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教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 現代の国語 大石

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文章を多角的にとらえた上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、それに対し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

本文のわかりにくい部分を自分の言葉で説明することを繰り返し実践していく。
要旨や主題を捉え、それに対し自分の意見を持つ訓練を通じて文章を書く素養を身につける。
意味調べや小テストを行い、語彙力を養う。
扱った文章の主題に即してテーマを設定し、レポートを書き、また、プレゼンも行う。

授業スケジュール

学期

学期 【小説】羅生門

学期中間試験

学期 【詩歌】短歌十五首・俳句十二句

学期期末試験

学期 【小説】夢十夜

学期中間試験

学期 【小説】城の崎にて

学期期末試験

学期 【小説】セメント樽の中の手紙

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
定期試験の結果を中心に、授業への取り組みや課題の状況、小テストの
結果などを加味する。

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 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

物語文を構造的に理解していくと同時に、主題から広がるさまざまな文学作品をじっくりと通読していきましょう。そのためには語彙力を身につけるこ
とが必須です。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 Algebra 1 AG 4 hrs/week Guennigsman

到達目標

The aim this year is to learn the fundamental techniques of algebra and apply these to real-world problems.

授業の進め方・学習方法

The course will consist of demonstrations of key points and examples by the teacher, followed by students working on practice problems
from the relevant section of the textbook. Homework will be assigned each week for completion by the end of the week. At least one 50-
minute term test will be conducted each term to help students prepare for examinations.

授業スケジュール

学期

1学期

Appendix A : Review of Fundamental Concepts of Algebra
・Real Numbers and Their Properties
・Exponents and Radicals
・Polynomials and Factoring
・Rational Expressions
・Solving Equations
・Linear Inequalities in One Variable
・Errors and the Algebra of Calculus

1学期中間試験

1学期

Chapter 1 : Functions and Their Graphs
・Rectangular Coordinates
・Graphs of Equations
・Linear Equations in Two Variables
・Functions
・Analyzing Graphs of Functions
・A Library of Parent Functions
・Transformations of Functions
・Combinations of Functions: Composite Functions
・Inverse Functions
・Mathematical Modeling and Variation

1学期期末試験

2学期

Chapter 2 : Polynomials and Rational Functions
・Quadratic Functions and Models
・Polynomial Functions of Higher Degree
・Polynomial and Synthetic Division
・Complex Numbers
・Zeros of Polynomial Functions

2学期中間試験

2学期

Chapter 2 : Polynomial and Rational Functions (continued)
・Rational Functions
・Nonlinear Inequalities

Chapter 3 : Exponential and Logarithmic Functions
・Exponential Functions and Their Graphs
・Logarithmic Functions and Their Graphs

2学期期末試験

3学期

Chapter 3 : Exponential and Logarithmic Functions (continued)
・Properties of Logarithms
・Exponential and Logarithmic Equations
・Exponential and Logarithmic Models

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 Midterm: 30%
Final: 30%
Homework: 10%
Quizzes: 10%
Term Tests: 10%
Attitude and Participation: 5%
Notebook: 5%

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

Precalculus, 10th Edition, Larson Cengage LearningSBN-13: 978-1337271073 / ISBN10: 1337271071

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

Welcome to high school mathematics! Maths will be even more interesting and useful this year. However, there will be a significant
increase in the level of difficulty. In high school, you are expected to start being more responsible for your own mathematical progress. You 
need to be studying outside of class as much as is necessary for you to achieve your goals. In H1 Algebra 1 we will study the essentials of 
algebra, so it very important you fully understand everything we study if you are to progress to future mathematics courses. If you feel you 
are struggling, please seek help early. My number one recommendation is to study a little bit each day, rather than cramming before the 
exam. Let's work hard and have a productive year. Best of luck and let's learn to love maths!



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 English Reading I AG 5hrs/week Tomacder

到達目標

A course of study developing the skills of interpreting novels and poetry, with particular emphasis on theme and textual analysis. 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-centered lecture 
style classes to group activities, individual research, and study activities.

Typically, the content studied each term will be centered on English in use (in literature, poetry, and informational texts), along with 
supplementary components of vocabulary building and grammar skill-building.

Assessment in the class will consist of both formative and summative assessments, formal and informal. Students' skills of reading, writing, 
speaking, and listening will each be assessed each term through written essays, tests, presentations, and participation in group 
discussions and activities.

授業スケジュール

学期

1学期

Of Mice and Men by John Steinbeck

1. Identifying themes
2. Text as social critique

Point of learning:
How does the writer use characters to engage readers with themes?
How has the American Dream shaped American society?

Poetry by Theodore Roethke

1学期中間試験

1学期

A Raisin in the Sun by Lorraine Hansberry

1. Social constraints
2. Dramatic techniques

Point of learning:
What are the various social constraints that the characters experience?
How does the author use dramatic techniques to tell the characters' stories?

Poetry by Gwendolyn Brooks

1学期期末試験

2学期

The Awakening by Kate Chopin

1. Symbolism in the text
2. Thematic response

Point of learning:
Why do symbols exist in novels?
Why is knowledge important?

Poetry by Edna St. Vincent Millay

2学期中間試験

2学期

A Streetcar Named Desire by Tennessee Williams

1. Mental disorder, delusion
2. Characterization

Point of learning:
When does imagination cross the line into mental delusion?
How does the author reveal the personalities and inner workings of the characters?

Poetry by Emily Dickinson

2学期期末試験

3学期

Death of a Salesman by Arthur Miller

1. Dreams and reality
2. Theories of drama

Point of learning:
How does drama contrast reality and dreams?
How is this a new type of drama?

Poetry by Walt Whitman



3学期

Death of a Salesman by Arthur Miller

1. Dreams and reality
2. Theories of drama

Point of learning:
How does drama contrast reality and dreams?
How is this a new type of drama?

Poetry by Walt Whitman

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

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

Of Mice and Men
A Raisin in the Sun
The Awakening
A Streetcar Named Desire
Death of a Salesman

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 Writing AG 2hrs/week Rowland

到達目標

The aim of this course is for students to explore and apply conventions of fiction and non-fiction writing, with an emphasis on writing 
coherent and focused prose with well-defined perspectives, tightly reasoned arguments and an awareness of audience and purpose.

The majority of these pieces will be thematically linked to the literature studied in English Reading class. Course will examine and produce 
writing according to the conventions of personal narratives, research papers and descriptive, persuasive, cause and effect, and 
argumentative essays.

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, to individual research and study activities.

Typically the content studied each term will be centered on English in Students' skills will be assessed each term through written essays, 
tests, presentations and participation in group discussions and activities. Assessment in this subject will consist of both formative and 
summative assessment.

授業スケジュール

学期

1学期

Personal Narrative - How do we tell the stories of our lives?

Narrative / Descriptive Writing

Language Focus: Sentence structure

1学期中間試験は実施しない

1学期

Dreams vs. Reality - How do our dreams conflict with reality?

Discursive / Exploratory writing

Language Focus: Thesis statements

1学期末試験は実施しない

2学期

Divided Selves - Who are your public and private selves?

Persuasive Writing

Language Focus: Paragraph structure

2学期中間試験は実施しない

2学期

Performative Action - What roles do you play in your life?

Argumentative Writing

Language Focus: Using evidence

2学期末試験は実施しない

3学期

Rebels - How can rebels teach us how to live more freely?

Research Project

Language Focus: Commentary

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
Homework
Presentations
Class Participation

レポート 60
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

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

Read in English as much as you can! Although this is a writing course, you should seek out sources of as many different genres and styles 
of writing as you can (in newspapers, magazines, books and online) in order to learn from good quality examples.

Always complete your homework on time and to the best of your ability.
Organise your time effectively, and don't leave writing your essays until the last minute.

Don't be afraid to ask questions, and enjoy your studies!



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 Integrated Science AG 2 hrs/week Bright

到達目標

The goal of this course is to introduce the students to some of the basic principles of the physical and biological sciences. The course is
designed to provoke the students to use critical, creative and independent thinking. The ultimate goal is to provide students with the foundation 
to develop their own hypotheses, design an experiment to test the hypothesis, and collect and analyze relevant data.
The students will practice many laboratory techniques, form reasonable hypotheses, make conclusions based on experimental data, and 
develop their laboratory report writing skills.

授業の進め方・学習方法

The class will consist of a weekly two hour laboratory experiment. Students will be graded on weekly "small" reports and will be expected to 
submit a "large" lab report several times throughout the year. By the end of first term, students will be expected to develop and run their own 
experiments, with limited assistance from the teachers. The year end class assessment will be a group poster session.

授業スケジュール

学期

1学期

・Evaporating water from silica gel
・Distillation of red wine
・Iron nail and rust
・Fiber and pigment
・Function of amylase

1学期中間試験

1学期

・Specific heats of metals
・Making tofu
・At home experiment (design)
・At home experiment (work day)
・At home experiment: (peer review)

1学期期末試験

2学期

・Leaf chromatography
・Refraction of light
・Observation of plasmolysis
・Microorganism growth

2学期中間試験

2学期

・Light and color
・Redox titration
・Ion exchange resin
・Photosynthesis

2学期期末試験

3学期
・Designing a seismograph
・Electrophoresis of plasmid DNA
・End of year poster project

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
There will be no exams for this subject. Grades will be based on 
prelab assignments, lab reports, and posters.

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

・Listen carefully when the teacher explains lab protocols and gives safety directions.
・You may have your teacher check your lab report for errors before submitting it.
・You may ask your teacher for advice about how to edit your report.
・Submit your lab reports on time.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 Introductory Chemistry AG 2 hrs/week Tsang

到達目標

This class will give students a solid foundation in chemistry, building on what they learned in middle school. The course will also prepare students 
to take the AP level Chemistry class in H2.

授業の進め方・学習方法

Most classes will consist of a teacher-led lecture followed by student discussion and investigation of the concepts learned in class. Students will 
further develop their knowledge of the chemical sciences through small projects, worksheets, and frequent assessments.

授業スケジュール

学期

1学期

Section 1 : Introduction to Chemistry
・What is matter?
・Chemical & physical properties/changes
・Subatomic particles
・Isotopes

Section 2 : Structure of Atoms
・Atomic theory
・The Bohr Model
・The Schrodinger (orbital) Model of the atom
・Electron configurations

Section 3 : Periodic Table Properties
・Periodic table trends
・Effective nuclear charge, electronegativity, and reactivity trends

Section 4 : Bonding
・Ionic vs. covalent vs. metallic bonding
・Differences between ionic and covalent compounds
・Drawing Lewis structures

1学期中間試験

1学期

Section 5 : Intermolecular Forces
・VSEPR Theory
・Molecular geometry
・Polar vs. non-polar molecules
・Types of intermolecular forces
・Properties of water
・How intermolecular forces influence properties of different substances

1学期期末試験

2学期

Secton 6 : Stoichiometry
・Significant figures
・Mole concept
・Balancing chemical equations
・Oxidation numbers
・Predicting reaction products

2学期中間試験

2学期

Section 6 : Stoichiometry (continued)
・Redox reactions
・Limiting reagents and theoretical yield

Section 7 : Naming chemical compounds
・Ionic compounds
・Covalent compounds

Section 8 : Thermochemistry
・Determining the enthalpy change of reactions
・Hess' Law
・Gibbs Free Energy equation

2学期期末試験



3学期

Section 9 : Basics of Chemical Kinetics & Equilibrium
・Collision theory
・Activation energy
・Equilibrium basics
・Equilibrium constant K
・Le Chatelier's Principle

Section 10 : Acids & Bases/Equilibrium
・What is an acid/base?
・Strong vs. weak acids
・Calculating pH
・Acid-base equilibria
・Determining the Ka of an acid

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
Please be aware that homework is a big component of this course.
You will be penalised for late or incomplete homework.

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

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

・Listen carefully in class.
・Complete your homework. (late homework will not receive credit).
・If you don't understand something, come for help straight away. The class content builds on itself over time, so if you don't understand the basics, 
you will have a hard time in later classes.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 Media Communications AG 2hrs/week Halloran

到達目標

This course is designed to help you recognize, describe, and use various types of media. We will also work to build the skills necessary to 
identify and analyze the arguments embedded in all media. We will look at a variety of media in order to become aware of the principles, 
myths, and techniques in media, as well as terms and concepts that will help us with analysis.

Over the course of the year you will understand that:

・Media messages are crafted, constructed representations of reality.
・Each mass medium has unique techniques used to influence audiences.
・Different audiences experience and interpret the same media message differently.
・Media messages reach and influence large audiences in short periods of time.
・Media have embedded values and points of view.
・Media are primarily businesses driven by a profit motive.

In addition, you will be able to answer the following questions:

・Within a given medium, how do various embedded patterns, templates, symbols, and structures define, support, and enhance media 
messages?
・How do the media affect us as individuals?
・How do the media affect us as communities?
・How might we be manipulated by mass media?
・How does one judge the effectiveness of media techniques?
・Does the media reflect social values or determine them?

授業の進め方・学習方法

Participation is a key component to success in this class. You should expect to contribute fully to class and group discussions.

Due to the long-term nature of many of the projects and assigned readings, effective time management is crucial. You should schedule 
daily time to read and write for this course.

授業スケジュール

学期

1学期

Iconography

Media types: Comics, Magazines, Film

Focus: Signs and Symbols, Denotation and Connotation
1学期中間試験は実施しない

1学期

Advertising Part 1

Media Types: Print (Publicity, Trains, Billboards)

Focus: Power, Gender, Consumerism

1学期期末試験

2学期

Advertising Part 2

Media Types: Moving Images (Film, News Media, Commercials)

Focus: Co-option and Recuperation, Consumerism, Race
2学期中間試験は実施しない

2学期

The Music Industry

Media type: Music Videos, YouTube

Focus: Representation and Identity, Body Image, Interpersonal Relationships

2学期期末試験

3学期

Celebrity

Media Types: Film, News, TV, Social Media

Focus: Hero Worship, Ideology, Hegemony

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 Timed Essays
Reflections
Posters
Videos
Research projects
Presentations
Homework Essays

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

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

Written assignments are expected to be well polished, edited, and reviewed well ahead of time. Do not attempt to complete essays or 
reflections just before the deadline.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 IE Writing SG 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

英語 英語コミュニケーションⅠ SG 週３時間 伊藤

到達目標

本科で 、教科書 英文を読み取ったり聞き取る活動 Reading、Listening を基に、そ 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 活動につなげる。４技能５領域で CEFR-J A2.1 レベル以上 力を育成することを目標とする。

授業 進め方・学習方法

①最初 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 「予習
シート」、サブノートで既習事項 確認と内容理解 ため 土台を築くとともに、単語調べをする。【自律】　　③授業 帯活動で予習シート 単語を
ペアまた グループで練習し定着を かる。【共生】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④本文 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 答え合わせ 活動を行なう。先生 説明を受身で聞くというよりも、協力しながら自分たち 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 、受身 学習にならないように授業で 「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 音読を重視し学習事項 内在化を 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 定着を かる。【思考・判断力・表現力 育成】

授業スケジュール

学期

1学期
ELEMENT  Lesson 1  Intercultural relationships      Lesson 2  Love beyond Species   　　　　　　　夢をか
なえるリスニング①  Unit 1-4

1学期中間試験

1学期
ELEMENT   Lesson 2  Love beyond Species      Lesson 3  Contributing to Our Planet                            
夢をかなえるリスニング②　Unit 5-8 

1学期期末試験

2学期
ELEMENT Lesson 4 Messages for Worl Peace      Lesson 5  Respecting Each Other       　　    　　夢をか
なえるリスニング②  Unit 9-12

2学期中間試験

2学期
ELEMENT  Lesson 5  Respecting Each Othe      Lesson 6 Language and Culture                                    
夢をかなえるリスニング②  Unit 13-16  

2学期期末試験

3学期
Lesson 7 Technologiy and Discoveries       Lesson 8  Standing Up for Human Rights              　 　　  夢を
かなえるリスニング② 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 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 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

担当者から アドバイス

語学で 「毎日 積み重 」と「読む」だけでなく「聞く」、「話す」、「書く」 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 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 、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 パスポートを手に入れてください。あなた 未来 可能性がきっと広がる ずです。



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 若松

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 言語文化 本科 3 大石

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 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 世界に親しみ、現代と 違いや共通点に着目する。

授業 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 上で、授業で 作品 背景や大学入試頻出 文法事項 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 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 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 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 結果を中心に、授業へ 取り組みや小テスト・課題テスト
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 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 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 知識や常識を存分に吸収し、２・３年次 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 していくことが今年度 目標である。
具体的に 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 基礎をこ 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 SG 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 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 こと 前提となる、基本的な概念や原理・法則 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 進め方・学習方法

基礎 確認・応用にかかわる手法について 教科書を活用して講義形式で行う。
また、演習 時間を確保し、個々 学習方法を確立するため 取り組みを行っていく。
そ 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 加法，減法
　　多項式 乗法
　　因数分解
　第２節　実数
　　実数
　　根号を含む式 計算
　第３節　１次不等式
　　不等式 基本性質
　　不等式とそ 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 グラフ
　　２次関数 決定
　第２節　２次関数 最大・最小
　　２次関数 最大・最小
　　最大・最小 応用

1学期中間試験

1学期

　第３節　２次関数 方程式・不等式
　　２次方程式
　　２次関数 グラフとx軸 共有点
　　２次不等式とそ 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 三角比
　　直角三角形を用いた三角比 定義
　　三角比 相互関係
　第２節　三角比 拡張
　　半円と座標を用いた三角比 定義
　　三角比 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 計量
　　図形 面積
　　図形 計量
数Ⅱ
第１章　式と証明・高次方程式
　第１節　多項式 乗法・除法と分数式
　　３次 乗法公式と因数分解
　　二項定理
　　多項式 除法
　　分数式 計算

2学期中間試験



2学期

　第２節　式と証明
　　恒等式
　　等式 証明
　　不等式 証明
　第３節　高次方程式
　　複素数
　　２次方程式 判別式
　　２次方程式 解と係数 関係
　　剰余 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 点
　　平面上 点
　　直線 方程式
　　２直線 関係

2学期期末試験

3学期

　第２節　円と直線
　　円 方程式
　　円と直線
　第３節　軌跡と領域
　　軌跡
　　不等式 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 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 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 アドバイス

高校で学習する数学 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 ルール 拡張を行っていきます。
不安に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 誰でも理解が進むようにできています。日々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 姿勢が出来上がり、ある程度 数学 基礎が身に付き始めると、一つ 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 楽しみ方」になっていくように日々 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 SG 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 H1-3SG ４ 小口

到達目標

受験に向けて、読み解く為の文法・語法を徹底的に理解し、使えるようにする。また、作文やスキットなどを用いながら、英語の読む・書く・表現をする
為の授業を展開する。vintageやキクタンの文章は覚えるまで自主学習を促す。また、vintageは教科書と同一項目のところを行い、受験対策が出来
るようにする。

授業の進め方・学習方法

Vintageやキクタンをテスト形式で使いながら、教科書との懸け橋とし、文法・語法を徹底的に身につけさせる。教科書は全て暗記出来るほど読んだ
り書いたり、問題を解いたりする。ワークは宿題として用い、難しいところは解説する。

授業スケジュール

学期

1学期
テキストL1，L2及びワークやVintageをバランスよく行う。教科書・ワークLesson1では疑問文、命令文、を正し
い場所で正しく使えるようにする。Lesson2では、単文、重文、複文を正しく用いて誤りのない文章を作れるよう
にする。また、高校英語の導入となる5文型、自動詞や他動詞の正しい使い方を学ぶ。

1学期中間試験

1学期
テキスト・ワークのLesson3、Lesson4、キクタン、Vintage。Vintageはテキスト、ワークに従った所を行う。
Lesson3、Lesson4では時制を学ぶ。それぞれの時制をどんな時にどんな気持ちで用いるのかをしっかり把握
させる。

1学期期末試験

2学期
Lesson5では助動詞を扱う。各々の助動詞をどのような気持ちで用いるのか理解させる。Lesson６では受動態
を扱う。なお、Lesson1からLesson６まではVintageをあわせて自主復習させていき、夏休みの課題とし、夏休
み明けには小テストを行う。

2学期中間試験

2学期
夏休みにはLesson1からLesson6までのVintageも含めた小テストを行い、点数によっては追試も行い、解説を
する。Lesson7では不定詞を扱う。教科書、ワークだけでは足りないので、Vintageや他の問題集を用いて、定
着させる。L8では受動態を扱う。不定詞と動名詞は誤りやすいので、L7を復習しながら授業を行う。

2学期期末試験

3学期
Lesson９では分詞を行う。例：excitedなのか、excitingなのかをしっかりと定着させる。Lesson10では関係詞を
扱う。長文読解を読む鍵となるものもあるので、多少難解な文章の中でも見分けられるように、Vintageや他の
単文を用いてどこでどんな関係詞を用いるかを徹底的に理解させる。キクタン総復習。

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

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

Vision Quest 啓林館

Vintage いいずな書店

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

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。また、仲間同士英語で話して
見ましょう。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。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 Trigonometry AG 3 hrs/week Espanto

到達目標

The aim this year is to learn the fundamental techniques of Trigonometry and apply these to real-world problems.

授業の進め方・学習方法

The course will consist of demonstrations of key points and examples by the teacher, followed by students working on practice problems
from the relevant section of the textbook. Homework will be assigned each week for completion by the end of the week. At least one 50-
minute term test will be conducted each term to help students prepare for examinations.

授業スケジュール

学期

1学期

Chapter 4 : Trigonometry
・Radian and Degree Measure
・Trigonometric Functions: The Unit Circle
・Right Triangle Trigonometry
・Trigonometric Functions of Any Angle

1学期中間試験

1学期

Chapter 4 : Trigonometry (continued)
・Graphs of Sine and Cosine Functions
・Graphs of Other Trigonometric Functions
・Inverse Trigonometric Functions
・Applications and Models

1学期期末試験

2学期

Chapter 5 : Analytic Trigonometry
・Using Fundamental Identities
・Verifying Trigonometric Identities
・Solving Trigonometric Equations

2学期中間試験

2学期
Chapter 5 : Analytic Trigonometry (continued)
・Sum and Difference Formulas
・Multiple-Angle and Product-to-Sum Formulas

2学期期末試験

3学期

Chapter 6 : Additional Topics in Trigonometry
・Law of Sines
・Law of Cosines
・Vectors in the Plane
・Vectors and Dot Products
・Trigonometric Form of a Complex Number

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 Midterm: 30%
Final: 30%
Homework: 10%
Quizzes: 10%
Term Tests: 10%
Attitude & Participation: 5%
Notebooks: 5%

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

Precalculus, 10th Edition, Larson Cengage LearningSBN-13: 978-1337271073 / ISBN10: 1337271071

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

Welcome to high school Mathematics! The content will be even more interesting and useful this year. However, there will be a significant 
increase in the level of difficulty. In high school, you are expected to start being more responsible for your own mathematical progress. You 
need to be studying outside of class as much as is necessary for you to achieve your goals. In H1 Trigonometry we will study the essentials 
of trigonometry, so it very important that you fully understand everything for you to do well in future mathematics courses. If you feel you 
are struggling, please seek help early. My number one recommendation is to study a little bit each day, rather than cramming before the 
exam. Let's work hard and have a productive year. Best of luck and let's learn to love maths!



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 students to major historical events, persons, and ideas from roughly the decline of 
Rome until the Industrial Revolution (500-1750C.E.). Students will use the themes of continuity and change, cause and 
effect, and contrast and comparison to understand civilizations and empires across the globe. Students will learn to analyze 
and interpret historical sources and develop critical thinking skills to better understand history and our world.

授業の進め方・学習方法

- Weekly Lectures and discussions
- Note-taking guides for use with the textbooks
- Reports, presentations, and quizzes 

授業スケジュール

学期

1学期
The Expansive Realm of Islam
The Byzantine Empire
The Middle Ages in Europe

1学期中間試験

1学期
The Mongol Empire
Sub-Saharan Africa: Kingdoms and Trade
State Building in the Americas

1学期期末試験

2学期
Teansoceanic Encounters - Explorers and Trading-Post Empire
Transformation of Europe - The Reformation, Renaissance, and Scientific Revolution
Absolute and Constitutional Monarchies

2学期中間試験

2学期
The New World: Spanish Conquests and North American Colonies
The Atlantic Slave Trade
The QIng dynasty and Tokugawa Shogunate 

2学期期末試験

3学期

Islamic Empires: The Ottoman, Safavid, and Mughal
The Enlightenment
The American, French, and Latin American Revolutions 
The Revolutions of 1848 and Nationalism

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

参考書

書名 著者 出版社 備考

Traditions and Encounters: A Global Perspective on the Past 6th

担当者からのアドバイス

Reading, writing, and participation are an important part of this class. We will be covering a lot of material, so don't hesitate to speak up 
and ask questions along the way. Let's work hard, and I hope you'll find lots to love about world history!


