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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 ST 週1 時間 Mr. Croft

到達目標

The course objective is to have students apply different facets of their English learning in an integrated way, with focus on improving 
speaking skills. This class will help develop writing and reading comprehension skills, as well as listening, critical thinking, presentation and 
conversation skills; it will also help to further develop understanding and use of grammar.

授業の進め方・学習方法

There are no mid term of final exams for this class. Summative and formative assessment will be made throughout the course. Students 
are expected to speak English as much as possible, both in conversation with the teacher and classmates.

授業スケジュール

学期

1 学期

The theme for the first semester is ‘Food’.
We will; 
 * Practice talking about recipes, ordering a meal, buying food in shops.
 * Describe diets and unusual food.
 * Review countable and uncountable nouns and connected quantifiers (some / any, much / many, lots 
of, a few, a little)
 * Practice listening comprehension of restaurant meal orders.
 * Practice writing a recipe.

2 学期

The theme for the second semester is ‘Sports’.
We will;
 * Practice talking about activities happening now and favourite sports.
 * Describe adventures and compare everyday and present-time activities.
 * Review use of present continuous tense and stative verbs.
 * Practice listening comprehension of everyday activities vs. specific day activities.
 * Practice writing an email.

成績評価方法

種別 割合( ％) 評価基準など

定期試験
There will be a range of assessment for this course. Small tests, 
written assignments, class engagement and homework will all 
contribute to the overall grade.

レポート

小テストなど 80

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

Please try to use English at all times in this class. Remember, we don't have to be perfect when we are speaking to be understood. If all 
class members simply try to speak English and feel comfortable with making mistakes, everone 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 コミュニケーション英語 ST 週３時間 浜中

到達目標

GMRCH,日東駒専レベルの大学入試に対応できる読解力を身につけることを目標とする。

授業の進め方・学習方法

授業では、音声を聞きながらある程度のスピードをもって読む、パラグラフごとに書かれている内容を把握する、ポイントとなる文章を精読する、入試
問題の解き方を身につけることを中心にします。
家庭では、出てきた単語はしっかりと覚える。何度も繰り返し文章を読むことを行ってください。

授業スケジュール

学期

1学期

＜Cutting Edge 2022 Green＞
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3

1学期中間試験

1学期

＜Cutting Edge 2022 Green＞ 
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6

1学期期末試験

2学期

＜Cutting Edge 2022 Green＞ 
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10

2学期中間試験

2学期

＜Cutting Edge 2022 Green＞
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13

2学期期末試験

3学期

学年末試験

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 80
レポート

20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

Cutting Edge 2022 Green EMILE出版

英単語ターゲット1900 旺文社

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

語い力をつけましょう。出てきた単語はその日のうちに覚えることを徹底し、繰り返し復習することです。パラグラフリーディング、ディスコースマーカ―
、スキミング、スキャニングなど、リーディング法のポイントにも触れますので、授業後に自宅で何度も読み返し、音読をすることで英文に慣れましょ
う。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 英語表現Ⅱ ST 週２時間 二渡

到達目標

Vision Quest II Ace　の教科書を用い、また問題演習を通して文法理解のより良い理解と定着を図る。
大学入試問題に取り組み、さらなる応用力を身につける。

授業の進め方・学習方法

Vision Quest II、問題集を通して文法事項のさらなる習得を目指す。大学入試問題に取り組み、入試でも対応できる力を身につける。
また、ライティング等のアウトプット活動を通して、実践的な文法力を身につける。

授業スケジュール

学期

1学期

Lesson 8 比較
否定表現

1学期中間試験

1学期

入試問題を中心とした文法演習

1学期期末試験

2学期

入試問題を中心とした文法演習

2学期中間試験

2学期

入試問題を中心とした文法演習

2学期期末試験

3学期

授業なし

学年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 80
レポート

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

Vision Quest English Expression II Ace 啓林館

Vision Quest English Expression II Ace New 
Workbook

啓林館

参考書

書名 著者 出版社 備考

Vintage 3rd Edition 篠田重晃・米山達郎いいずな書店

担当者からのアドバイス

英文法を使いこなせるようになることを意識しましょう。
問題で何が問われているのかを考えることも重要です。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 化学 GL・ST 週4時間 若松

到達目標

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

授業の進め方・学習方法

授業は教科書の内容に沿って進め，大学入試を意識した発展的な内容も扱う。
知識も単なる暗記だけではなく背景や多角的に考えられるよう様々 な事例を紹介する。
必要に応じて学習内容の定着度を小テスト等で確認する。復習に重点をおき，疑問は生じた時点で解決することが望ましい。

授業スケジュール

学期

1学期

3編 化学反応の速さと平衡 
　2章 化学平衡
　3章　水溶液中の化学平衡 

5編 有機化合物 
　1章 有機化合物の特徴と構造 
　2章 炭化水素

1学期中間試験

1学期

5編 有機化合物 
　3章 アルコールと関連化合物 
　4章 芳香族化合物 
　5章 有機化合物と人間生活

1学期期末試験

2学期

6編 高分子化合物 
　1章 天然高分子化合物 
　2章 合成高分子化合物 
　3章 高分子化合物と人間生活

2学期中間試験

2学期

4編 無機物質 
　1章 周期表と元素 
　2章 非金属元素の単体と化合物 
　3章 典型金属元素の単体と化合物 
　4章 遷移元素の単体と化合物
　5章 無機物質と人間生活

2学期期末試験

3学期

学年末試験はなし

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 80 定期考査の結果を主として，授業の取り組みや小テストの結果も
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

改訂　化学 東京書籍 東書 化学 308
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

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



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 数学Ⅲ GL・ST 週6時間 小沢英雄

到達目標

個々がそれぞれの志望大学に入学できる力を養成する。

授業の進め方・学習方法

１学期は講義形式＋問題演習
２学期は問題演習＋記述指導

授業スケジュール

学期

1学期

２次曲線
微分法

1学期中間試験

1学期

積分法

1学期期末試験

2学期
数学ⅠAⅡBⅢ演習

2学期中間試験

2学期
数学ⅠAⅡBⅢ演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 60

定期試験を80％、その他担当者による平常点20％

レポート

小テストなど 0～40
授業での取り組み 0～40

教科書・教材

書名 出版社 教科書番号 備考

数学Ⅲ 数研出版 104

４ＳＴＥＰ　数学Ⅲ 数研出版

担当者からのアドバイス

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



教科 科目 コース 授業時間 担当者

地歴・公民 政治・経済 ＳＴ 週2時間 佐伯

到達目標

・民主主義の本質に関する理解を深め、現代における政治・経済・国際関係などについて客観的に理解できるようになる。
・多角的・多面的なものの見方を身につけるとともに、現代の諸課題について主体的に考察し、公正に判断できる力を養う。
・大学入試共通テストにおける「政治・経済」の問題に対応しうるだけの学力（知識、理解、判断力）を身につける。

授業の進め方・学習方法

・プリントを用いて、学習事項の講義を行う。「なぜそうなっているのか」・「どう出題されるのか」についても着目する。
・現代の社会を学習すると同時に、社会の歴史や今まで学習してきた社会の内容との関連に目を向ける。

授業スケジュール

学期

1学期

第１編 現代の政治　 第１章 民主政治の基本原理と日本国憲法
　１、政治と法の機能　　　　　　　　　　２、人権保障と法の支配
　３、議会制民主主義と世界の政治体制　　４、日本国憲法の基本原理
　５、平和主義と自衛隊　　　　　　　　　６、基本的人権の保障と新しい人権
　７、国会の組織と立法　　　　　　　　　８、内閣の機構と行政
　９、裁判所の機能と司法制度　　　　　　10、地方自治制度と住民の権利
　11、政党政治と選挙制度　　　　　　　　12、民主政治における世論の役割

1学期中間試験

1学期

 第２章 現代の国際政治と日本
　１、国際社会と国際法　　　　　　　　　　２、国際連合の組織と役割
　３、国際政治の動向　　　　　　　　　　　４、国際紛争と難民問題
　５、軍備管理と軍縮　　　　　　　　　　　６、日本の外交と国際平和への役割
第２編 現代の経済　第１章 現代経済のしくみと特質
　１、経済社会の発展　　　　　　　　　　　２、経済主体と経済活動
　３、市場経済の機能と限界　　　　　　　　４、経済成長と景気変動
　５、物価の働き　　　　　　　　　　　　　６、金融のしくみとはたらき
　７、財政のしくみとはたらき

1学期期末試験

2学期

第２編 現代の経済　第１章 現代経済のしくみと特質
　８、日本経済の歩み　　　　　　　　　　　９、中小企業の地位と役割
　10、農業の現状と課題　　　　　　　　　　11、消費者問題
　12、高度情報社会の進展と課題　　　　　　13、労働問題
　14、社会保障制度の充実　　　　　　　　　15、環境保全と資源・エネルギー問題
 第２章　国民経済と国際経済
　１、国際経済のしくみ　　　　　　　　　　２、国際協調と国際経済機関の役割
　３、地域的経済統合　　　　　　　　　　　４、グローバル化する経済
　５、南北問題と日本の役割

2学期中間試験

2学期

第３編 現代社会の諸課題　第１章 現代日本の政治や経済の諸課題
　１、少子高齢社会と社会保障　　　　　　　２、地域社会の変貌と住民生活
　３、雇用と労働をめぐる問題　　　　　　　４、産業構造の変化と中小企業
　５、農業と食糧問題
 第２章 国際社会の政治や経済の諸解題
　１、地球環境と資源・エネルギー問題　　　２、国際経済格差の是正と国際協力
　３、人権・民族問題と地域紛争　　　　　　４、国際社会における日本の立場と役割

2学期期末試験

3学期 授業は実施しない

学年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 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 政治・経済 第一学習社

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

政治・経済は「今」生きている社会について学びます。報道やインターネットなどで耳にしたことがあるフレーズやその時に感じた疑問をぜひ頭の片
隅に置いておいてください。無機質な「暗記」の世界が、実生活との関連に気が付くことによって色が付き、そして皆さんが生きる上での指針となって
くれます。共に学びましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 生物 ST 週４時間 木津

到達目標

生物基礎で学んだ概念をもとにして高校生物で扱う総合的な概念を体系的に理解する。 
分子的なたんぱく質や遺伝子といったミクロな視点と生態系や個体群に目を向けたマクロな視点の両方向から生命科学についての教養を深める。
その中で、様々な要素の複雑さを理解し、様々な課題に対して考察し、表現できる力を養う。

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

1編 生命現象と物質
　3章 遺伝情報の発現

2編 生殖と発生 
　4章 生殖と発生
　　1節 有性生殖における遺伝的多様性
　　2節 動物の配偶子形成
　　3節 動物の発生

1学期中間試験

1学期

2編 生殖と発生 
　4章 生殖と発生
　　4節 動物の発生における形態形成の仕組み
　　5節 植物の発生

3編 生物の環境応答
　5章 生物の環境応答
　　1節 植物の環境応答
　　2節 動物の環境応答

1学期期末試験

2学期

3編 生物の環境応答
　5章 生物の環境応答
　　3節 動物の行動
4編 生態と環境
　6章 生物群集と生態系

2学期中間試験

2学期
5編 生物の進化と系統
　7章 生物の進化
　8章 生物の系統

2学期期末試験

3学期

学年末試験

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 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も
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

改訂　高等学校　生物 第一学習社

フォトサイエンス　新課程　生物図録 数研出版

六訂版 リードα 生物基礎・生物(付属:解答) 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

選択生物は生物基礎やそのほかの選択理科よりも教科書に記載されている語句や知識量が多い科目です。そのうえ、書かれている内容もそのほ
かの科目よりも新しい現象や理論が多くはじめは面食らってしまうかもしれません。頭ごなしに暗記するのではなく、言葉同士の関係や生命現象の
流れを理解する中で暗記していくことが、生物学を面白く理解するきっかけになると思います。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 入試英語 文系 週２時間 浜中

到達目標

共通テストで得点を伸ばすことを目的に、語彙力、リーディングスキル、読解力、速読力を育成することを目標とする。

授業の進め方・学習方法

演習形式で行う。時間を計って読むこととポイントとなる英文の精読を併用する。
本文中に出てきた単語を身につけるための小テストを行う。
指示がない場合は、予習はせずに復習に重きを置いて家庭学習をしてください。

授業スケジュール

学期

1学期

第１回　PartA / PartB
第２回　Part A 

1学期中間試験

1学期

第２回　PartB
第３回　PartA / PartB

1学期期末試験

2学期

第４回　Part A /PartB
第５回　PartA / PartB

2学期中間試験

2学期

第６回　Part A /PartB
第７回    PartA / PartB

2学期期末試験

3学期

学年末試験

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 80％
レポート

20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

共通テスト英語模擬演習 READING TEST 40min.
×14 EMILE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

語い力をつけましょう。出てきた単語はその日のうちに覚えることを徹底し、繰り返し復習することです。パラグラフリーディング、ディスコースマーカ―
、スキミング、スキャニングなど、リーディング法のポイントにも触れますので、授業後に自宅で何度も読み返し、音読をすることで英文に慣れましょ
う。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 入試化学 GL・ST 週2時間 若松

到達目標

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

授業の進め方・学習方法

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

授業スケジュール

学期

1学期

化学反応とエネルギー，反応の速さとしくみ，化学平衡の問題演習

1学期中間試験

1学期

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

1学期期末試験

2学期

周期表，非金属元素，金属元素，無機物質と人間生活の問題演習

2学期中間試験

2学期

化学基礎，化学全般における総合問題演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験はなし

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 演習科目のため評価はつきません。
「化学」と連動した演習を行います。

レポート

小テストなど

授業での取り組み

教科書・教材

書名 出版社 備考

改訂　化学 東京書籍 東書 化学 308
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

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



教科 科目 コース 授業時間 担当者

数学 入試数学 GL、ＳＴ 週2時間 小沢英雄

到達目標

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

授業の進め方・学習方法

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

授業スケジュール

学期

1学期 数学ⅠAⅡBの基礎の確認

1学期中間試験

1学期 数学ⅠAⅡBの基礎の確認

1学期期末試験

2学期 数学ⅠAⅡBの基礎の確認

2学期中間試験

2学期 総合演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験なし

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験

レポート

小テストなど

授業での取り組み

教科書・教材

書名 出版社 教科書番号 備考

担当者からのアドバイス

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



教科 科目 コース 授業時間 担当者

地歴・公民 入試世界史 ＳＴ 週6時間 近藤（泉）

到達目標

大学入学共通テストレベルの実力をつける。更に、私大入試や国公立2次試験で出題される論述問題などにも取り組みながら、歴史の
全体像を個人個人が構築し、総合的に大学入試問題に取り組み、得点出来る力を身につけてゆく。
「国際市民」となるための知識を得て、思考を重ね、実践する力を育成することを自ら意識して学習すること。
模擬試験をペースメーカーとして、得点出来なかった部分も必ず理解をして「進化」出来るような復習を課します。

授業の進め方・学習方法

２年生までの学習内容を講義・演習で定着させてゆく。
その際、「タテの歴史（地域ごと）」と「ヨコの歴史（同時代の歴史）」をテーマごとに取り上げる。

授業スケジュール

学期

1学期
・現代史の復習　（講義・演習）
・古代世界の復習　オリエント・地中海世界・西～中央ユーラシア・南アジア～東アジア
　（講義・演習）
・中世の復習　　ヨーロッパ～東アジアのユーラシア世界（講義・演習）

1学期中間試験

1学期
・近世から近代の復習　世界の一体化と諸地域　（講義・演習）
・近代国民国家の発展と帝国主義の復習　（講義・演習）

1学期期末試験

2学期
・２つの世界大戦　20世紀前半の復習　（講義・演習）
・20世紀後半の復習　（講義・演習）

2学期中間試験

2学期
・冷戦と冷戦後の世界　（講義・演習）
・入試にむけての演習　（論述演習含む）

2学期期末試験

3学期

授業は実施しない。

学年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 ８０ 定期試験の結果を中心に、授業への取り組みや課題の提出状況、
授業内テスト、課題テストの結果などを加味する

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

詳説世界史 山川出版社

世界史のミュージアム とうほう

ウィニングコンパス　世界史の整理と演習2020 とうほう

参考書

書名 著者 出版社 備考

詳説世界史研究 木村靖二ほか 山川出版社

担当者からのアドバイス

参考になるサイト　①目で見る世界史　②世界史の窓
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 入試生物 ST 2時間 木津

到達目標

生物基礎，選択生物の授業内容を基盤として生物分野全般における総合的な理解度を高める。 
問題演習や、より深い解説を通して、大学入試共通テスト，私大，国公立大学の個別試験に対応できる実力を養成する。

授業の進め方・学習方法

大学入試を念頭に置いた問題演習を行い、生物分野特有の記述や論述への回答の練習をする。
受講生の志望校の二次試験を分析し、より深く学習すべき分野を判別し、それらの問題を集中的に回答する。

授業スケジュール

学期

1学期

細胞と分子、遺伝子、遺伝情報の発現に関する演習問題

1学期中間試験

1学期

生物の体内環境、植生の多様性、生態系に関する演習問題

1学期期末試験

2学期

生殖と発生、生物の環境応答に関する演習問題

2学期中間試験

2学期

生物基礎，生物全般における総合問題演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 演習科目のため評価はつきません。
「生物」と連動した演習を行います。

レポート

小テストなど

授業での取り組み

教科書・教材

書名 出版社 備考

改訂　高等学校　生物 第一学習社

フォトサイエンス　新課程　生物図録 数研出版

六訂版 リードα 生物基礎・生物(付属:解答) 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

生物の演習問題は一見、教科書の内容とかけ離れているように見えますが、基礎基本や生命現象の根底に注目すると教科書に記載されている知
識が活用されたものです。基礎知識と演習問題のつながりに気が付けるようにこの授業で訓練していきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

地歴・公民 入試日本史 ＧＬ・ＳＴ 週６時間 矢野

到達目標

過去問を使用して共通テスト～早慶、MARCHレベルの問題演習を行い、難関私大レベルの合格に必要な学力を身につける。

授業の進め方・学習方法

週６時間の授業を講義と演習に分け、講義では２年次から引き続き第一次世界大戦から現代までの通史、文化史、テーマ史を扱う。
演習では共通テスト形式の問題から早慶、GMARCHレベルの入試問題を扱う。

授業スケジュール

学期

1学期

【講義】
１．第一次世界大戦と日本
２．ワシントン体制
３．恐慌の時代
４．軍部の台頭
５．第二次世界大戦
【演習】
原始・古代・中世までの内容を過去に出題された大学入試問題を使って問題演習を行う。

1学期中間試験

１学期

【講義】
１．占領と改革
２．冷戦の開始と講和
３．５５年体制
４．経済復興から高度成長へ
５．経済大国への道
６．冷戦の終結と日本社会の動揺
【演習】
原始・古代・中世・近世までの内容を過去に出題された大学入試問題を使って問題演習を行う。

1学期期末試験

2学期

【講義】
文化史（古代～近世）
【演習】
原始・古代・中世・近世・近現代までの内容を過去に出題された大学入試問題を使って問題演習を行う。

2学期中間試験

2学期

【講義】
文化史（近現代）・テーマ史
【演習】
原始・古代・中世・近世・近現代までの内容及びテーマ史を過去に出題された大学入試問題を使って問題演習
を行う。

2学期期末試験

3学期 授業は実施しない

学年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 80

定期試験を８０％とし、他に小テスト、授業への取り組みなどを加え、総合
的に評価する。

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

詳説日本史B 山川出版社

ウィニングコンパス　日本史の整理と演習2022 とうほう

参考書

書名 著者 出版社 備考

日本史用語集 山川出版社

日本史一問一答 山川出版社

担当者からのアドバイス

日本史を攻略するには、知識に優先順位をつけて、確実に身に着けておくべき重要事項を最優先に整理し、繰り返し復習するたびに細かい事項に
手を広げることが重要です。このためには授業時間だけでなく、自学自習の時間でこれまでに習得したことを見直し、復習することが重要です。機械
的に暗記して知識を増やすのではなく、「なぜ」と自分自身に問いかけながら復習し、入試問題でも使える知識となるように心がけて勉強を進めてく
ださい。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 入試物理 GL・ST 週2時間 井上

到達目標

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

授業の進め方・学習方法

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

授業スケジュール

学期

1学期

力学（力と運動）

1学期中間試験

1学期

波・熱

1学期期末試験

2学期

電磁気学・原子

2学期中間試験

2学期

総合問題演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 演習科目のため評価はつきません。
「物理」と連動した演習を行います。

レポート

小テストなど

授業での取り組み

教科書・教材

書名 出版社 備考

物理基礎 数研出版

物理 数研出版

フォトサイエンス 物理図録 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

どの大学から出題されてもおかしくない定番の問題で基礎を固めます。また、上位国公立大学で出題された問題を通じて応用力を養い
ます。難易度こそ上がっても、基本に忠実に組み立てていけば正答にたどり着く、複雑そうで実はシンプルな物理の世界を一緒に
見ていきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

理科 物理 GL・ST 週4時間 井上

到達目標

・物理現象の解析に必要な考え方を身に着ける。
（力学であれば、はたらく力を見つけ出し、その様子や変化のしかたから運動を分析すること、動きのイメージをつかむ等）
・各種法則が成り立つ条件を理解し、必要に応じて使い分ける（立式する）ことができるようになる。
・各物理量の正確な定義を理解する。

授業の進め方・学習方法

・基本的には講義＋板書もしくはプリントで進める。
・必要に応じて映像や実験を取り入れ、理解を深める。

授業スケジュール

学期

1学期

2章　波
　3節　光
3章　電気と磁気
　1節　電荷と磁場
　2節　電流

1学期中間試験

1学期

3章　電気と磁気
　3節　磁場と電流
　4節　電磁誘導と電磁波

1学期期末試験

2学期

4章　原子
　1節　電子と光子
　2節　原子と原子核　

2学期中間試験

2学期

入試問題演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験はなし

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 80 レポート、小テスト、授業の取り組みについては、授業態度や授業中に行う確認テストや課題から評価する。

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

改訂版　物理 数研出版

フォトサイエンス 物理図録 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

担当者からのアドバイス

物理では、物理現象を正確にとらえ、それを今まで培ってきた数学を道具にどのように”考え”、”表現する”かが鍵となります。その物体に起こっている
現象を考えていく中で、一見複雑そうに見えるものが「意外とシンプル」見えてきます。先人たち科学者の足跡を辿りながら、物理学の面白さに触れ
てほしいと思います。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 古典B ST文系 週１時間 松本

到達目標

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

授業の進め方・学習方法

大学入試の過去問演習、解説を行う。

授業スケジュール

学期

1学期 国公立、私大を中心とした過去問題演習

1学期中間試験

1学期 国公立、私大を中心とした過去問題演習

1学期期末試験

2学期 国公立、私大を中心とした過去問題演習

2学期中間試験

2学期 国公立、私大を中心とした過去問題演習

2学期期末試験

3学期

学年末試験

成績評価方法

種別 割合(％) 評価基準など

定期試験 共通古典Ｂに含まれる

レポート

小テストなど

授業での取り組み

教科書・教材

書名 出版社 備考

体系古典文法八訂版 数件出版

重要古文単語315 桐原書店

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

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



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 古典Ｂ ST 週２時間 松本

到達目標

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

授業の進め方・学習方法

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

授業スケジュール

学期

1学期

古文「門出」（更級日記）、漢文「孟子」「荀子」

1学期中間試験

1学期 共通テスト、センター試験を中心とした問題演習

1学期期末試験

2学期 共通テスト、センター試験を中心とした問題演習

2学期中間試験

2学期 共通テスト、センター試験を中心とした問題演習

2学期期末試験

3学期 共通テスト、センター試験を中心とした問題演習

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

新精選古典Ｂ古文編 明治書院

新精選古典Ｂ漢文編 明治書院

体系古典文法八訂版 数研出版

重要古文単語315 数研出版

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

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


