
【オンラインシラバス ⾼校１年本科コース】 
英語コミュニケーション I 
化学基礎 
現代の国語 
⾔語⽂化 
数学 A 
数学Ⅰ 
歴史総合 
論理・表現Ⅰ 

 



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 英語コミュニケーションⅠ SG・本科 週３時間 伊藤・浜中

到達目標

この科目では、教科書の英文を読み取ったり聞き取る活動 Reading、Listening を基に、その内容を学習した文法事項や表現を用いて Speaking 
(発表とやり取り) や Writing の活動につなげる。４技能５領域で CEFR-J A2.1 レベル以上の力を育成することを目標とする。

授業の進め方・学習方法

①最初の授業でレッスン全体を通読し、簡単な質問に答える(個人→ペア→クラス)ことで概要把握をする。【自律と共生】　　　　　②教師作成の「予習
シート」、サブノートで既習事項の確認と内容理解のための土台を築くとともに、単語調べをする。【自律】　　③授業の帯活動で予習シートの単語を
ペアまたはグループで練習し定着をはかる。【共生】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④本文の内容理解を中心にリスニング、リテリング、ライティング、
文法練習や予習シートの答え合わせの活動を行なう。先生の説明を受身で聞くというよりも、協力しながら自分たちの力で解答できるように指導す
る。【共生と主体的な学び】　　　　　　　　　　⑤文法については、受身の学習にならないように授業では「導入」レベルにとどめ「自分でまとめる」主体
的学習を促す。【自律】　⑥個人、ペア、グループ、クラスでの音読を重視し学習事項の内在化をはかるとともに、学んだ事を「表現する機会 (アウト
プット)」を与えることで使う中での定着をはかる。【思考・判断力・表現力の育成】

授業スケジュール

学期

1学期 Lesson 1 Intercultural relationships 　Lesson 2 Love beyond Species　ユメリス  Unit 1-4

1学期中間試験

1学期 Lesson 2 Love beyond Species　Lesson 3 Contributing to Our Planet 　ユメリス  Unit 5-8

1学期期末試験

夏休み Further Reading 1

夏休み課題試験

2学期 Lesson 4 Messages for World Peace　Lesson 5 Respecting Each Other　ユメリス  Unit 9-12

2学期中間試験

2学期 Lesson 5 Respecting Each Other　Lesson 6 Langauge and Culture　ユメリス  Unit 13-16 

2学期期末試験

冬休み Further Reading 2

冬休み課題試験

3学期 Lesson 7 Technologiy and Discoveries　Lesson 8 Standing Up for Human Rights　            　　　　ユメリス  Unit 17-20

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%
ペーパーテスト (定期考査や課題テスト) だけでなく、ライティングの作品
や調べ学習レポート、自学学習ノート、単語テスト、面接テスト、パフォー
マンステストなど、多面的な評価を行ないます。

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 備考

ELEMENT English Communication Ⅰ 啓林館

ELEMENT English Communication Ⅰ サブノート 啓林館

ELEMENT English Communication Ⅰ Work Book 啓林館

参考書

書名 著者 出版社 備考

キクタン (株) アルク 定期的な小テストを行なう。

ユメリス 木村達哉 (株) アルク 定期試験に含める。

Ultimate 啓林館 文法の参考書、適宜使用

Vintage いいずな書店 英文法・語法の問題集、適宜使用

担当者からのアドバイス

語学では「毎日の積み重ね」と「読む」だけでなく「聞く」、「話す」、「書く」のバランスも大切になります。もちろん「単語を覚える」ことも語学の基礎とし
て重要です。従って、才能や能力というよりも「地道な努力を続けられる精神力」と「試行錯誤してコツをつかむ工夫」があれば、誰でも英語を習得す
ることが可能です。さあ、英語という世界へのパスポートを手に入れてください。あなたの未来の可能性がきっと広がるはずです。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 IE Writing 本科 1hr/week Croft

到達目標

The course objective is to apply different facets of the students' English learning in an integrated way, with a heavier focus on writing.
This class will help develop writing, reading comprehension and critical thinking skills. By studying in an all-English environment, listening 
and speaking skills will also be improved. The nature of the course content will also help to further develop 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, focusing on specific ways to improve writing in addition. to individual research and study activities.
There is no exam in this class. Assessment will be made through written assignments and homework.

授業スケジュール

学期

1学期

This term's topic focus is writing about yourself. We will study how to properly express information in 
written English using well-composed paragraphs.

Writing topics for this term may include, but are not limited to:
 * A deeper self-introduction
 * An introduction of another person

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, make it interesting for the reader and to convince them to agree. We will be looking at 
techniques to make the reader interested and want to read more. We will also explore some methods 
for combining information to write more complex sentences. Transitional phrases and specific 
vocabulary related to displaying contrast and similarity will also be studied. 

Writing topics for this term may include, but are not limited to: 
 * Writing about personal experience
 * Comparing and contrasting two aspects and concluding which is best

3学期

The last term's topic focus is persuasive writing. We will be looking at signal words for listing 
information, adding extra information and indicating cause and effect. There will also be a year-review 
test in this semester to assess the students’ comprehension of the things we have studied throughout 
the year.

Writing topics for this term may include, but are not limited to:
 * Writing about advantages and disadvantages



成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 It's important to remember that this is a writing course and as such, 
students will be primarily graded on their writing skills in addition to 
homework submission. The first two terms will have two written 
assignments. The third term will have one written assignment and a 
year-review test.
There are also no midterm or final exams for this course so it's of 
utmost importance that all work is handed in by the deadlines.

レポート 80
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

Write Away Right Away EFL Press

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

Students are expected to use English at all times in this class, when talking with the teacher and classmates. Remember, we don't have to 
be perfect when we are speaking to be understood. If all class members can feel comfortable with making mistakes, everyone will improve 
their 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 本科 ２ 古屋

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を基に，一部「化学」の内容を先取りして扱います。厚みのある学力を養うためには，授業で学んだ内容を復習することが大切
です。必要に応じて学習内容の定着度を小テストで確認します。

授業スケジュール

学期

1学期
【第1部　物質の構成】
　２章　物質の構成粒子
　３章　化学結合

1学期中間試験

1学期 【第2部　物質の変化】
　１章　物質量と化学反応式

1学期期末試験

2学期
【第2部　物質の変化】
　１章　物質量と化学反応式
　３章　酸化還元反応

2学期中間試験

2学期 【第2部　物質の変化】
　３章　酸化還元反応

2学期期末試験

3学期 【第2部　物質の変化】
　２章　酸と塩基

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

定期試験の結果を主として、授業・実験の取り組みや小テストを加味す
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 備考

i版　化学基礎 啓林館

フォトサイエンス　化学図録 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

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

国語 現代の国語 本科 週３時間 三島

到達目標

①現代思想を理解し、その実践として諸現象を思想からのアプローチによって構造的に理解する力を養う。
②文章を多角的に捉えたうえで自分の意見を構築する力を養う。
③表現の機微を敏感に捉える力を育成する。
④要旨や主題を捉え、それに対する自分の意見を持つ訓練を通じて、論文を書く素養を身につける。

授業の進め方・学習方法

解説と読解を中心に進め、適宜問題演習を行うことで理解・考察を深める。
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 評論『水の東西』
小説『羅生門』

1学期中間試験

1学期
評論『考える技術－考えさせない時代に抗して』
評論『美しさの発見」について

1学期期末試験

2学期 小説『高瀬舟』
評論『自然と人間の関係をとおして考える』

2学期中間試験

2学期 評論『安くておいしい国」の限界』
評論『言葉についての新しい認識』

2学期期末試験

3学期 評論『白』
評論『動的平均としての生物多様性』

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、毎時間課す記述や漢字小テスト、週末課題などで算出する。
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 備考

『現代の国語』 大修館書店

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

自分の力で文章を読み解き、文章に対する自分の意見を構築することを目標として行います。どんな文章と対峙しても、同じ方法で文章を読み解
き、自分のスタンスを決めることができる力を育成していきます。受動的な受け方ではなく、能動的に吸収しようと努める姿勢を求めます。一緒に頑
張りましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 言語文化 本科 3 遠藤・髙橋直

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 備考

国語総合　古典編 大修館書店

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

参考書

書名 著者 出版社 備考

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Ａ 本科 週3時間 高橋由

到達目標

基本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

講義と演習の時間を確保し、学習方法を身に付けていく。基本的な計算・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。
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】整数・数学と人間の活動
・数学と歴史・文化
・整数の性質
【数学A】図形
・三角形の性質
・円の性質　・作図

2学期中間試験

2学期

【数学A】図形
・空間図形
【数学Ⅰ】データ分析Ⅰ
・データの整理と分析
・データの相関

2学期期末試験

3学期 【数学B】統計と確率

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

深進　数学Ａ 啓林館

深進　数学Ｂ 啓林館

アドバンストプラス数学Ⅰ＋A 啓林館

アドバンストプラス数学Ⅱ＋Ｂ 啓林館

Focus Gold　数学Ⅰ＋A 啓林館

Focus Gold　数学Ⅱ＋Ｂ 啓林館

参考書

書名 著者 出版社 備考

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となる内容です。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
るのではなく、問題集を使って理解度の確認をしてください。そしてFocus Goldを活用して理解度を深めることで、入試に対応する力を確実に身に付
けていきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学Ⅰ 本科・SG 週４単位 田中

到達目標

数学により表現された言語や事柄を正しく認識し、それをもとに思考する力、適切に表現する力を育てる。
また、このことの前提となる、基本的な概念や原理・法則の体系的な理解を希求し主体的に取り組む姿勢を身につける。

授業の進め方・学習方法

基礎の確認・応用にかかわる手法については教科書を活用して講義形式で行う。
また、演習の時間を確保し、個々の学習方法を確立するための取り組みを行っていく。
その中で生徒同士で自由に議論を行い、問題解決に対するアプローチや情報共有にあてることで、理解を深める機会を設けることもある。

授業スケジュール

学期

1学期

数Ⅰ
第１章　数と式
　第１節　多項式
　　多項式とその加法，減法
　　多項式の乗法
　　因数分解
　第２節　実数
　　実数
　　根号を含む式の計算
　第３節　１次不等式
　　不等式の基本性質
　　不等式とその解
　　絶対値を含む方程式・不等式
第２章　２次関数
　第１節　関数とグラフ
　　関数
　　２次関数のグラフ
　　２次関数の決定
　第２節　２次関数の最大・最小
　　２次関数の最大・最小
　　最大・最小の応用

1学期中間試験

1学期

　第３節　２次関数の方程式・不等式
　　２次方程式
　　２次関数のグラフとx軸の共有点
　　２次不等式とその解
第３章　集合と命題
　第１節　集合と命題
　　集合
　　命題と集合
　　逆・裏・対偶

1学期期末試験

2学期

第４章　図形と軽量
　第１節　鋭角の三角比
　　直角三角形を用いた三角比の定義
　　三角比の相互関係
　第２節　三角比の拡張
　　半円と座標を用いた三角比の定義
　　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
　　図形の計量
数Ⅱ
第１章　式と証明・高次方程式
　第１節　多項式の乗法・除法と分数式
　　３次の乗法公式と因数分解
　　二項定理
　　多項式の除法
　　分数式の計算

2学期中間試験



2学期

　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次方程式の判別式
　　２次方程式の解と係数の関係
　　剰余の定理と因数定理
　　高次方程式
第２章 　図形と方程式
　第１節　点と直線
　　直線上の点
　　平面上の点
　　直線の方程式
　　２直線の関係

2学期期末試験

3学期

　第２節　円と直線
　　円の方程式
　　円と直線
　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 定期試験の割合を80％、課題テスト・授業態度を平常点に換算して
20％、合わせて100％として評価する。

レポート 0
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

深進　数学Ⅰ 啓林館

深進　数学Ⅱ 啓林館

アドバンスα　数ⅠＡ 啓林館

アドバンスα　数ⅡB 啓林館

FocusGold 数Ⅰ+A 啓林館

FocusGold 数Ⅱ+B 啓林館

担当者からのアドバイス

高校での数学に不安を感じる人もいるかもしれませんが、必要な手順を正しく踏んでいけば誰でも理解が進むようにできています。
高校で学習する数学は中学で学習した数学をもとに、いろいろな立場から考えるためのルールの拡張を行っていきます。したがって、日々変化に対
応してできることを増やし、進化し続けることが姿勢として大切です。
その姿勢が出来上がり、ある程度の数学の基礎が身に付き始めると、一つの問題に対して色々なアプローチを考えていくことができるようになってい
きます。それが「高校数学の楽しみ方」になっていくように日々の学びを大切にしていきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

地理歴史・公民 歴史総合 本科 週２時間 矢野

到達目標

・私たちの生きる現在の世界がどのようにして現在に至ったのか、日本の歴史に軸を置きつつ、近代化、国際秩序、グローバル化とい
　う３つの視点で考えていきます。
・世界の近代化がどのように成し遂げられたのか、近代化とはどういうことで、どのようにして現代と関わっているのかを考えます。
・「世界の中の日本」という視点で、日本はどのようにして近代化を受容し、発展していったのか、その中でどのような課題があった
　のかを考えます。
・１９世紀後半から２０世紀前半の国際秩序はどのように形成され、現代の世界の課題とどのようにかかわっているのかを考えます。
・２０世紀後半以降に急速にグローバル化していく世界がどのような問題に向き合ったのかを考えることで、現代の世界の抱える課題
　についての考察を深めます。　

授業の進め方・学習方法

各時代、各テーマについて、資料などを用いながら、なぜそのようになったのだろうかと考えたり、他に考えられることはなかったかと仮説を立ててみ
ることで、人間の思考と行動の積み重ねである歴史を考察します。これまでの歴史が現在の私たちの生きる世界とどのようなつながりがあるのだろ
うかということを意識しながら授業に臨んでください。

授業スケジュール

学期

1学期

１部　歴史の扉
　１章　歴史と私たち
　２章　歴史の特質と資料
２部　近代化と私たち
　序章　近代化への問い
　１章　江戸時代の日本と結びつく世界
　２章　欧米諸国における近代化
　３章　近代化の進展と国民国家形成

1学期中間試験（実施せず）

1学期

２部　近代化と私たち（つづき）
　４章　アジア諸国の動揺と日本の開国
　５章　近代化が進む日本と東アジア

1学期期末試験

2学期

３部 国際秩序の変化や大衆化と私たち
　序章　国際秩序の変化や大衆化への問い
　１章　第一次世界大戦と日本の対応
　２章　国際協調と大衆社会の広がり

2学期中間試験

2学期

３部　国際秩序の変化や大衆化と私たち（つづき）
　３章　日本の行方と第二次世界大戦
　４章　再出発する世界と日本
４部　グローバル化と私たち
　序章　グローバル化への問い
　１章　冷戦で揺れる世界と日本

2学期期末試験

3学期

４部　グローバル化と私たち（つづき）
　２章　多極化する世界
　３章　グローバル化の中の世界と日本

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 定期試験とは別に、授業内で確認の小テストを適宜実施します。意見を
まとめるレポートを提出してもらいます。

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 備考

明解歴史総合 帝国書院 教科書

歴史総合図説シンフォニア 帝国書院 資料集（図説）

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

歴史総合は今年度からの新しい科目です。これまで日本史、世界史と分かれて学んでいた歴史を、より日本と世界のつながりに重点をおいて学び
ます。これによって私たちが生きる現在の社会がどうして現在の姿になったのか、そして現在日本と世界に横たわる問題について深く考え、未来をよ
り良い姿にするために私たちはどんなことが出来るのかということを考えていきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 論理・表現Ｉ Ｈ1 ４ 近藤・小口

到達目標

英文法の基本＋αを徹底的に身につけさせる。長文読解などで間違わない文法力・単語力を身につけさせる。

授業の進め方・学習方法

テキスト、ワーク、Vintage、キクタン、(ultimateを必要に応じて使う)

授業スケジュール

学期

1学期
Lesson1、2。テキストを中心に、授業内でワークまで行う。必要に応じて、Lesson1,2のVintageの範囲を行い、
解説をする。文の種類や文型は全ての基本なので、丁寧に説明し、自動詞・他動詞の区別が出来るようにす
る。

1学期中間試験

1学期
Lesson３、４。テキストを中心に、授業内でワークまで行う。必要に応じて、Lesson３，４のVintageの範囲を行
い、解説をする。時制・完了形は生徒がどの時制を使うか間違い易い項目なので、平易な文で説明していく必
要がある。

1学期期末試験

2学期
1学期のテスト範囲の小テストを行い、文法事項が定着しているか確認する。復習にも時間をかける。L5では助
動詞、及びhaveが入った形など定着させる。L6の受動態もまず形をしっかりと定着させる。

2学期中間試験

2学期
Lesson７不定詞,Lesson８動名詞は重なるところも多いので、混同しないように注意させながら、テキストとワー
クを授業時間内で行う。Vintageは平易な文章を選んで、文法事項を定着させる。

2学期期末試験

3学期
１から2学期の復習テストを行う。取りこぼしがないよう注意しながらLesson９では分詞，lesson10では関係詞
をテキストとワークを授業中に行う。2項目ともに長文読解の理解に大きく関わってくるので、平易な単文読解を
行う。

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

英文法というと取りつきにくい感じがあるかもしれませんが、一つ一つの章をコツコツとやって、身に着けていきましょう。作文などもたくさん扱いま
す。書ける→話せる英語を学んでいきましょう。


