use of imperatives and using should for advice.
- Practice listening comprehension of conversations at travel destinations.
- Practice writing descriptive paragraphs detailing travel tips.

2学期中間試験

2学期

The theme for the second part of the second semester is ‘Food’.
We will;
- Practice talking about recipes, ordering a meal, buying food in shops.
- Describe diets and unusual food.
- Review countable and uncountable nouns and connected quantifiers (some / any, much / many, lots of, a few, a little)
- Practice listening comprehension of restaurant meal orders.
- Practice writing a recipe.

2学期期末試験

3学期

The theme for the third semester is ‘Sports’.
We will;
- Practice talking about activities happening now and favourite sports.
- Describe adventures and compare everyday and present-time activities.
- Review use of present continuous tense and stative verbs.
- Practice listening comprehension of everyday activities vs. specific day activities.
- Practice writing an email.

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
レポート 0
小テストなど 80
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

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

英語 英語表現Ⅱ SG 週2時間 浜中

到達目標

基本的な英文法の定着を図り、大学入試に活用できる応用力を養成する。

授業の進め方・学習方法

Vision Quest Ⅰ・Ⅱ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。
比較的平易な入試問題に取り組み、問題の解き方を身に着ける。

授業スケジュール

学期

1学期
Vision Quest Ⅰ
Lesson 11 比較
Lesson 12 仮定法

1学期中間試験

1学期
Lesson 12 仮定法
Lesson 10 関係詞

1学期期末試験

2学期

Vision Quest Ⅱ
Lesson １ 主語を決める
Lesson ２ 動詞を決める①
Lesson ３ 動詞を決める②

2学期中間試験

2学期
Lesson ４ 動詞の形を決める①
Lesson ５ 動詞の形を決める②
Lesson ６ 修飾語を加える①

2学期期末試験

3学期
Lesson ７ 修飾語を加える①
Lesson ８ 比較を表す

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

定期テストの結果を主な評価対象とする。また、授業などで行う小テスト
を平常点として考慮し、評価に加える。

レポート

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 教科書番号 備考

Vision Quest English Expression ⅠAdvanced 啓林館

Vision Quest English Expression ⅡHope 啓林館

                    workbook 啓林館

                    総合英語 2nd edition 啓林館

担当者からのアドバイス

高校１年生で学習した基本英文法を、理解するだけでなく使いこなせるようになることを意識しましょう。特にこの授業では、問題を解く時に何を問わ
れているのか考えること、何度も繰り返し問題を解くこと、自分の力で英文を書くことを大切にしてください。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 現代文Ｂ SG 週2時間 髙橋

到達目標

大学入試を見据えながら、知識や論理的な読解力、教養を身に着ける。

授業の進め方・学習方法

漢字の小テストを実施する。
現代文学習における読解力、理解力、知識力をバランスよく鍛えることを意識して授業に臨む。                                                        

授業スケジュール

学期

1学期
小説「山月記」
評論「脳の中の古い水路」

1学期中間試験

1学期 詩「小景異情」「永訣の朝」
評論文「意味論的旅と越境」

1学期期末試験

2学期 評論文「ものとこと」
小説文「こころ」

2学期中間試験

2学期 評論文「『である』ことと『する』こと」                        
実用的な文章「報道文と判決文」

2学期期末試験

3学期 評論文の演習・小説文の演習                        

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 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

新精選現代文Ｂ 明治書院

頻出入試漢字コア2800 桐原書店

頻出現代文重要語700 桐原書店

国語便覧 数研出版

担当者からのアドバイス

多くの文章を読み、様々な知識を得、思考することは、自分自身の見識を深め考えを豊かにし、人間性を高めることなのだとも言えます。
多様な読み方のできる作品をできる限り詳細に読み深め、自分の考えを構築して発表していきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 古典Ｂ SG 週3時間 松原

到達目標

大学入試を見据えながら、それぞれの志望校に必要な知識や読解力、教養を身につける。

授業の進め方・学習方法

授業を受ける事前準備としてそれぞれの単元に入る前に、単語や助動詞について調べておくこと。
古典単語の小テストを実施する。
授業ではポイントを押さえながら読み進めていくので参考書や辞書を駆使しながら多くのことを考え、吸収していくこと。

授業スケジュール

学期

1学期

〇博雅の三位と鬼の笛
〇大江山
★文法事項の確認
〇故事・逸話

1学期中間試験

1学期
〇徒然草
〇史話・史伝（1）

1学期期末試験

2学期 〇源氏物語
〇漢詩

2学期中間試験

2学期
〇平家物語
〇史話・史伝（2）
★共通テスト対策演習

2学期期末試験

3学期
〇大鏡
〇文
★入試問題演習

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 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

新精選古典Ｂ 明治書院

体系古典文法 数研出版

漢文必携 桐原書店

古文単語315 桐原書店

国語便覧 数研出版

担当者からのアドバイス

高１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さらに極め、読解演習で大学入試問題レベルまで力を引き伸ばしていくこと
が今年度の目標です。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学Ⅱ SG 週4時間 小沢

到達目標

基本事項を理解し、一通りの問題を解けるようにする。

授業の進め方・学習方法

教科書を中心に進めていきます。
必要に応じて、復習プリンを用います。

授業スケジュール

学期

1学期
第１章　式と証明
第２章　複素数と方程式

1学期中間試験

1学期 第３章　図形と方程式

1学期期末試験

2学期 第４章　三角関数

2学期中間試験

2学期 第５章　指数関数と対数関数

2学期期末試験

3学期 第６章　微分法と積分法

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

新編　数学Ⅱ 数研出版

３TRIAL 数学Ⅱ 数研出版

担当者からのアドバイス

１つずつ基本から説明していきます。途中であきらめずに、必ずできるようになります。
復習をしっかりとやっていきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学Ｂ SG 週2時間 山口

到達目標

基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り、事象を数学的に考察し表現する能力を養うとともに、それらを活用する態度を身につける。
論理的に思考することを楽しみながら数学的思考力を身につけることを目標とする。

授業の進め方・学習方法

基礎知識を身に着けるための講義と、問題演習で問題をどのように解いていくか考えていく。
家庭学習では、授業で出された課題や問題集、参考書の問題を積極的に解くこと。

授業スケジュール

学期

1学期

第１章　平面上のベクトル
　　第１節　ベクトルと演算　　　ベクトル・ベクトルの演算・ベクトルの成分・ベクトルの内積
　　第２節　ベクトルと平面図形　位置ベクトル　　

1学期中間試験

1学期
第１章　平面上のベクトル
　　第２節　ベクトルと平面図形　ベクトルの図形への応用・図形のベクトルによる表示

1学期期末試験

2学期

第３章　数列
第１節　等差数列と等比数列　等差数列　等比数列　
第２節　和の記号　階差数列

2学期中間試験

2学期

第3章　数列
第２節　いろいろな数列の和　
第３節　漸化式　数学的帰納法

2学期期末試験

3学期
数学Ｂ総復習
ベクトル　数列

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・
課題の提出状況などを加味して絶対評価で行う。

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

新編　数学Ｂ 数研出版 数Ｂ/３２７

改訂版　教科書傍用　３ＴＲＩＡＬ　数学Ⅱ＋Ｂ 数研出版 ２０３６６

担当者からのアドバイス

授業内容の理解度を確認するためにも授業で出された課題や問題集に取り組みましょう。わからないことをそのままにせず、
積極的に質問しましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

地理・歴史 世界史Ｂ（選択） SG 週3時間 渡邊英志

到達目標

・共通テストレベルの実力をつけるだけでなく、私大入試にも対応できる知識・実力へと仕上げていく。
・単なる知識の暗記にとどまらず、移り変わる世界の様子を読み解ける「教養科目」としての世界史意識を持たせる。

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。
・演習用の問題を解き、講義内容の理解を深める。また、入試問題特有の解法も同時に身につける。

授業スケジュール

学期

1学期

第６章　内陸アジア世界・東アジア世界の展開
　１、トルコ化とイスラーム化の進展
　２、東アジア諸地域の自立化
　３、モンゴルの大帝国
第７章　アジア諸地域の繁栄
　１、東アジア世界の動向
　２、清代の中国と隣接諸地域
　３、トルコ・イラン世界の展開
　４、ムガル帝国の興隆と東南アジア交易の発展
第８章　近世ヨーロッパ世界の形成
　１、ヨーロッパ世界の拡大
　２、ルネサンス
　３、宗教改革
　４、ヨーロッパ諸国の抗争と主権国家体制の形成

1学期中間試験

1学期

第９章　近世ヨーロッパ世界の展開
　１、重商主義と啓蒙専制主義
　２、ヨーロッパ諸国の海外進出
　３、17～18世紀ヨーロッパの文化と社会
第10章　近代ヨーロッパ・アメリカ世界の成立
　１、産業革命
　２、アメリカ独立革命
　３、フランス革命とナポレオン
第11章　欧米における近代国民国家の発展
　１、ウィーン体制の成立
　２、ヨーロッパの再編と新統一国家の誕生
　３、南北アメリカの発展
　４、19世紀欧米の文化

1学期期末試験

2学期

第12章　アジア諸地域の動揺
　１、オスマン帝国支配の動揺と西アジア地域の変容
　２、南アジア・東南アジアの植民地化
　３、東アジアの激動
第13章　帝国主義とアジアの民族運動
　１、帝国主義と列強の展開
　２、世界分割と列強対立
　３、アジア諸国の改革と民族運動
第14章　二つの世界大戦
　１、第一次世界大戦とロシア革命
　２、ヴェルサイユ体制下の欧米諸国
　３、アジア・アフリカ地域の民族運動
　４、世界恐慌とファシズム諸国の侵略
　５、第二次世界大戦

2学期中間試験



2学期

第15章　冷戦と第三世界の独立
　１、戦後世界秩序の形成とアジア諸地域の独立
　２、米ソ冷戦の激化と西欧・日本の経済復興
　３、第三世界の台頭と米・ソの歩み寄り
　４、石油危機と世界経済の再編
第16章　現在の世界
　１、社会主義世界の変容とグローバリゼーションの進展
　２、途上国の民主化と独裁政権の動揺
　３、地域紛争の激化と深刻化する貧困
　４、現代文明の諸相

2学期期末試験

3学期 ・テーマ史
・資料の活用による世界史学習

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

詳説世界史　改訂版 山川出版 81・山川・世B310

世界史のミュージアム とうほう ISBN978-4-8090-6365-7

入試に出る世界史Ｂ一問一答 Ｚ会 ISBN978-4-86531-138-9

担当者からのアドバイス

世界史という「教養」を身につけるために最も大切なことは歴史を「理解する」ことである。「理解する」とは、歴史用語を知るだけでなく、大きな流れを
理解することである。様々な史料・資料を使い、多角的な観点から歴史に向き合い、グローバル社会に対応できる人間になること、国を超えて世界
全体に貢献しようとする意識をもつことを意識し、知識を習得、その知識から考察する姿勢をもって、世界史に取り組み、社会で役立たせるよう努め
ていくことを期待します。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

地理歴史 日本史B SG 週5時間 表

到達目標

１．中世後期から現代にいたるまでの流れをつかみ、政治史、文化史、外交史、社会経済史の重要知識の習得をはかる。
２．大学入学共通テストレベルの基礎学力の定着と、国公立・難関私大レベルの入試に対応できる応用力、記述力の養成をはかる。

授業の進め方・学習方法

１．基礎基本の理解力の育成と同時に入試頻出テーマを確認しながら、実践的な授業を展開していく。
２．資料集などを使い、画像資料や文字史料など必要な知識を確認していく。
３．重要事項の確認テストの実施（定期テスト毎に２回実施します）

授業スケジュール

学期

1学期

第５章　武家社会の成長
１．室町幕府の成立
２．幕府の衰退と庶民の台頭
３．室町文化
４．戦国大名の登場

第６章　幕藩体制の確立
１．織豊政権
２．桃山文化

1学期中間試験

1学期

３．幕藩体制の成立
４．幕藩社会の構造

第７章　幕藩体制の展開
１．幕政の安定
２．経済の発展
３．元禄文化

第８章　幕藩体制の動揺
１．幕政の改革
２．宝暦・天明期の文化
３．幕府の衰退と近代への道
４．化政文化

1学期期末試験

2学期

第９章　近代国家の成立
１．開国と幕末の動乱
２．明治維新と富国強兵
３．立憲国家の成立と日清戦争
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

第10章　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
４．恐慌の時代
５．軍部の台頭
６．第二次世界大戦

2学期期末試験



3学期

第11章　占領下の日本
１．占領と改革
２．冷戦の開始と講和

第12章　高度成長の時代
１．55年体制
２．経済復興から高度成長へ

第13章　激動する世界と日本
１．経済大国への道
２．冷戦の終結と日本社会の変容

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

定期試験の得点を基準として、小テストや課題の提出状況・提出課題の
取り組み状況を平常点として加算します。

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 教科書番号 備考

詳説日本史　改訂版 山川出版社 日B309

日本史のライブラリー とうほう

入試に出る日本史B一問一答 Z会

参考書

書名 著者 出版社 コード 備考

時代と流れで覚える! 日本史B用語 鈴木和裕 文栄堂

担当者からのアドバイス

日本史Ｂの通常授業では、予習はほとんど必要ありません。その代わり、復習としてその日の授業範囲について、教科書の精読を行ってください。
復習は基礎知識の定着が実現できる唯一の手段であることを忘れずに、日々の復習を怠ることなくおこなってください。一緒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 物理基礎 SG 週2時間 井上

到達目標

・物理現象の解析に必要な考え方を身に付ける。
（力学であれば、はたらく力を見つけ出しそのようすや変化のしかたから運動を分析すること、動きのイメージをつかむこと等）
・各種法則が成り立つ条件を理解し、必要に応じて使い分ける（立式する）ことができるようになる。
・各物理量の正確な定義を理解する。

授業の進め方・学習方法

・基本的には講義＋板書もしくはプリントで進める。
・必要に応じて映像や演示実験を取り入れる。
・時間の制約上、授業中に多くの問題演習を行うことはできないので、各自、予習・復習を念入りに行い、定着を図ること。

授業スケジュール

学期

1学期

第１編　運動とエネルギー
　第１章　運動の表し方
　第２章　運動の法則

1学期中間試験

1学期
第１編　運動とエネルギー
　第３章　仕事と力学的エネルギー

1学期期末試験

2学期

第２編　熱
　第１章　熱と物質
第３編　波
　第１章　波の性質

2学期中間試験

2学期

第４章　電気
　第１章　物質と電気
　第２章　磁場と交流
第５章　物理学と社会

2学期期末試験

3学期

・剛体にはたらく力
・運動量の保存                        
・円運動と単振動                        
・万有引力

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

レポート、小テストなど、授業の取り組みは、授業態度や授業で行う確認
テスト、課題提出から算出する。

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

改訂版　物理基礎 数研出版 物基318

担当者からのアドバイス

物理では、物理現象を正確にとらえ、それを今まで培ってきた数学を道具にどのように”考え”、”表現する”かが鍵となります。
その物体に起こっている現象を考えていく中で、一見複雑そうに見えるものが「意外とシンプル」見えてきます。
先人たち科学者の足跡を辿りながら、物理学の面白さに触れてほしいと思います。


