
教科 科目 コース 授業時間 担当者

コミュ英語 英語 GL 週4時間 北野

到達目標

生徒が第一志望の大学に合格することを目指す。

授業の進め方・学習方法

テキストとプリント教材

授業スケジュール

学期

1学期 Lesson1・2　　プリント教材から

1学期中間試験

1学期 Lesson3・4　　プリント教材から

1学期期末試験

2学期 Lesson5・6　　プリント教材から

2学期中間試験

2学期 Lesson7             プリント教材から

2学期期末試験（学年末試験）

3学期

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

小テストなど 0～10
授業での取り組み 0～30

教科書・教材

書名 出版社 教科書番号 備考

CROWN English　Communication 三省堂 329

担当者からのアドバイス

合格のため、とにかく量を熟し、合格を勝ち取る。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語表現 英語表現Ⅱ GL 週3時間 髙橋

到達目標

国公私立問わず、難関大学の入試問題に対応できる読解力を身に着けます。

授業の進め方・学習方法

予習として取り組んだ読解問題を授業で解説します。授業での理解を深めるために、予習・復習必須です。

授業スケジュール

学期

1学期
＜Cutting Edge Orange＞
Chapter1～Chapter6

1学期中間試験

1学期
＜Cutting Edge Orange＞
Chapter7～Chapter11

1学期期末試験

2学期
＜Cutting Edge Orange＞
Chapter12～Chapter16

2学期中間試験

2学期 難関大学入試 総合演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 80

定期試験結果を主な評価対象とします。
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

Cutting Edge Orange EMILE出版

担当者からのアドバイス

この授業では、高２までに学習してきた短文の英文解釈を土台として、難関大学の長文読解問題を主に扱います。
難関大学の入試の中から厳選された読解問題を通して、語彙や文法事項などの基本事項を最終確認しつつ、入試に対応しうる読解力を身に着けま
す。復習を徹底し、幅広い応用力を養いましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 化学 GL 週4時間 田仲

到達目標

化学基礎で学んだ概念をもとにして高校化学で扱う総合的な概念を体系的に理解する。
理論化学分野では日常生活や社会と関連付けて考察する力や概念や法則を活用できる力を養う。
有機化学分野では様々な性質や反応を活用して応用，表現する力を養う。
無機化学分野では基本的な物質の性質や反応の知識を用いて課題を整理し，分析する力を養う。

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。知識も単なる暗記だけではなく背景や多角的に考えられるよう様々
な事例を紹介する。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。復習に重点をおき，疑問は生じた時点で解決することが望ましい。

授業スケジュール

学期

1学期

2章　物質の変化と平衡　4節　化学平衡
4章　有機化合物　　　　1節　有機化合物の特徴と分類
　　　　　　　　　　　  2節　脂肪族炭化水素

1学期中間試験

1学期

4章　有機化合物　　　　  3節　酸素を含む脂肪族化合物
　　　　　　　　　　　　4節　芳香族化合物
　　　　　　　　　　　　5節　有機化合物と人間生活

1学期期末試験

2学期

5章　高分子化合物　　　　1節　高分子化合物
　　　　　　　　　　　　  2節　天然高分子化合物
　　　　　　　　　　　　  3節　合成高分子化合物
　　　　　　　　　　　　  4節　高分子化合物と人間生活

2学期中間試験

2学期

5章　無機物質　　　　　　1節　周期表
　　　　　　　　　　　　  2節　非金属元素
　　　　　　　　　　　　  3節　金属元素
　　　　　　　　　　　　  4節　無機物質と人間生活

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

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

化学　新訂版 実教出版

フォトサイエンス　化学図録 数研出版

担当者からのアドバイス

大学入試を見据え，化学事象の原理や法則の掘り下げて授業を展開します。題材の難易度が高く，進度が速く感じるかもしれませんが諦めることな
く１つずつ確実にこなしていって下さい。そのためには疑問をそのままにしないこと，日々しっかりと復習することが重要です。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 現代文Ｂ GL・ST 週2時間 沖野

到達目標

文理共通のコマが２コマあり、その中で共通テスト対策を行います。したがって、教材は過去のセンター試験の過去問を使用し、
前半は評論文の読み方、設問の解き方を、後半は小説文の読み方、設問の解き方を中心に授業を展開していき、第１問、第２問での
得点率アップを目指します。

授業の進め方・学習方法

過去問演習を宿題とし、解説を進めますが、ほとんど生徒主体に授業を展開していきます。

授業スケジュール

学期

1学期

2010年センター試験　第１問
2011年センター試験　第１問
2010年センター試験　第２問
2011年センター試験　第２問

1学期中間試験

1学期
2012年センター試験　第１問
2013年センター試験　第１問
2012年センター試験　第２問

1学期期末試験

2学期 2014年～2018年センター試験

2学期中間試験

2学期 共通テスト類似問題演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

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 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 教科書番号 備考

センター試験過去問プリント

担当者からのアドバイス

共通テストに代わっても出題意図や文章の読み進め方はあまり変わらないので、高得点を取るためのコツをつかみながら、
繰り返し復習しましょう。なぜそのような解答になるのか、理由をつねに考えることで設問の意図が見えてきます。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 現代文Ｂ GL・ST 週1時間 沖野

到達目標

文系のみの授業です。入試国語の２単位と合わせて合計３単位で文系の国語対策を行います。
１学期は私立大学の入試問題を使用し、以下の２つの目標を達成します。
１．多くのジャンルの文章、多くの設問パターンに慣れること
２．語彙力や知識を増やすために語彙のチェック、文学史のチェックを行うこと

授業の進め方・学習方法

基本、宿題として自宅で演習を行い、授業は解説を中心に進めます。教員が解答・解答理由をすぐに言うのではなく、
生徒に理由まで説明させることで、解法の手順をマスターさせます。

授業スケジュール

学期

1学期 立命館大学、青山学院大学の入試問題を中心に演習・解説

1学期中間試験

1学期 明治大学・立教大学の入試問題を中心に演習・解説

1学期期末試験

2学期 学習院大学・早稲田大学の入試問題を中心に演習・解説

2学期中間試験

2学期 早稲田大学・国立大学の入試問題を中心に演習・解説

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

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 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 教科書番号 備考

大学入試問題プリント

担当者からのアドバイス

慶応大学の小論文対策は個別に実施します。答えよりも答えがどうやって導き出されるかということをよく考え、対策をしましょう。各自の志望校の赤
本を買って計画的に受験に臨みましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 古典Ｂ GL・ST 週2時間 小森

到達目標

①入試問題に柔軟にかつ的確に対応する力を養う
②古典文学作品を通し、日本文学や文化に対する幅広い教養を身につける

授業の進め方・学習方法

実際の入試問題を中心に問題演習を行い、その解説を行う。
読みの正確さ、問題処理能力、どちらも高いレベルが身につくように毎回の授業を集中して受けてほしい。

授業スケジュール

学期

1学期 古文「町の小路の女」（蜻蛉日記）、「若宮誕生」（紫式部日記）

1学期中間試験

1学期 共通テスト、センター試験を中心とした問題演習

1学期期末試験

2学期 共通テスト、センター試験を中心とした問題演習

2学期中間試験

2学期 共通テスト、センター試験を中心とした問題演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

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80％の評価対象とし、残り20％を小テストや授業内の取り組
みなどで評価する。

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

新精選古典Ｂ古文編 明治書院

新精選古典Ｂ漢文編 明治書院

体系古典文法八訂版 数研出版

重要古文単語315 数研出版

担当者からのアドバイス

単語の意味や文法事項を確認しながら読解を進めていきましょう。
授業内で解いた問題は、各自、十分に復習をしましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 古典Ｂ GL・ST 週1時間 小森

到達目標

①今まで学習してきたことを踏まえ、入試問題に柔軟にかつ的確に対応する力を養う
②古典文学作品を通し、日本文学や文化に対する幅広い教養を身につける

授業の進め方・学習方法

大学入試の過去問演習、解説を行う。

授業スケジュール

学期

1学期 国公立、私大を中心とした過去問題演習

1学期中間試験

1学期 国公立、私大を中心とした過去問題演習

1学期期末試験

2学期 国公立、私大を中心とした過去問題演習

2学期中間試験

2学期 国公立、私大を中心とした過去問題演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 古典Bに含まれる

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 教科書番号 備考

参考書

書名 著者 出版社 コード 備考

体系古典文法八訂版 数件出版

重要古文単語315 桐原書店

担当者からのアドバイス

授業で解く問題は、様々な大学で出題されたことのある文章です。読めなかった部分を中心に各自復習してください。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学Ⅲ GL・ST 週6時間 堀内

到達目標

個々がそれぞれの志望大学に入学できる力を養成する。

授業の進め方・学習方法

１学期は講義形式＋問題演習
２学期は問題演習＋記述指導

授業スケジュール

学期

1学期

数列の極限
関数の極限
微分法

1学期中間試験

1学期
微分法
積分法

1学期期末試験

2学期 数学ⅠAⅡBⅢ演習

2学期中間試験

2学期 数学ⅠAⅡBⅢ演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

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80％、その他担当者による平常点20％
レポート

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 教科書番号 備考

担当者からのアドバイス

「テストで点数をとるための効率よい学習方法が知りたい」という人が多くいますが、そんなものはないと考えています。受験数学に
も楽な方法はありません。苦労するからこそ価値があります。共に全力で取り組もう！



教科 科目 コース 授業時間 担当者

地歴・公民 政治・経済 GL 週2時間 渡邊英志

到達目標

・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。
・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う。
・大学入試共通テストにける「政治・経済」の問題に対応しうるだけの学力（知識、理解、判断力）を身につける。

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１編　現代の政治
第１章　民主政治の基本原理
　１、人間と政治
　２、人間と法
　３、民主政治へのあゆみ
　４、民主政治の基本原理
　５、世界の政治体制（１）
　６、世界の政治体制（２）
第２章　日本国憲法と基本的人権
　７、日本国憲法の成立
　８、日本国憲法の基本原理
　９、自由権的基本権（１）
　10、自由権的基本権（２）
　11、法の下の平等
　12、社会権と参政権・国務請求権
　13、人権の新しい展開
　14、人権の国際的な展開
第３章　日本の平和主義と安全保障
　15、日本の平和主義と自衛隊
　16、日米安保条約と日本の安全保障
　17、現代日本の安全保障

1学期中間試験

1学期

第４章　日本の政治機構
　18、国会と立法過程
　19、内閣
　20、裁判所
　21、司法への国民の参加
　22、地方自治
　23、地方自治と地方分権
第５章　現代日本の政治
　24、行政権の拡大
　25、政党政治と世論
　26、選挙制度と民意
　27、政治参加
第６章　国際政治と日本
　28、国際社会の形成
　29、国際法の発達
　30、国際連盟から国際連合へ
　31、国際連合の機能と活動
　32、冷戦期の国際政治
　33、現代の国際政治
　34、核兵器と軍縮のうごき
　35、国際社会における日本の役割

1学期期末試験



2学期

第２編　現代の経済
第１章　現代経済の特質
　36、経済活動の意義
　37、現代社会の変容と経済思想
　38、三つの経済主体と経済の循環
　39、価格と市場の役割
　40、市場機構の限界
　41、現代の企業
　42、物価変動と国民生活
　43、経済成長と景気変動
　44、政府の経済的役割
　45、租税と国債
　46、日本財政の課題
　47、貨幣の役割と金融
　48、金融市場と金融政策
　49、金融環境の変化

2学期中間試験

2学期

第２章　現代日本の経済
　50、戦後日本経済のあゆみ
　51、農業と食糧問題
　52、産業を支える中小企業
　53、情報化の進展とサービス産業
　54、公害・環境問題
　55、消費者問題
　56、労働者の権利と労働組合の役割
　57、労働市場の変化と労働問題
　58、社会保障制度のあゆみ
　59、社会保障制度のあゆみ
第３章　国際経済と日本
　60、貿易と国際経済
　61、貿易の意義と課題
　62、国際収支の仕組みと現状
　63、為替相場の仕組みと意義
　64、戦後の国際経済
　65、現代の国際経済機関
　66、国際的な経済格差に関する問題
　67、地球環境問題
　68、持続可能な開発とエネルギー問題
　69、地域的経済統合
　70、国際経済における日本の役割

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

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

高等学校　新政治・経済　新訂版 清水書院 35・清水・政経315

担当者からのアドバイス

気を付けなければならないのは、やみくもな暗記に陥ってはならないということである。暗記の土台となるものは、深い理解と考える思考である。受動
的に授業を受けるのではなく、主体的に授業に参加していくこと、そして常に思考し続けること、これが必要かつ大切なことである。政治経済の内容
を自分のこととして学ぶことで、授業・学習で得た教養が自らの人生の指針になるであろう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 生物 GL 週4時間 上原

到達目標

・生物学に必要な知識、考え方を身に付ける。

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。

授業スケジュール

学期

1学期

1章　生命現象と物質
　2節　代謝
　3節　遺伝情報の発現
2章　生殖と発生
　1節　有性生殖

1学期中間試験

1学期

　2節　動物の発生
　3節　植物の発生
3章　生物の環境応答
　1節　動物の反応と行動
　2節　植物の環境応答

1学期期末試験

2学期
4章　生態と環境
　1節　個体群とその変動
　2節　生態系

2学期中間試験

2学期

5章　生物の進化と系統
　1節　生物の進化
　2節　進化のしくみ
　3節　生物の系統

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

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

物理　新訂版 実教出版 生物308
リードα　生物基礎・生物 数研出版

担当者からのアドバイス

生物学は生物というとても身近なものを対象にした学問です。
身近すぎるがゆえに見落としがちなこと(当たり前なこと)に対してなぜだろう？と思うことがとても大切です。
この姿勢を身につければ、暗記せざるを得ない知識の部分も、苦でなくなるはずです。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

入試英語 英語 GL 週2時間 北野

到達目標

とにかく問題量を熟し、第一志望の合格を勝ち取る。

授業の進め方・学習方法

入試問題を使った自作のプリントで授業を展開する。（入試問題演習）

授業スケジュール

学期

1学期 自作の入試問題プリントから

1学期中間試験

1学期 自作の入試問題プリントから

1学期期末試験

2学期 自作の入試問題プリントから

2学期中間試験

2学期 自作の入試問題プリントから

2学期期末試験（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

小テストなど 0～10
授業での取り組み 0～30

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

多くの入試問題に触れ、第一志望を突破する。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 入試化学 GL 週2時間 田仲

到達目標

化学基礎，化学の授業内容を基盤として化学分野全般における総合的な理解度を高める。
大学入試共通テスト，私大，国公立大学の個別試験に対応できる実力を養成する。

授業の進め方・学習方法

大学入試問題演習を通して知識の確認や復習をし，答案の作り方の練習をする。多くの大学で出題される標準的な問題を扱い，様々な分野を蔓延
なく学習する。

授業スケジュール

学期

1学期 化学反応とエネルギー，反応の速さとしくみ，化学平衡の問題演習

1学期中間試験

1学期 有機化合物の特徴と分類，脂肪族炭化水素，酸素を含む脂肪族化合物，芳香族化合物，有機化合物と人間生
活，高分子化合物の問題演習

1学期期末試験

2学期 周期表，非金属元素，金属元素，無機物質と人間生活の問題演習

2学期中間試験

2学期 化学基礎，化学全般における総合問題演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験

演習科目のため評価はつきません。「化学」と連動した演習を行います。
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 教科書番号 備考

改訂版　化学基礎 数研出版

化学　新訂版 実教出版

担当者からのアドバイス

できる限り直近の化学で扱った分野を題材に問題選定をします。その場では取り組みづらい問題もあるかもしれませんが，化学の授業とともにしっ
かりと復習することで力をつけていくことができるはずです。不明点はそのままにせず早く解決できるよう粘り強く取り組んでく下さい。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 化学基礎 GL 週2時間 田仲

到達目標

化学基礎の授業内容を基盤として問題演習に取り組むことで総合的な理解度を高める。
大学入試共通テストでの得点力を養成する。

授業の進め方・学習方法

センター試験や大学個別入試の過去問題演習を通して知識の確認や復習をする。その上で思考力や判断力，表現の仕方が問われる形式へのアプ
ローチ法を練習する。

授業スケジュール

学期

1学期 物質の構成，物質の構成粒子，粒子の結合に関する問題演習

1学期中間試験

1学期 物質量と化学反応式，酸と塩基の反応，酸化還元反応に関する問題演習

1学期期末試験

2学期 物質量と化学反応式，酸と塩基の反応，酸化還元反応に関する問題演習

2学期中間試験

2学期 総合問題演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験

演習科目のため評価はつきません。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 教科書番号 備考

改訂版　化学基礎 数研出版

担当者からのアドバイス

授業は演習中心ですが，大学共通テストを意識しながらも1つ1つ，知識や原理を確認しながら応用していけるように展開していきます。その場では
取り組みづらい問題もあるかもしれませんがしっかりと復習することで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

理科 入試生物基礎 GL 週２時間 上原

到達目標

共通テストにおいて得点率90%以上をとる。

授業の進め方・学習方法

過去のセンター試験問題・共通テスト問題、対策問題集をつうじて思考力を磨いていく。

授業スケジュール

学期

1学期 センター試験・大学入試共通テスト過去問題演習

1学期中間試験

1学期 センター試験・大学入試共通テスト過去問題演習

1学期期末試験

2学期 センター試験・大学入試共通テスト過去問題演習

2学期中間試験

2学期 センター試験・大学入試共通テスト過去問題演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験

演習科目のため、定期考査は行わない。
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 教科書番号 備考

Let's Try Note生物基礎 東京書籍

担当者からのアドバイス

入試対策の基本は「敵を知り、己を知れば、百戦して殆うからず」です。
まずは、自分の実力や弱点を知り、そして敵(大学入試共通テスト)を知りましょう。
そして、大学入試共通テストに打ち克つような実力を身につけていきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 入試物理基礎 GL 週2時間 井上

到達目標

共通テストにおいて得点率90%以上をとる。

授業の進め方・学習方法

過去のセンター試験問題・共通テスト問題、対策問題集をつうじて思考力を磨いていく。

授業スケジュール

学期

1学期 過去のセンター試験問題・共通テスト問題

1学期中間試験

1学期 過去のセンター試験問題・共通テスト問題

1学期期末試験

2学期 過去のセンター試験問題・共通テスト問題

2学期中間試験

2学期 過去のセンター試験問題・共通テスト問題

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 60

演習科目のため、定期考査は行わない
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 教科書番号 備考

担当者からのアドバイス

入試問題演習を通じて、数学・物理学を応用する力を養います。授業時間では特に要点として押さえてほしい問題をピックアップしますが、自主的に
様々な問題に触れ、演習を重ねていくことをお勧めします。正解に辿り着くことが重要視されがちですが、物理現象の理解を深めるためにも各問題
について考えることを楽しんで欲しいと思います。どんな入試問題にも立ち向かえる力を身に付けましょう。                                                        
                                                        
                                                        



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 入試現代文 GL・ST 週2時間 沖野

到達目標

文系のみの授業です。現代文Ｂの文系のみの１単位と合わせて合計３単位で文系の国語対策を行います。
１学期は私立大学の入試問題を使用し、以下の２つの目標を達成します。
１．多くのジャンルの文章、多くの設問パターンに慣れること
２．語彙力や知識を増やすために語彙のチェック、文学史のチェックを行うこと

授業の進め方・学習方法

基本、宿題として自宅で演習を行い、授業は解説を中心に進めます。教員が解答・解答理由をすぐに言うのではなく、
生徒に理由まで説明させることで、解法の手順をマスターさせます。

授業スケジュール

学期

1学期 立命館大学、青山学院大学の入試問題を中心に演習・解説

1学期中間試験

1学期 明治大学・立教大学の入試問題を中心に演習・解説

1学期期末試験

2学期 学習院大学・早稲田大学の入試問題を中心に演習・解説

2学期中間試験

2学期 早稲田大学・国立大学の入試問題を中心に演習・解説

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

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 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 教科書番号 備考

大学入試問題プリント

担当者からのアドバイス

慶応大学の小論文対策は個別に実施します。答えよりも答えがどうやって導き出されるかということをよく考え、対策をしましょう。各自の志望校の赤
本を買って計画的に受験に臨みましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

地歴・公民 入試世界史 GL 週6時間 石橋祐理子

到達目標

今までの学習内容の定着を図るとともに、共通テスト・私大入試に対応できる実力の養成をはかる。
問題演習を中心に行い、実力の向上を目指す。

授業の進め方・学習方法

プリントを中心に、過去問などの問題演習を行い、定着していない部分の確認、新しい知識の習得とともに、問題のよりよい解法を学んでいく。
復習を必ず行い、知識の定着を図ることが必要である。

授業スケジュール

学期

1学期 模擬試験・入試に向けての問題演習

1学期中間試験

1学期 模擬試験・入試に向けての問題演習

1学期期末試験

2学期 模擬試験・入試に向けての問題演習

2学期中間試験

2学期 模擬試験・入試に向けての問題演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

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Ｂの授業がインプット中心であるのに対し、この授業はアウトプットが中心となる。取得した知識を演習を通して確認し、自らの足りていない部
分に気づくことが大切である。演習を繰り返すことで、知識不足も解消され、知識が定着していく。復習を怠らず、学習に積極的に取り組むとともに、
世界史を楽しみ、人生に生かしていくという気持ちも忘れないようにしていくことも期待する。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

地理歴史 入試日本史 GL 週6時間 表

到達目標

今までの学習内容の定着を図るとともに、共通テスト・私大入試に対応できる実力の養成をはかる。
問題演習を中心に行い、実力の向上を目指す。

授業の進め方・学習方法

過去問などの問題演習を行い、定着していない部分の確認、新しい知識の習得とともに、問題のよりよい解法を学んでいく。復習を必ず行い、知識
の定着を図ることが必要である。

授業スケジュール

学期

1学期 模擬試験・入試に向けての問題演習

1学期中間試験

1学期 模擬試験・入試に向けての問題演習

1学期期末試験

2学期 模擬試験・入試に向けての問題演習

2学期中間試験

2学期 模擬試験・入試に向けての問題演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし



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
進研ウィンステップ 日本史B 三訂版 ラーンズ

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の授業がインプット中心であるのに対し、この授業はアウトプットが中心となる。取得した知識を演習を通して確認し、自らの足りていない部
分に気づくことが大切である。演習を繰り返すことで、知識不足も解消され、知識が定着していく。復習を怠らず、学習に積極的に取り組むとともに、
日本史を楽しみ、人生に生かしていくという気持ちも忘れないようにしていくことも期待する。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 入試物理 GL 週2時間 井上

到達目標

上位私大・国公立大学の過去問等の入試問題演習を通じて物理的、数学的な思考力・表現力を身に付ける

授業の進め方・学習方法

問題演習を通じて既習内容の確認・復習と、応用力を養います。

授業スケジュール

学期

1学期 力学・熱学・波の入試問題演習

1学期中間試験は行いません

1学期 力学・熱学・波の入試問題演習 

1学期期末試験は行いません

2学期 力学・電磁気学の入試問題演習

2学期中間試験は行いません

2学期 力学・熱学・波・電磁気・原子に関する入試問題演習

2学期期末試験は行いません

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

演習科目のため評価はつきません。「物理」と連動して演習を行います。
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 教科書番号 備考

担当者からのアドバイス

入試問題演習を通じて、数学・物理学を応用する力を養います。授業時間では特に要点として押さえてほしい問題をピックアップしますが、自主的に
様々な問題に触れ、演習を重ねていくことをお勧めします。正解に辿り着くことが重要視されがちですが、物理現象の理解を深めるためにも各問題
について考えることを楽しんで欲しいと思います。どんな入試問題にも立ち向かえる力を身に付けましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 物理 GL理系 週4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。

授業スケジュール

学期

1学期

2章　波
　3節　光
3章　電気と磁気
　1節　電荷と電場
　2節　電流

1学期中間試験

1学期

3章　電気と磁気
　3節　磁場と電流
　4章　電磁誘導と電磁波

1学期期末試験

2学期

4章　原子
　1節　電子と光子
　2節　原子と原子核

入試問題演習 2学期中間試験

2学期 入試問題演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

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

物理　新訂版 実教出版 物理309
リードα　物理基礎・物理 数研出版

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。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 文系入試数学 GL 週2時間 田中努

到達目標

共通テストに向け、基本事項の確認と演習を行う中で、基本知識の確認と思考の拡充を目指す。

授業の進め方・学習方法

共通テスト対策問題集に沿い、各分野ごとに基礎の確認・問われやすいポイントの整理・拡張した問題に挑むことを
１サイクルと考えて授業を展開する。

授業スケジュール

学期

1学期 数学ⅠA

1学期中間試験

1学期 数学Ⅱ

1学期期末試験

2学期 数学Ｂ

2学期中間試験

2学期 数学総合

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

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 教科書番号 備考

基本的には共通テストに絞って授業を行っていきます。大切なのは「解き方」と呼ばれるものには「数学の思考が詰まっている」
ということを大切にすること。そういう話、数学の取り組みを行っていきたいと思っています。触れる一問一問の価値を高めることが、
成功への近道ですぬかることなく努力していきましょう！



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 入試数学 GL 週2時間 田中努

到達目標

一般入試、２次試験に向けた数学力拡充を目指す。
基礎の確認後は、徹底的に入試問題に取り組み「合格をつかむために必要なこと」を把握し、数学的思考の核をつかむ。

授業の進め方・学習方法

・数学ⅠAⅡBの基本項目の確認（演習プリント）
・入試問題から、数学の大局観を身に付ける
基本項目の確認については、予習を前提としたい。それ以降は、講義演習形式で到達目標の達成へと向かう。

授業スケジュール

学期

1学期 数学ⅠAⅡBの基礎の確認

1学期中間試験

1学期 数学ⅠAⅡBの基礎の確認

1学期期末試験

2学期 数学ⅠAⅡBの基礎の確認

2学期中間試験

2学期 総合演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

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 教科書番号 備考

担当者からのアドバイス

数学Ⅲの礎となっている数学ⅠAⅡBですが、入試で問われる問題達はなかなか侮れません。
ただし、数学ⅠAⅡBを再度認識したときに数学Ⅲと関連づいて「ひとつながりの数学」として完成していきます。
楽な道ではありませんが、苦労することにこそ価値があります。全力で頑張りましょう！


