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理系 SG 数学 B 

理系 SG 数学 II 



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 Advanced Literature AG 4hrs/week Halloran

到達目標

A course of study developing the critical skills of interpreting literary texts with particular emphasis on various modes of literary theory. 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, to 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 assessment; 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
The God of Small Things by Arundhati Roy

Postcolonial Criticism

1学期中間試験

1学期
The Crucible by Arthur Miller

Marxist Criticism

1学期期末試験

2学期
Giovanni's Room by James Baldwin

Queer Theory

2学期中間試験

2学期
Do Androids Dream of Electric Sheep? by Philip K. Dick

African-American Criticism

2学期期末試験

3学期
The Handmaid's Tale by Margaret Atwood

Feminist Criticism

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 Homework Essays
Homework Quizzes
In-class testing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

The God of Small Things
The Crucible
Giovanni's Room
Do Androids Dream of Electric Sheep?
The Handmaid's Tale

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

This course will require significant participation during each lesson and dedicated study time outside of class. The material is not easy, but I 
am confident in your ability to rise to the heights that you are no doubt capable of. I hope that you will enjoy your studies this year!



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 Algebra II AG 4 lessons / week Guennigsman

到達目標

This course is a continuation and evolution of many of the concepts you have studied up to now. Some topics that we will expand upon 
include: statistics, linear and nonlinear systems of equations, simple probability, and problems dealing with lines, parabolas, and various 
two-dimensional shapes.

授業の進め方・学習方法

Bring two notebooks (in-class notes and homework notes) to each lesson. Students should keep up to date with WebAssign homework, 
which will be given nearly every lesson. 

授業スケジュール

学期

1学期

Chapter 9 - Sequences, Series, and Probability

-Sequences and Series
-Arithmetic Sequences and Partial Sums
-Geometric Sequences and Series

1学期中間試験

1学期

Chapter 9 - Sequences, Series, and Probability

-Mathematical Induction
-The Binomial Theorem
-Counting Principles
-Probability

1学期期末試験

2学期

Chapter 10 - Topics in Analytic Geometry

-Lines
-Introduction to Conics: Parabolas
-Ellipses
-Hyperbolas

2学期中間試験

2学期

Chapter 7 - Systems of Equations and Inequalities

-Linear and Nonlinear Systems of Equations
-Two-Variable Linear Systems
-Multivariable Linear Systems
-Partial Fractions

2学期期末試験

3学期

Chapter 7 - Systems of Equations and Inequalities

-Systems of Inequalities
-Linear Programming

Chapter 8 - Matrices and Determinants

-Matrices and Systems of Equations
-Operations with Matrices
-The Inverse of a Square Matrix
-The Determinant of a Square Matrix
-Applications of Matrices and Determinants

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 Exam results are 60% of the final grade, while the other 40% will 
come from homework, classwork (including quizzes and tests), and 
notebooks.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 備考

Precalculus, Larson, 10th Edition Cengage LearningISBN-13: 9781133950547

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 H2 Algebra II. This course is a continuation and evolution of many of the concepts you have studied up to now. Each unit will 
start at a basic, easy to grasp level and gradually build to a relatively high level. In this way, much of the first parts of each unit may be a 
review of what you already know. Some topics that we will expand upon include linear and nonlinear systems of equations, simple 
probability, parabolas, and various two-dimensional shapes. In addition, there will be an ongoing review of chapters one through six, where 
basic questions from those chapters will be included in homework assignments. Whether or not you are on the mathematics track should 
not affect your performance in this class; your effort and enthusiasm are always important.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 Calculus AB AG 4 lessons/week Guennigsman

到達目標

The aim of the H2 AP Calculus AB course is for you to learn the fundamental techniques of differential and integral calculus, and to then 
use these techniques to solve real-world mathematics problems. Calculus is an essential tool for those students wishing to pursue a career 
in the sciences, particularly physics.

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 all practice problems 
from the relevant section in the textbook. Homework will be assigned each class for completion by the next scheduled class. A 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 1 - Limits and their Properties

-Preview of Calculus
-Finding Limits Graphically and Numerically
-Evaluating Limits Analytically
-Continuity and One-Sided Limits
-Infinite Limits

Chapter 2 - Differentiation

-The Derivative and the Tangent Line Problem
-Basic Differentiation Rules and Rates of Change
-Product and Quotient Rules and Higher-Order Derivatives
-The Chain Rule
-Implicit Differentiation
-Related Rates

1学期中間試験

1学期

Chapter 3 - Applications of Differentiation

-Extrema on an Interval
-Rolle's Theorem and the Mean Value Theorem
-Increasing and Decreasing Functions and the First Derivative Test
-Concavity and the Second Derivative Test
-Limits at Infinity
-Summary of Curve Sketching

1学期期末試験

2学期

Chapter 3 - Applications of Differentiation

-Optimization Problems
-Newton's Method
-Differentials

Chapter 4 - Integration

-Antiderivatives and Indefinite Integration
-The Fundamental Theorem of Calculus
-Integration by Substitution
-Numerical Integration

2学期中間試験

2学期

Chapter 5 - Logarithmic, Exponential, and Transcendental Functions

-The Natural Logarithmic Function: Differentiation
-The Natural Logarithmic Function: Integration
-Inverse Functions
-Exponential Functions: Differentiation and Integration
-Bases Other than e and Applications
-Inverse Trigonometric Functions: Differentiation
-Inverse Trigonometric Functions: Integration

2学期期末試験



3学期

Chapter 6 - Differential Equations

-Slope Fields and Euler's Method
-Differential Equations: Growth and Decay
-Separation of Variables and the Logistic Equation

Chapter 7 - Applications of Integration

-Area of a Region Between Two Curves
-Volume: The Disk Method

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 Exam results are 60% of the final grade, while the other 40% will 
come from homework, classwork (including quizzes and tests), and 
notebooks.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 備考

Calculus of a Single Variable, Larson, 11th Edition Cengage LearningISBN-13: 9781337286909

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 H2 mathematics! Math will be even more interesting and useful this year. You are expected to start taking more responsibility 
for your mathematical ability in order to become successful, independent math students. In H2 AP Calculus AB we will study the essentials 
of differential and integral calculus, so it very important you fully understand everything we study. 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. Let's learn to love math!



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 Chemistry AG 5 hrs/week Tsang

到達目標

To join this course, students must have already completed the H1 Advanced Chemistry course. If students complete the course and pass 
the AP exam (receive a grade of 3, 4, or 5 out of 5), students may be eligible for college credit if they enter a university in the United States.

授業の進め方・学習方法

The class consists of theoretical, practical and laboratory work, done at the level of a university introductory course in chemistry. Those 
who complete this class will achieve a deeper understanding of chemistry, learn how to use new lab equipment, and be able to design and 
complete their own experiments in the lab.

授業スケジュール

学期

1学期

Unit 1: Atomic Structure and Properties
1.1 Moles and molar mass
1.2 Mass spectroscopy of elements
1.3 Elemental composition of pure substances
1.4 Composition of mixtures
1.5 Atomic structure and electron configuration
1.6 Photoelectron spectroscopy
1.7 Periodic trends
1.8 Valence electrons and ionic compounds

Unit 2: Molecular and Ionic Compound Structure and Properties
2.1 Types of chemical bonds
2.2 Intramolecular force and potential energy
2.3 Structure of ionic solids
2.4 Structure of metals and alloys
2.5 Lewis diagrams
2.6 Resonance and formal charge
2.7 VSEPR and bond hybridization

1学期中間試験

1学期

Unit 3: Intermolecular Forces and Properties
3.1 Intermolecular forces
3.2 Properties of solids
3.3 Solids, liquids, and gases
3.7 Solutions and mixtures
3.8 Representations of solutions
3.9 Separation of solutions and mixtures; chromatography
3.10 Solubility
3.11 Spectroscopy and the electromagnetic spectrum
3.12 Photoelectric effect
3.13 Beer-Lambert Law

Unit 4: Chemical Reactions
4.1 Introduction for reactions
4.2 Net ionic equations
4.3 Representations of reactions
4.4 Physical and chemical changes
4.5 Stoichiometry
4.6 Introduction to titration
4.7 Types of chemical reactions
4.8 Introduction to acid-base reactions
4.9 Oxidation-reduction (redox) reactions

1学期期末試験



2学期

Unit 3: Intermolecular Forces and Properties (continued)
3.4 Ideal gas law
3.5 Kinetic molecular theory
3.6 Deviation from ideal gas law

Unit 5: Kinetics
5.1 Reaction rates
5.2 Introduction to rate law
5.3 Concentration changes over time
5.4 Elementary reactions
5.5 Collision model
5.6 Reaction energy profile
5.7 Introduction to reaction mechanisms
5.8 Reaction mechanism and rate law
5.9 Steady-state approximation
5.10 Multistep reaction energy profile
5.11 Catalysis

2学期中間試験

2学期

Unit 6: Thermodynamics
6.1 Endothermic and exothermic processes
6.2 Energy diagrams
6.3 Heat transfer and thermal equilibrium
6.4 Heat capacity and calorimetry
6.5 Energy of phase changes
6.6 Introduction to enthalpy of reaction
6.7 Bond enthalpies
6.8 Enthalpy of formation
6.9 Hess's Law

Unit 7: Equilibrium
7.1 Introduction to equilibrium
7.2 Direction of reversible reactions
7.3 Reaction quotient and equilibrium constant
7.4 Calculating the equilibrium constant
7.5 Magnitude of the equilibrium constant
7.6 Properties of the equilibrium constant
7.7 Calculating equilibrium concentrations
7.8 Representations of equilibrium
7.9 Introduction to Le Chatelier's Principle
7.10 Reaction quotient and Le Chatelier's principle
7.11 Introduction to solubility equilibrium
7.12 Common-ion effect
7.13 pH and solubility
7.14 Free energy of dissolution

2学期期末試験

3学期

Unit 8: Acids and Bases
8.1 Introduction to acids and bases
8.2 pH and pOH of strong acids and bases
8.3 Weak acid and base equilibria
8.4 Acid-base reactions and buffers
8.5 Acid-base titrations
8.6 Molecular structure of acids and bases
8.7 pH and pKa
8.8 Properties of buffers
8.9 Henderson-Hasselbach equation
8.10 Buffer capacity

Unit 9: Applications of Thermodynamics
9.1 Introduction to entropy
9.2 Absolute entropy and entropy change
9.3 Gibbs Free Energy and thermodynamic favorability
9.4 Thermodynamic and kinetic control
9.5 Free energy and equilibrium
9.6 Coupled reactions
9.7 Galvanic (Voltaic) and electrolytic cells
9.8 Cell potential and free energy
9.9 Cell potential under nonstandard conditions
9.10 Electrolysis and Faraday's Law



3学期

Unit 8: Acids and Bases
8.1 Introduction to acids and bases
8.2 pH and pOH of strong acids and bases
8.3 Weak acid and base equilibria
8.4 Acid-base reactions and buffers
8.5 Acid-base titrations
8.6 Molecular structure of acids and bases
8.7 pH and pKa
8.8 Properties of buffers
8.9 Henderson-Hasselbach equation
8.10 Buffer capacity

Unit 9: Applications of Thermodynamics
9.1 Introduction to entropy
9.2 Absolute entropy and entropy change
9.3 Gibbs Free Energy and thermodynamic favorability
9.4 Thermodynamic and kinetic control
9.5 Free energy and equilibrium
9.6 Coupled reactions
9.7 Galvanic (Voltaic) and electrolytic cells
9.8 Cell potential and free energy
9.9 Cell potential under nonstandard conditions
9.10 Electrolysis and Faraday's Law

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 Besides the midterm and final exams, much of your grade will be 
based on homework completion (20%), your notebooks (10%), and 
in-class assessment (10%).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

Chemistry Cengage Zumdahl, Zumdahl, DeCoste・9781305957404

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.
・If you don't understand something, come for help after school or during lunch.
・Constantly review the class content. Do not only review before a test. Do not cram!
・Read your textbook or watch Khan Academy videos if you need more exposure to class content.
・Submit your homework and lab notebooks on time for full credit.
・Write neatly in your lab notebooks and on quizzes/ tests.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

社会Comparative Politics and GovernmentAG 2 hours/week Warzala

到達目標

Students will receive information necessary to prepare them for the AP Comparative Government and Politics Exam.

授業の進め方・学習方法

Lectures, Discussions, Essays

授業スケジュール

学期

1学期
Chapter 1 - Introduction
Chapter 2 - States

1学期中間試験

1学期 Chapter 3 - Nations and Society
Chapter 5 - Political Violence

1学期期末試験

2学期 Chapter 6 - Democratic Regimes
Chapter 7 - Developed Democracies

2学期中間試験

2学期 Chapter 8 - Nondemocratic Regimes
Chapter 9 - Communism and Post-communism

2学期期末試験

3学期

Chapter 10 - Developing Countries

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 There will be a midterm and a final for each term. Both will be 30% of 
the final grade.
There will be two essays required per term. Both will be 10% of the 
final grade.
I will be judging your classroom participation and behavior during our 
discussions. This will be 20% of your overall grade.

レポート 20
小テストなど

授業での取り組み 20

教科書・教材

書名 出版社 備考

Essentials of Comparative Politics with Cases 7th Ed.

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス
Communicate with me often. I’m always happy to talk with students.
Budget your time well. I think that every week requires at least one hour outside of class to prepare and review the material.
Your participation is useful. Not only does it affect your grade, but it helps your fellow classmates understand the lessons.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 Cultural Theory AG 2hrs/week Rowland

到達目標

A course of study developing an understanding of the ways that we approach the interactions between the self, cultural products and 
society. You will learn to think about how you interact with socio-cultural products such as art, literature, music, film, and other 
representations of reality and current as well as historical events, and the effects these products have on your own development in the 
context of the culture you inhabit.

授業の進め方・学習方法

A course of study developing an understanding of the ways that we approach the interactions between the self, cultural products and 
society. You will learn to think about how you interact with socio-cultural products such as art, literature, music, film, and other 
representations of reality and current as well as historical events, and the effects these products have on your own development in the 
context of the culture you inhabit.

授業スケジュール

学期

1学期

Repression & Liberation

Students will encounter the ideas of Sigmund Freud, Jacques Lacan, Julia Kristeva and Luce Irigaray.

Points of learning: How are our desires manifested in our behaviour in society? How might we approach 
a greater understanding of ourselves and of others?

1学期中間試験

1学期

Oppression

Students will encounter the ideas of Giorgio Agamben, Angela Davis, Kate Millett and Jack Halberstam.

Points of learning: In what ways are individuals vulnerable to the controls of citizenship? How do cultural 
products maintain social imbalance through perpetuated stereotypes?

1学期期末試験

2学期

Culture & Spectacle

Students will encounter the ideas of Theodor Adorno, Jean Baudrillard, Gail Dines and Bernard Stiegler.

Points of learning: In what ways are individuals and communities vulnerable to the controls of popular 
culture? How do cultural products perpetuate violence and discrimination?

2学期中間試験

2学期

Authority & Creativity

Students will encounter the ideas of Michel Foucault, Roland Barthes, Sandra Gilbert & Susan Gubar, 
Jacques Derrida and Walter Benjamin.

Points of learning: What do we base our identities on? How can we make sense of multiple and flexible 
identities?

2学期期末試験

3学期

Gender

Student will encounter the ideas of Simone de Beauvoir, Susan Bordo, Elizabeth Grosz and Monique 
Wittig.

Points of learning: In what ways can gender be considered as a social construct? What is the effect on 
our physical bodies of biopolitics and socialisation?

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 Written examination
Research essay
Class participationレポート 40

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

Make sure that you are clear about the ideas that are presented. Be prepared to express your own ideas by comparison with those you 
study. Study hard and enjoy thinking!



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 Drama Theatre AG 1hr/week Rowland

到達目標

This course will introduce you to some practical drama strategies that you can apply to your reading of novels, plays and other texts in 
order to access and explore in more depth aspects such as characters, themes, ideas and subtext. It will also provide you with knowledge 
and skills you can use to enhance a critical appreciation of performance media, and methods to improve your awareness of body language, 
posture, gesture and voice in order to help you to make speeches, deliver presentations and perform successfully in interviews.

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 use in plays and drama texts. It will also include aspects of acting, 
directing and design in the theatre, as well as the history and selected theories of drama and theatre.

Assessment in the class will consist of both formative and summative assessment, and formal and informal tasks, including class 
participation, the completion of a journal, a final performance, one homework essay and a final exam.

授業スケジュール

学期

1学期

1.1 - Working Together

Aspects of Performance 1: Creating an Ensemble

What is theatre? Why are we trying to be better actors?
Why is it important to work as an ensemble?

1学期中間試験

1学期

1.2 - Using the Space

Aspects of Performance 2: Movement and Space

Why is exploring pantomime important to becoming a great actor?
How does an actor communicate with an audience?

1学期期末試験

2学期

2.1 - Getting into Character

Aspects of Performance 3: Performer and Audience

What is the relationship between performer, character and audience?
How does drama affect our understanding of other human beings?

2学期中間試験

2学期

2.2 - Using Your Voice

Aspects of Performance 4: Importance of Voice

Why is voice such an essential component of acting and performance?
How can we train and develop our voices to become more effective?

2学期期末試験

3学期

3 - Staging a Performance

Aspects of Performance 5: Practical Solutions

What is the relationship between a director and an actor?
How can staging affect our understanding of human relationships?

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 Final exam (60%)
Class contribution (20%)
Final performance (20%)レポート

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

Stay focused in class and listen carefully to instructions. Keep in mind the purpose of what you are doing. If you have any questions or 
concerns, you can come and talk to me at any time. I hope that you will enjoy your studies!



教科 科目 コース 授業時間 担当者

社会 Economics AG 2 hours/week Warzala

到達目標

Students will receive information necessary to prepare them for the AP Microeconomics test.

授業の進め方・学習方法

Lectures, Discussions, Presentations

授業スケジュール

学期

1学期

Part 1 - Thinking Like an Economist
Part 2 - How Markets Work

1学期中間試験

1学期

Part 3 - Markets and Welfare

1学期期末試験

2学期

Part 4 - The Economics of the Public Sector

2学期中間試験

2学期

Part 5 - Firm Behavior and the Organization of Industry

2学期期末試験

3学期

Part 6 - Economics of Labor Markets

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 There will be a midterm and a final for each term. Both will be 30% of 
the final grade.
There will be two projects required per term. Both will be 10% of the 
final grade.
I will be judging your classroom participation and behavior during our 
discussions. This will be 20% of your overall grade.

レポート 20
小テストなど

授業での取り組み 20

教科書・教材

書名 出版社 備考

Principles of Economics 9th Ed.

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス
Communicate with me often. I’m always happy to talk with students.
Budget your time well. I think that every week requires at least one hour outside of class to prepare and review the material.
Your participation is useful. Not only does it affect your grade, but it helps your fellow classmates understand the lessons.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 English Reading AG 4hrs/week Rowland

到達目標

A course of study developing the skills of interpreting poetry and novels with particular emphasis on concepts of individuality and social 
responsibility. 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, to 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 assessment; 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

The Turn of the Screw by Henry James
1. Narrative ambiguity
2. Unreliable narrators

Points of learning: How does the reader's interpretation create the meaning of a text? How can we 
approach an unreliable narrative?

Poetry by Adrienne Rich

1学期中間試験

1学期

A Pale View of Hills by Kazuo Ishiguro
1. First-person narrative as representation of consciousness
2. Psychological readings

Points of learning: How can a first-person narrative reveal aspects of the narrator's character? How 
does an understanding of subtext relate to an understanding of psychology? 

Poetry by Ada Limón
1学期期末試験

2学期

Macbeth by William Shakespeare
1. Conventions of drama
2. Power and greed

Points of learning: How does drama shed light on the human condition? How can the pursuit of power 
corrupt and dehumanise us?

Poetry by Dylan Thomas

2学期中間試験

2学期

The Pillowman by Martin McDonagh
1. Relationship between author and text
2. Value and purpose of literature

Points of learning: What is the relationship between an author and their text? What is the value and 
purpose of literature in our society?

Poetry by Denise Levertov
2学期期末試験



3学期

Ariel by Sylvia Plath
1. Authority and authorship
2. Creativity and expression

Points of learning: In what ways might the self be considered as a text? How do human beings learn to 
process and respond to their emotions?

Poetry by Sylvia Plath

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 Written examination
Homework
In-class testing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

The Turn of the Screw
A Pale View of Hills 
Macbeth
The Pillowman
Ariel

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 Halloran

到達目標

This course examines rhetoric as the art of finding and analyzing all the choices involving language that a writer might make in a situation 
so that the text becomes meaningful, purposeful, and effective for readers. Through adaptation and emulation, we will seek to improve our 
own language. You will become mature and sophisticated consumers and creators of a variety of texts. By the end of the course, you will 
understand:

• what you read: the main point or thesis, the occasion or context, the author's motivation for writing, the tone and style;

• how a text is created to develop meaning and purpose including genre, organization, paragraphing, syntax;

• the relationship of the text's creation to its accomplishment, the purpose of academic intellectual prose, its meaning and effect;

• how to articulate your analysis of what you read;

• how to create, develop and support an argument, acknowledging the complexities and nuances of important issues;

• how to enter into a conversation with sources and develop a thesis and argument or exposition by synthesizing these conversations into 
your own writing;

• how to analyze and incorporate your analysis of visual texts into your writing.

授業の進め方・学習方法

This course is designed to help you write effectively and confidently in college courses, as well as in your professional and personal lives. 
You should expect to discuss some aspect of writing or the writing process every lesson.

Our study of writing will include works from a wide range of authors, genres and styles. You will gain expertise in critically evaluating 
various points of view and how they relate thematically to the world in which we live.

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

授業スケジュール

学期

1学期

True Self / False Self

How do you know who your true self is?

Language Focus: Structure and Organisation
1学期中間試験は実施しない

1学期

Trauma and Narrative

How does trauma affect our sense of time and self?

Language Focus: Audience and Appeal
1学期末試験は実施しない

2学期

Greed and Human Nature

What is the true nature of human beings?

Language Focus: Rhetoric
2学期中間試験は実施しない

2学期

The Posthuman

How can you prepare for a changed world?

Language Focus: Metaphor
2学期末試験は実施しない



3学期

Love and Belonging

How does feeling a sense of belonging affect our humanity?

Language Focus: Pathos
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 Essays
Group Presentations
Language Focus Assignments
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

For all essays, you will receive a rubric. This rubric expresses the goals of the activity and should be used as a guide to focus your essay.

Marked essays will have notations to guide you towards fixing problem areas. You are strongly encouraged to review these comments and 
use them to improve your writing. Occasionally, students will be given the opportunity to resubmit work that they have reviewed. As the 
tasks become more complex and more demanding, students who fail to self-reflect during the course will suffer academically.

We will be doing lots of writing, reading, and discussion. Please come to class prepared and willing to participate.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 Introductory Biology AG 2 hrs/week Gorniak

到達目標

Students who complete this course will be prepared to take Biology in H3. This class will provide students with a solid foundation in biology by 
introducing new vocabulary and concepts and by interlocking new ideas with previously studied material. Students will also have the chance to 
put their learning into practice through discussion, case studies, and projects

授業の進め方・学習方法

Most classes will consist of a lecture followed by student investigation of learned topics and a homework assignment. Occasionally, individual 
and small group projects will be assigned. Frequent assessment and class discussion will help reinforce new vocabulary and concepts.

授業スケジュール

学期

1学期

1. Introduction to cells
Diversity of organisms
Limits to cell size
Prokaryotic vs. eukaryotic cells
Cell structure
Human disorders related to cell organelles

2. Cell membranes & transport
Diffusion and osmosis
Cell membrane structure
Passive transport
Active transport
Endosymbiotic theory

3. Cell signaling
Short distance (paracrine) signaling
Long distance (endocrine) signaling
Case study: caffeine's effect on the body
How do drugs work?
What happens in the brain to cause drug addiction?

1学期中間試験

1学期

4. Cell energetics
Metabolism
Enzymes
Enzyme inhibitors
Photosynthesis
Aerobic cellular respiration
Anaerobic cellular respiration
How nihonshu is made

5. DNA and protein synthesis
Structure of DNA
The Central Dogma
How proteins are made

1学期期末試験

2学期

5. DNA and protein synthesis (continued)
Types of DNA mutations
Genetic disorders (sickle cell anemia; alcohol flush)
DNA replication

6. Mitosis and Meiosis
Chromosomes
The cell cycle
Mitosis
Affects of mistakes during mitosis
Meiosis
How does meiosis create genetic variation?
Human chromosomal disorders

7. Mendelian genetics
Alleles
Dominant vs. recessive alleles
Punnet squares
Monohybrid cross
Dihybrid cross
Probability rules



2学期

5. DNA and protein synthesis (continued)
Types of DNA mutations
Genetic disorders (sickle cell anemia; alcohol flush)
DNA replication

6. Mitosis and Meiosis
Chromosomes
The cell cycle
Mitosis
Affects of mistakes during mitosis
Meiosis
How does meiosis create genetic variation?
Human chromosomal disorders

7. Mendelian genetics
Alleles
Dominant vs. recessive alleles
Punnet squares
Monohybrid cross
Dihybrid cross
Probability rules

2学期中間試験

2学期

8. Non-Mendelian genetics
Incomplete dominance
Codominance
Multiple alleles
Pleiotropy
Lethal Alleles
Genetic linkage
Sex-linked traits
Pedigrees
Case study: blue people

9. Evolution
Theories of evolution
Darwin's "Survival of the Fittest"
Natural selection
Evidence for evolution
Taxonomy
Binomial nomenclature
Building and interpreting cladograms
Bioinformatics (BLAST)

2学期期末試験

3学期

10. Ecosystems
Biomes
Nutrient cycling
Energy cycling
Bioaccumulation & biomagnification

11. Ecological succession & biodiversity
Ecological succession
How to create biodiversity
How to protect biodiversity
Japan's endemic species

12. Community ecology
Niches
Competition
How species become invasive
Preventing invasive species
Symbiosis

13. Population ecology
How do scientists study populations?
Species distributions
Survivorship curves
Human population growth (and it's effect on the ecosystem)
Carrying capacity
Modeling population growth (exponential & logistic growth patterns)

14. Public Service Announcement (PSA) video 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 60 The final class score will be heavily based on the midterm and final 
exams. The remaining 40% will be based on homework completion, 
in-class quiz scores, and grades on mini-projects/ presentations.レポート 10

小テストなど 20
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

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 after school or during lunch.
・Use the virtual textbook if you would like more exposure to class content.



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 Media Communications II AG 2hrs/week Tomacder

到達目標

This course is designed to help you identify and analyze arguments present in media, and to investigate the various issues that arise from 
this.

We will look at a variety of media in order to engage you in cross-curricular conversations that explore the complexities of academic and 
real world issues. Using an inquiry framework, you will practice reading and analyzing articles and research studies; viewing music videos, 
film and TV; reading and analyzing the news; and looking at art works and performances. You will learn to synthesize information from 
multiple sources, develop your own perspectives in written essays, and design and deliver oral and visual presentations. You will be 
empowered to collect and analyze information with accuracy and precision in order to craft and communicate evidence-based arguments.

授業の進め方・学習方法

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

The Medium is the Message

Marshall McLuhan – Understanding Media: The Extensions of Man

How media necessarily alter the way we view and experience the world.
1学期中間試験は実施しない

1学期

Ideology

Guy Debord – Society of the Spectacle

How the media landscape influences the way we think and act.
1学期末試験は実施しない

2学期

Race

Ta-Nehisi Coates – Between the World and Me; selections from Stuart Hall & Richard Dyer

How the media constructs and represents race.
2学期中間試験は実施しない

2学期

Political Economy of the Mass Media

Edward S. Herman & Noam Chomsky – Manufacturing Consent

How the power relations within media structures influence the narratives we consume.
2学期末試験は実施しない

3学期

Deconstruction

John Berger – Ways of Seeing

How to identify the ideologies hidden and promoted within visual images.
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 Essays (at least one per half-term)
Presentations (at least one per half-term)
Reflections (at least one per week)
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

This course has a lot of reading, and requires you to keep a regular record of your reading. Keep up to date and make sure you reflect on 
your readings regularly. Start assignments early.



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 インターSG 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

1学期 Lesson１，２　適宜、追加プリント

1学期中間試験

1学期 Lesson３，４　適宜、追加プリント

1学期期末試験

2学期 Lesson５，６　適宜、追加プリント

2学期中間試験

2学期 Lesson７，８　適宜、追加プリント

2学期期末試験

3学期 Lesson９，１０　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 80
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 備考

Element English Communication 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 H2-3S（文理） ３ 小口

到達目標

正しい文法語法で英語を操ることを学ぶ。テキスト及びVintageは全て文章を覚えるまで読みこむ。

授業の進め方・学習方法

テキスト及びVintageの解説及び小テスト。テキストに見合った文法事項は解釈・作文などを用いて応用力を付ける。ワークは自学自習、難しいとこ
ろのみ解説を行う。

授業スケジュール

学期

1学期
Lesson１，２では主に「主語」について扱い、様々な表現の仕方を身につける。Lesson3,4,5では文型の応用を
学ぶ。

1学期中間試験

1学期 Lesson6では受験でもよく狙われる使役動詞・知覚動詞がメインになるので、Vintageなどを用いる。Lesson７
では、話法を、時制などにも気を付けさせながら学ぶ。

1学期期末試験

2学期
夏休み明けの小テストを行い、弱点を学び、今後の学習に繋げる。Lesson８，９では時制について学ぶ。この
分野も受験でもよく狙われるので、Vintageも用いながら定着を図る。

2学期中間試験

2学期
Lesson10では態について学ぶ。日本語では自然でも、英語では不自然に思われれる英語の直訳を避けられ
るようにする。Lesson11では仮定法を学ぶ。expressionsに掲載されている仮定法の用法をしっかりと身につ
けた上で、Vintageで応用を学ぶ。

2学期期末試験

3学期
冬休み明けテストを行う。範囲はこれまで学んだこと全てとする。Lesson12では助動詞の様々な表現を学ぶ。
Lesson13では、名詞（加算、不可算名詞他）について学ぶ。作文において間違い易いので、Vintageを用いて
基礎・応用へと繋げる。

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 ＳＧ 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

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

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

地歴・公民 世界史Ｂ ＳＧ 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 ＳＧ 週４時間 木津

到達目標

・生物学にを万で行くうえで必要な知識、思考を身に付ける。
・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

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

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

地理歴史 日本史Ｂ ＳＧ 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 SG 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

地歴・公民 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 the Industrial Revolution to 
the present. Students will learn about the impacts and consequences of industrialization, imperialism, World War I and II, 
the Cold war and how these key events continue to influence geopolitics and conflicts today.  Students will 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, notes, and discussions
- Reports, presentations, and class discussions 

授業スケジュール

学期

1学期
The Industrial Revolution
The Meiji Restoration and Industrialization in Russia
Imperialism and the Scramble for Africa
Imperialism in China and India 

1学期中間試験

1学期 World War I
The Russian Revolution 

1学期期末試験

2学期 Inter-War Period:  The Roaring Twenties and the Great Depression 
Rise of Totalitarianism and the Soviet Experiement

2学期中間試験

2学期 East Asia in a Century of Change 
World War II 

2学期期末試験

3学期

The Cold War
Decolonization 
Latin America in the 20th Century 
Collpase of the Soviet Union 

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

World Civilizations: Volume II: 
Since 1500, Cengage

担当者からのアドバイス

Your participation is a vital component of this class. You must complete the textbook reading and work that is assigned. Come to class 
ready to share your ideas and learn from others. I am looking forward to learning more about world history with you this year!



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 現代文A 本科 ２ 髙橋直

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 SG 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 SG 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Ａ SG 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

理科 地学基礎 ｲﾝﾀｰSG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 SG 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

数学 数学B 本科文系 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 SG 4 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

アドバンスプラス　数学Ⅱ＋B 啓林館

FocusGold 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

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。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学B 本科文系 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 SG 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。


