
【オンラインシラバス ⾼校２年本科コース】 
コミュニケーション英語Ⅱ 
英語表現Ⅱ 
化学 
現代⽂ A 
現代⽂ B 
古典 A 
古典 B 
世界史 B 
⽣物基礎 
地学基礎 
地理 A 
⽇本史 B 
物理基礎 
⽂系数学 B 
⽂系数学Ⅱ 
理系数学 B 
理系数学Ⅱ 



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Ⅱ 本科 ３ 上田

到達目標

英文読解の基礎を固める。大学入試の出題の意図を常に意識できような解釈技術を身につける。

授業の進め方・学習方法

単語、熟語の確認。通読による文章の大意把握。重要構文の確認。自宅での音読。復習。

授業スケジュール

学期

学期 １，２　適宜、追加プリント

学期中間試験

学期 ３，４　適宜、追加プリント

学期期末試験

学期 ５，６　適宜、追加プリント

学期中間試験

学期 ７，８　適宜、追加プリント

学期期末試験

学期 ９，１０　適宜、追加プリント

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

Ⅱ 啓林館

　　　　　　　　予習ノート 啓林館

　　　　　　　　ワークブック 啓林館

キクタン アルク

夢をかなえるリスニング アルク

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

読めない単語は覚えられません。新しい単語の正しい発音をしっかり習得し、自宅での音読を根気よく続けて読むスピードもあげていきましょう。ま
た、いろんなトピックの英文をたくさん読み、内容を英語で理解する練習をしましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 英語表現 H2 ９ 小口

到達目標

高校英文法を全て終え、受験体制へ意識を切り替えさせる。テキストを進めながら、Vintageも使って応用問題にもチャレンジし、解説を加え、理解度
を高める。

授業の進め方・学習方法

関係詞をやっていないということなので、まずはVision Questの１に戻って学習し、ワークで定着させる。テキストとワークを授業内で行い、3年生へ
のソフトランディングが出来るようにする。

授業スケジュール

学期

1学期
まずは関係詞を行う（text1）。ⅡはLesson1,2で様々な主語の使い方を学ぶ。作文問題でもプラスになる部分な
ので、実際にトライさせながら定着を図る。

1学期中間試験

1学期
Lesson３，４、５では5文型の応用、及び自動詞・他動詞について扱う。1年のときにはあまり出てこなかった「間
違いやすい自動詞と他動詞」などを中心に、動詞の使い方の基礎プラスαをVintageなどで学ぶ。3Lesson一気
に進む。

1学期期末試験

2学期
Lesson６では知覚動詞・使役動詞、Lesson７では話法を学ぶ。話法は作文のときに間違えないように使うこと
を目標とする。Lesson６は受験よく問われるところなので、しっかりと定着させたい。また、教科書のGrammar 
Focus2の「主語と動詞の呼応・時制の一致」も行う。

2学期中間試験

2学期 Lesson８，9は時制。これも受験で頻出事項なので、Vintageなども用いて定着させたい。

2学期期末試験

3学期 Lesson１０、１１をまず終え、その後Vintageの小テストなどを行いながら受験体制を作り上げていきたい。

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 QuestⅡ 啓林館

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、身に着けていましょう。作文などもたくさん扱います。
生きた英語を積極的に学んでいきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 化学 本科 ３ 古屋

到達目標

本授業の目標は，化学基礎で学習した概念をもとに「高等学校の化学」で扱う総合的な概念を体系的に理解することである。
理論化学分野では，物質の状態変化，気体，溶液の性質について理解するとともに，日常生活や社会と関連づけて考察できる能力を養う。また，化
学変化に伴うエネルギーの出入りや化学平衡をもとに，化学反応に関する概念や法則を理解する。
有機化学分野では，その性質や反応を探究して理解するとともに，日常生活や社会と関連づけて考察できる能力を養う。

授業の進め方・学習方法

授業は大学入試を意識して展開します。教科書の内容に沿って進めますが，教科書の内容以外でも必要とされる知識・計算方法などを加えていき
ます。授業進度に併せてしっかりと復習し，疑問点はそのままにせずその都度調べるようにして下さい。

授業スケジュール

学期

1学期

第１編　物質の状態と平衡
　　　　１章　物質の状態
　　　　　　　物質の三態
　　　　　　　気体・液体間の状態変化

　　　　２章　気体の性質
　　　　　　　気体
　　　　　　　気体の状態方程式

　　　　３章　溶液の性質
　　　　　　　溶解
　　　　　　　希薄溶液の性質
　　　　　　　コロイド

1学期中間試験

1学期

第１編　物質の状態と平衡
　　　　４章　固体の構
　　　　　　　結晶
　　　　　　　金属結晶の構
　　　　　　　イオン結晶の構
　　　　　　　そのほかの結晶と非結晶

第２編　化学反応とエネルギー
　　　　１章　化学反応と熱・光
　　　　　　　反応熱と熱化学方程式
　　　　　　　ヘスの法則
　　　　 2章　電池と電気分解
　　　　　　　電池
　　　　　　　電気分解

1学期期末試験

2学期

第３編　化学反応の さと平衡
　　　　１章　化学反応の さ
　　　　　　　反応の さ
　　　　　　　反応の さを決める条件
　　　　　　　反応のしくみ

　　　　２章　化学平衡
　　　　　　　可逆反応と化学平衡
　　　　　　　平衡の移動

第５編　有機化合物
　　　　１章　有機化合物の特徴と構
　　　　　　　有機化合物の特徴
　　　　　　　有機化合物の構 式の決定

　　　　２章　炭化水素
　　　　　　　飽和炭化水素
　　　　　　　不飽和炭化水素

2学期中間試験



2学期

第５編　有機化合物
　　　　３章　酸素を含む有機化合物
　　　　　　　アルコールとエーテル
　　　　　　　アルデヒドとケトン
　　　　　　　カルボン酸とエステル
　　　　　　　油脂とセッケン

第５編　有機化合物
　　　　４章　芳香族化合物
　　　　　　　芳香族炭化水素
　　　　　　　酸素を含む芳香族化合物
　　　　　　　窒素を含む芳香族化合物
　　　　　　　芳香族化合物の分離

2学期期末試験

3学期

第６章　高分子化合物
　　　　１章　高分子化合物

　　　　２章　天然高分子化合物
　　　　　　　単糖類・二糖類
　　　　　　　多糖類
　　　　　　　アミノ酸
　　　　　　　タンパク質

　　　　３章　合成高分子化合物
　　　　　　　合成繊維
　　　　　　　プラスチック
　　　　　　　ゴム

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 備考

改定　化学 東京書籍

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

高校２年の化学は大学受験を意識した授業となっていきます。授業展開にしっかりついていけるよう，高1の内容も含め自学習を大切にして下さい。
暗記に頼ることなく，化学事象の原理を丁寧に追究することを心掛けて下さい。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 現代文A 本科 ２ 脇山

到達目標

・評価の定まった文学作品の表現を通して深く形象を読み取る力を養う。
・様々な学問分野の論説文に触れることでその論理を理解する力を養う。
・漢字や語彙など、読解の基礎となる知識を蓄える。
・問題演習を通じて様々なパターンの設問形式に習熟する。
・読書を通じて深い教養を養う。

授業の進め方・学習方法

・文章の論理構造を読み解くことを目的とした指導をおこなう。
・読み取ったことを正確に表現するための記述指導をおこなう。
・知識領域の定着をはかるための小テストを適宜実施する。
・問題演習は、得点するための解法について徹底的に確認していく。
・課題図書を選定しその内容理解を問う。

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・考察を深めます。
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んでください。

授業スケジュール

学期

1学期
【小説】「山月記」中島敦
【評論】「実体の美と状況の美」

1学期中間試験

1学期 【評論】「ウサギの耳はなぜ長い？」
【評論】「排球、そして千利休」

1学期期末試験

2学期 【小説】「こころ」夏目漱石
【評論】「幸せの分量」

2学期中間試験

2学期
【評論】「情報の力関係」
【評論】「政治の基本は民主主義」
【演習】論理的文章／文学的文章

2学期期末試験

3学期 【演習】大学入試過去問

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 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

現代文Ａ改訂版 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

小説や評論に限らず、とにかく文章をよく読み込み、内容を正しく理解することがまずは重要です。そして、それを自分の言葉で表現できることが望
まれます。正しいスタイルを身に付けられるようにしていくので、まずは「受け入れる心」をお持ちください。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 現代文Ｂ 本科 週３時間 松本

到達目標

・文学作品の学習を通して、作品の構造を踏まえて様々な形象を読み取り、主題を考える。

・論理的文章の学習を通して、文章の構造を踏まえて論理展開をまとめ、筆者の主張を捉える。

授業の進め方・学習方法

テキストを用いて論理的文章・文学的文章の読解力や記述問題の解答力を養成していきます。

自分から進んで表現し読書することによって国語の向上を図り、人生を豊かにする態度を身につけましょう。

授業スケジュール

学期

1学期

「情報の彫刻」

「見る」

「思考バイアス」

1学期中間試験

1学期

「水かまきり」

「ラップトップを抱えた「石器人」」

1学期期末試験

2学期

「こころ」

2学期中間試験

2学期

「生物の作る環境」

「文学の仕事」

2学期期末試験

3学期

「つながりと秩序」

「「である」ことと「する」こと」

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 0～20
授業での取り組み 0～20

教科書・教材

書名 出版社 備考

精選現代文Ｂ 筑摩書房

頻出漢字コア2800 桐原書店

頻出現代文重要語700 桐原書店

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

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Ａ 本科 2 小森

到達目標

①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を習得する
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

予習として単語や文法事項を調べ、現代語訳を作成してください。わからなかった部分を解決するという姿勢で授業に臨みましょう。
授業中は「古文単語315」「体系古典文法」「漢文必携」を参照しながら進めるので、必ず手元に置いてください。

授業スケジュール

学期

1学期 【古文】プリント「雲林院の菩提講」教科書「若き日の道長」（大鏡）
【漢文】プリント「梁上君子」（逸話）

1学期中間試験

1学期 【古文】教科書「若き日の道長」
【漢文】プリント「不忍人之心」「人之性悪」（思想）

1学期期末試験

2学期 【古文】教科書「若紫との出会い」（源氏物語）
【漢文】教科書「鴻門の会」（史記）

2学期中間試験

2学期 【古文】教科書「道真左遷」（大鏡）
【漢文】教科書「鴻門の会」「四面楚歌」（史記）

2学期期末試験

3学期 【古文】教科書「殿などのおはしまさで後」プリント「雪のいと高う降りたるを」（枕草子）
【漢文】教科書「項王の最期」（史記）「第烏江亭」（漢詩）

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 備考

古典文学選古典Ａ 教育出版

体系古典文法九訂版 数研出版

重要古文単語315 桐原書店

漢文必携 桐原書店

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

古典の読解法を身につけるためには、一つ一つ積み重ねの学習が大切です。
日々の授業を中心に、予習復習をしっかりと行ってください。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 古典B 本科 ３ 小森

到達目標

①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を習得する
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

予習として単語や文法事項を調べ、現代語訳を作成してください。わからなかった部分を解決するという姿勢で授業に臨みましょう。
授業中は「古文単語315」「体系古典文法」「漢文必携」を参照しながら進めるので、必ず手元に置いてください。

授業スケジュール

学期

1学期 【古文】教科書「雲林院の菩提講」「南院の競射」（大鏡）
【漢文】教科書「梁上君子」「糟糠之妻」（故事・逸話）

1学期中間試験

1学期 【古文】教科書「嘆きつつ」（蜻蛉日記）「若宮誕生」（紫式部日記）
【漢文】教科書「不忍人之心」「人之性悪」「三十幅共一轂」（思想）

1学期期末試験

2学期 【古文】教科書「『源氏』の五十余巻」（更級日記）「若紫との出会ひ」（源氏物語）
【漢文】教科書「若き日の両雄」「鴻門之会」（史記）

2学期中間試験

2学期 【古文】「やまと歌」「六歌仙評」（古今和歌集仮名序）「俊成自讃歌」（無名抄）
【漢文】「四面楚歌」「項王の最期」（史記）

2学期期末試験

3学期 【古文】「宮に初めて参りたる頃」「殿などのおはしまさで後」（枕草子）
【漢文】演習問題

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 備考

精選古典Ｂ古文編 教育出版

精選古典Ｂ漢文編 教育出版

体系古典文法九訂版 数研出版

重要古文単語315 桐原書店

漢文必携 桐原書店

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

古典の読解法を身につけるためには、一つ一つ積み重ねの学習が大切です。
日々の授業を中心に、予習復習をしっかりと行ってください。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

地歴・公民 世界史Ｂ 本科 週4時間 近藤（泉）

到達目標

・学習した範囲の知識や思考力を使って、大学入学共通テストレベルの実力をつける
・（中期）科目「世界史Ａ」で学習した内容をふまえて、模擬試験をペースメーカーとしながら、得点する力を育成する
・（長期）個々人の歴史世界を構築し、現在の世界を歴史的な視点から見る力を培う

授業の進め方・学習方法

・講義は、テーマの理解を進めるよう行う
・整理ノートの記入、重要事項の確認、問題演習を各自が効率よく実行し、わからないことや疑問は必ず担当者に質問すること

授業スケジュール

学期

1学期
・文明以前の人類
・オリエント世界と東地中海世界
・地中海世界と西アジア

1学期中間試験

1学期
・南アジア世界
・東アジア世界
・中央ユーラシア世界

1学期期末試験

2学期
・東南アジア世界
・アフリカ、オセアニア、古アメリカの地域世界
・イスラームの形成

2学期中間試験

2学期
・ヨーロッパ世界の形成
・東アジア世界の変容とモンゴル帝国
・海域世界の発展と東南アジア

2学期期末試験

3学期
・大交易時代
・ユーラシア諸帝国の繁栄
・近世のヨーロッパ

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

定期考査の結果を中心に、小テストや課題の提出状況、授業に対する取
り組みを加味する

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

世界史Ｂ 東京書籍

アカデミア世界史 浜島書店

世界史Ｂ　整理と要点 東京書籍

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

①目で見る世界史　②世界史の窓　などのサイトを参考にするとよい
わからないことや疑問に思った事は放置せずに、担当者に聞きに来ること
世界史の学びは社会人になっても「考える」知恵を生み出す、知的好奇心が源泉となる学習です



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 生物 本科 週4時間 木津

到達目標

・生物学を学んでいくうえで必要な知識、思考力を身に付ける。
・特に生命現象が引き起こされる原因やメカニズムに着目して生命現象の詳細について考える姿勢を身に付ける

授業の進め方・学習方法

授業は板書を中心に、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。
知識も単なる暗記に頼らず、要素同士の関係性や現象の流れを理解することで、大局的な知識吸収を心掛ける。
適宜、映像や画像を用いて、詳細な生命現象を知覚しながら学習する。

授業スケジュール

学期

1学期

教科書：第一学習社(改訂生物基礎・改訂生物）

【生物基礎】
第1章　生物の特徴
１．生物の多様性と共通性
第2章　遺伝子とその働き
１．遺伝子の本体の構造
２．遺伝情報の複製と分配

【生物】
第1章　細胞と分子
１．生体物質と細胞
２．細胞膜の働きとタンパク質
３．さまざまなタンパク質の働き

1学期中間試験

1学期

教科書：第一学習社(改訂生物基礎・改訂生物）

【生物基礎】
第2章　遺伝子とその働き
３．遺伝情報とタンパク質の合成

【生物】
第3章　遺伝情報の発現
１．遺伝情報とその発現
２．遺伝子の発現調節
３．バイオテクノロジー

1学期期末試験

2学期

教科書：第一学習社(改訂生物基礎・改訂生物）

【生物基礎】
第3章　生物の体内環境
１．体液とその働き
２．体内環境の維持のしくみ
３．生体防御

2学期中間試験

2学期

教科書：第一学習社(改訂生物基礎・改訂生物）

【生物基礎】
第1章　生物の特徴
２．細胞とエネルギー

【生物】
第2章　代謝
１．代謝とエネルギー
２．炭酸同化
３．窒素同化
４．異化

2学期期末試験



3学期

教科書：第一学習社(改訂生物基礎・改訂生物）

【生物基礎】
第4章　バイオームの多様性と分布
１．植生と遷移
２．バイオームとその分布

第5章　生態系とその保全
１．生態系
２．生態系のバランスと保全

【生物】
第6章　生物群集と生態系
２．生態系の物質生産
３．生態系と生物多様性

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 定期考査の結果を中心に、レポート、授業への取り組みなどを総合的に
評価します。

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 備考

高等学校　改訂　生物基礎 第一学習社 通年で使用

高等学校　改訂　生物 第一学習社 通年で使用

六訂版 リードα 生物基礎＋生物（付属・解答） 数研出版 通年で使用

三訂版 フォトサイエンス 生物図録 数研出版 通年で使用

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

生物学は生き物を対象にした生活に密接した学問です。また、理科の中でも出てくる語句が多い学問でもあります。生活に密接しているがゆえに見
落とされてしまう「当たり前」に目を向けたり、現象や語句同士の関係性を理解したりすると、知識の吸収が苦にならなくなるはずです。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 地学基礎 本科文系 ２ 田仲

到達目標

宇宙から地球の内部構造にわたる地学基礎の基本事項を定着させる。
共通テスト地学基礎で目標とする点数を取るための基礎力を養成する。

授業の進め方・学習方法

プリントやスライドを用いて教科書の内容に沿って進めます。
日々授業で学んだ内容の復習に重点をおき，基本的な暗記項目は確実にして下さい。

授業スケジュール

学期

1学期

第１部　固体地球とその変動
　第１章　地球
　　　　　1．地球の概観
　　　　　2．地球の内部構造
　第２章　活動する地球
　　　　　1．プレートテクトニクスと地球の活動
　　　　　2．地震

1学期中間試験は実施しない

1学期

第１部　固体地球とその変動
　第２章　活動する地球
　　　　　3．火山活動と火成岩の形成

第２部　移り変わる地球
　第１章　地球史の読み方
　　　　　1．堆積岩とその形成
　　　　　2．地層と地質構造
　　　　　3．地球の歴史の区分と化石

1学期期末試験

2学期

第２部　移り変わる地球
　第２章　地球と生命の進化
　　　　　1．先カンブリア時代
　　　　　2．顕生代

第３部　大気と海洋
　第１章　大気の構造
　　　　　1．大気圏
　　　　　2．水と気象
　第２章　太陽放射と大気・海水の運動
　　　　　1．地球のエネルギー収支
　　　　　2．大気の大循環

2学期中間試験は実施しない

2学期

第３部　大気と海洋
　第２章　太陽放射と大気・海水の運動
　　　　　3．海水の循環
　第３章　日本の天気
　　　　　1．日本の位置
　　　　　2．冬から春の天気
　　　　　3．夏から秋の天気

第５部　自然と共生
　　　　　1．地球環境と人類
　　　　　2．火山・地震災害と社会
　　　　　3．気象災害と社会
　　　　　4．人間生活と地球環境の変化

2学期期末試験



3学期

第４部　宇宙の構成
　第１章　太陽系と太陽
　　　　　1．太陽系の天体
　　　　　2．太陽系の誕生
　　　　　3．太陽
　第２章　恒星としての太陽の進化
　　　　　1．太陽と恒星
　　　　　2．太陽の誕生と進化
　第３章　銀河系と宇宙
　　　　　1．銀河系とまわりの銀河
　　　　　2．宇宙の姿

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，レポート，課題提出や授業への取り組み，小
テストの結果を加味して総合的に評価します。

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 備考

地学基礎　改訂版 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

宇宙誕生から地球内部まで内容は壮大なスケールからのスタートとなりますが，一つ一つは地震や火山活動，気象や環境変化といった私たちの日
常の中にある深い内容になっています。まだまだ謎が多い地球の神秘にふれ，教養としての知識を身につけながら興味をもって楽しみながら学習し
て下さい。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

地歴・公民 地理Ａ 本科 週2時間 佐伯

到達目標

地球や地球上の地域についてのイメージをつかんだうえで、共通テストで高得点を獲得するために必要とされる知識、地理的思考力の土台を構築
する。

授業の進め方・学習方法

プリントを用いて授業を行う。まず１学期に地球の姿や地球の全体像を捉え、２学期には地球上の各地域について第一次産業と第二次産業を中心
に講義と演習を行う。３学期には、１学期と２学期で学習した地球の地域にまつわるさまざまな問題について考察する。

授業スケジュール

学期

1学期

第１部 世界の諸地域の姿と地球的課題
 第１章 地球儀や地図からとらえる現代世界
　１節 地球上の位置と国家
　 １、地上の現象と地球上の位置
　 ２、経度の違いと時差
　 ３、球面と平面の世界
　 ４、国家の領域と国境
 第２章 人間生活を取り巻く環境
　１節 人々の生活と地形
　 １、世界の大地形と人々の生活
　 ２、山地・平地の地形と人々の生活
　 ３、海岸の地形と人々の生活
　 ４、氷河地形・カルスト地形・乾燥地形と人々の生活

1学期中間試験

1学期

　２節 人々の生活と気候
　 １、生活と気候のかかわり
　 ２、熱帯の気候と人々の生活
　 ３、乾燥帯の気候と人々の生活
　 ４、温帯の気候と人々の生活
　 ５、亜寒帯・寒帯の気候と人々の生活
　３節 人々の生活と産業・文化
　 １、生活を支える世界の農業
　 ２、生活を支える世界の工業

1学期期末試験

2学期

 第３章 世界の諸地域の生活・文化
　１節 中国の生活・文化
　２節 韓国の生活・文化
　３節 東南アジアの生活・文化
　４節 南アジアの生活・文化
　５節 中央アジア・西アジア・北アフリカの生活・文化
　６節 サハラ以南のアフリカの生活・文化

2学期中間試験

2学期

　７節 ヨーロッパの生活・文化
　８節 ロシアの生活・文化
　９節 アングロアメリカの生活・文化
　10節 ラテンアメリカの生活・文化
　11節 オーストラリアの生活・文化

2学期期末試験

3学期

 第４章 地球的課題と私たち
　１節 複雑にからみ合う地球的課題
　２節 世界の環境問題
　３節 世界の資源・エネルギー問題
　４節 世界の人口問題
　５節 世界の食糧問題
　６節 世界の都市・居住問題

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
定期テストを中心に、授業内実施の小テスト、レポート、授業への取り組
み状況を平常点として加味して評価する。

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

高等学校 新地理Ａ 帝国書院

新詳高等地図 帝国書院

新詳 資料地理の研究 帝国書院

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

地理を学ぶうえで重要なことは、さまざまな現象のメカニズムを「理解」し「説明」できるようになることです。暗記に走らず「なぜ？」を大切にしてくださ
い。講義で学ぶことに加えて、世界の諸地域で日々引き起こされている地理現象に興味をもち、それらの地理現象が「なぜ」、「どのようにして」創り
出されているのかを考えるようにしましょう。そしてそこで考えたことを、今日の世界に照らし合わせてみてください。今までとは違った見方ができるは
ずです。共に学びましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

地理歴史 日本史Ｂ 本科 週４時間 表

到達目標

１．古代から近世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．共通テストレベルの基礎学力の定着と、難関国公立・私大レベル以上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．教科書を大切に、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きます。
２．資料集を使い、写真や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。

授業スケジュール

学期

1学期

第1部　原始・古代
　第1章　日本文化のあけぼの
　　1　文化の始まり　　2　農耕社会の成立　　3　古墳とヤマト政権
　第2章　律令国家の形成
　　1　飛鳥の朝廷　　　2　律令国家への道

1学期中間試験

1学期

第1部　原始・古代
　第2章　律令国家の形成
　　3　平城京の時代　　4　天平文化　　5　平安王朝の形成
　第3章　貴族政治と国風文化
　　1　摂関政治　　　　2　国風文化　　3　地方政治の展開と武士

1学期期末試験

2学期

第2部　中世
　第4章　中世社会の成立
　　1　院政と平氏の台頭　　2　鎌倉幕府の成立　　3　武士の社会
　　4　蒙古襲来と幕府の衰退　　5　鎌倉文化
　第5章　武家社会の成長
　　1　室町幕府の成立　　　2　幕府の衰退と庶民文化の台頭　　3　室町文化

2学期中間試験

2学期

第2部　中世
　第5章　武家社会の成長
　　4　戦国大名の登場
第3部　近世
　第6章　幕藩体制の確立
　　1　織豊政権　　2　桃山文化　　3　幕藩体制の成立

2学期期末試験

3学期

第3部　近世
　第6章　幕藩体制の確立
　　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

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 ~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

詳説日本史　改訂版 山川出版社

詳説日本史図録　第9版 山川出版社

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

日本史Ｂでは、政権担当者を意識して授業を受けてください。そして、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 本科 週4時間 井上

到達目標

・物理現象 解析に必要な考え方を身に付ける。
（力学であれ 、 たらく力を見つけ出しそ 様子や変化 しかたから運動を分析すること、動き 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 正確な定義を理解する。

授業 進め方・学習方法

・基本的に 講義＋板書もしく プリントで進める。必要に応じて映像や実験を取り入れて理解を深める。
・時間 制約上、授業中に多く 問題演習を行うことができない で、各自進度に合わせて問題集をもちいて演習を行っておくとよい。

授業スケジュール

学期

1学期

第1篇　力と運動（教科書「総合物理」上巻）
　第1章　運動 表し方
　　１．速度
　　２．加速度
　　３．落体 運動（水平投射・斜方投射を含む）
　第2章　運動 法則
　　１．力とそ たらき
　　２・力 つりあいとそ 運動
　　３．運動 法則

1学期中間試験

1学期

第１編　力と運動（教科書「総合物理」上巻）
　第２章　運動 法則
　　４．摩擦を受ける運動
　　５．液体や気体から受ける力
　　６．剛体にかかる力 つり合い
　第３章　仕事と力学的エネルギー
　　１．仕事
　　２．運動エネルギー
　　３．位置エネルギー
　　４．力学的エネルギー 保存

1学期期末試験

2学期

第１編　力と運動（教科書「総合物理」上巻）
　第４章　運動量 保存
　　１．運動量と力積
　　２．運動量保存則
　　３．反発係数
　第５章　円運動と万有引力
　　１．等速円運動
　　２．慣性力
　　３．単振動
　　４．万有引力

2学期中間試験

2学期
第２編　熱と気体（教科書「総合物理」上巻）
　第１章　熱と物質
　　１．熱と熱量
　　２．熱と物質 状態
　　３．熱と仕事
　第２章　気体 エネルギーと状態変化
　　１．気体 法則
　　２．気体分子 運動
　　３．気体 状態変化
　　４．不可逆変化と熱機関

2学期期末試験



3学期

第３編　波（教科書「総合物理」下巻）
　第１章　波 性質
　　１．波と媒質 運動
　　２．波 伝わり方
　第２章　音
　　１．音 性質
　　２．発音体 振動と共振・共鳴
　　３．音 ドップラー効果

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 授業態度や小テスト、課題 取り組みから評価する。

レポート 0～20
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

改訂版　物理基礎 数研出版

総合物理１ 数研出版

総合物理２ 数研出版

リードα　物理基礎・物理 数研出版

参考書

書名 著者 出版社 備考

基礎問題精講 旺文社

担当者から アドバイス

物理 ほかに比べて覚えることが少ない科目ですが、そ 分「考え方」が要になります。様々な問題を解くことができるようになるために、ど ように
思考を巡らせれ いいか、じっくり考えて習得していきましょう。習得できれ 、科目を越えて論理的に考えたことを組み立てる応用力が養えます。一
緒に頑張りましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学B 本科 3 後藤

到達目標

共通テストの範囲の理解を確実にし、演習を通じて得点力を高める

授業の進め方・学習方法

予習を前提にし、授業を進める.　授業では理解の確認および演習をおこない、理解の徹底をはかる
授業中に伝える問題集の演習およびFocus Gold で演習し、得点力を高める

授業スケジュール

学期

1学期
・第１章　数列
　　　第１節　等差数列・等比数列
　　　第２節　いろいろな数列

1学期中間試験

1学期
・第１章　数列
　　　第３節　漸化式と数学的帰納法
　　　演習

1学期期末試験

2学期
・数学ⅠA　総合演習
・数学ⅡB　総合演習

2学期中間試験

2学期
・数学ⅠA　総合演習
・数学ⅡB　総合演習

2学期期末試験

3学期 ・入試演習

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
各学期の定期試験の平均点を80点に換算し、
小テストなどの点数を20点とします.
合計100点分から10点法を算出します.

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 備考

詳説　数学Ｂ 啓林館 教科書

アドバンストプラス数学Ⅱ+Ｂ 啓林館 問題集

Focus Gold 4th Editinon　数学Ⅱ+Ｂ 啓林館 副教材

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

予習をして、内容を確認して授業にのぞんでください.　難易度もあがりますので、日々の復習を大切にして問題集・参考書の
学習を計画的に進めてください.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学Ⅱ 本科 ４ 小沢英雄

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。
演習の時間を確保し、個々の定着を目指す。

授業スケジュール

学期

1学期
第3章
第1節　一般角の三角関数
第2節　三角関数の加法定理

1学期中間試験

1学期
第4章
第1節　指数と指数関数
第2節　対数と対数関数

1学期期末試験

2学期
第5章
第1節　微分係数と導関数
第2節　導関数の応用

2学期中間試験

2学期
第5章
第3節　積分

2学期期末試験

3学期 数学ⅠＡⅡＢ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 ~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

詳説数学Ⅱ 啓林館

アドバンスプラス 啓林館

参考書

書名 著者 出版社 備考

Focus　Gold　数学Ⅱ＋Ｂ 啓林館

担当者からのアドバイス

数学の苦手な生徒も教科書を中心に１からやっていきますので、最後まであきらめずに理解しようと頑張って下さい。
数学Ⅱをやっていくうえで数学ⅠＡな内容も必要になります。その都度復習していきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学Ｂ 本科 3 後藤

到達目標

基本的な知識の習得を図り、それを利用・活用する力を養成し、数学的思考力を身に付ける

授業の進め方・学習方法

予習を前提にし、授業を進める.　授業では理解の確認および演習をおこない、理解の徹底をはかる
授業中に伝える問題集の演習およびFocus Gold で演習し、得点力を高める

授業スケジュール

学期

1学期
・第１章　数列
　　　第１節　等差数列・等比数列
　　　第２節　いろいろな数列

1学期中間試験

1学期
・第１章　数列
　　　第３節　漸化式と数学的帰納法
　　　演習

1学期期末試験

2学期
・数学Ⅲ　第３章　数列の極限
　　　第１節　無限数列
　　　第２節　無限級数

2学期中間試験

2学期
・数学Ⅲ　第２章　平面上の曲線
　　　第１節　２次曲線
　　　第２節　媒介変数と極座標

2学期期末試験

3学期
・数学Ⅲ　第１章　複素数平面
　　　第１節　複素数平面
　　　第２節　平面図形と複素数

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 各学期の定期試験の平均点を80点に換算し、
小テストなどの点数を20点とします.
合計100点分から10点法を算出します.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 備考

詳説　数学Ｂ 啓林館 教科書

詳説　数学Ⅲ 啓林館 教科書

アドバンストプラス数学Ⅱ+Ｂ 啓林館 問題集

アドバンストプラス数学Ⅲ 啓林館 問題集

Focus Gold 4th Editinon　数学Ⅱ+Ｂ 啓林館 副教材

Focus Gold 4th Editinon　数学Ⅲ 啓林館 副教材

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

予習をして、内容を確認して授業にのぞんでください.　難易度もあがりますので、日々の復習を大切にして問題集・参考書の
学習を計画的に進めてください.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学Ⅱ 本科 5 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３章　三角関数
　第１節　一般角の三角関数
　第２節　三角関数の加法定理

1学期中間試験

1学期
第４章　指数関数と対数関数
　第１節　指数と指数関数
　第２節　対数と対数関数

1学期期末試験

2学期

第５章　微分と積分
　第１節　微分係数と導関数
　第２節　導関数の応用
　第３節　積分

2学期中間試験

2学期
第４章　関数とその極限
　第１節　分数関数と無理関数
　第２節　関数の極限と連続性

2学期期末試験

3学期

第５章　微分法
　第１節　微分と導関数
　第２節　いろいろな関数の導関数
　第３節　導関数の応用
　第４節　いろいろな応用

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

詳説　数学Ⅱ 啓林館

詳説　数学Ⅲ 啓林館

アドバンスプラス　数学Ⅱ＋B 啓林館

アドバンスプラス　数学Ⅲ 啓林館

FocusGold 数学Ⅱ＋B 啓林館

FocusGold 数学Ⅲ 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

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。広尾学園小石川の授業では、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。


