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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  SG 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 ‘Travel’.
We will; 
 * talk about past experience
 * exchange information about holidays
 * use emphatic adjectives
 * compare and contrast holidays

2学期

The theme for the second semester is ‘Communication’.
We will; 
 * talk about personal communication
 * exchange contact information
 * compare and contrast communication methods (describing characteristics and qualities)
 * study direct and indirect objects, irregular past tense verbs and sensory verbs
 * describe sensations (sights, sounds, tastes etc.)

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III 週３時間 二渡

到達目標

大学入試に対応できる読解力及びリスニング力を身に付ける。

授業の進め方・学習方法

授業のメインは教科書の長文の読解と問題演習とその解説だが、文章をより正確に読めるようになるための英文和訳(英文解釈)やリスニング演習
も重視していく。

授業スケジュール

学期

1学期 Lesson 1
Lesson 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1学期中間試験

1学期 Lesson 3

1学期期末試験

2学期 Lesson 4
Lesson 7

2学期中間試験

2学期

Lesson 10
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 平常点
授業内小テスト（単語テスト）
提出物（ノート・休暇中課題）
から総合的に評価する。

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

LANDMARK Fit English Communication Ⅲ 啓林館

LANDMARK Fit English CommunicationⅢ 
WORKBOOK 啓林館

英単語ターゲット1400　5訂版 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

いよいよ進路決定の年！
焦る気持ちもあると思いますが、予習、復習、音読をしっかりして１つ１つの英文を自分のものにしていきましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

外国語(英語) 英語表現II SG 週2 近藤花保

到達目標

Vision Quest II Hope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 関係代名詞
不定詞

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

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 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

Vision Quest English Expression II Hope 啓林館

Vision Quest English Expression II Hope New 
Workbook 啓林館



参考書

書名 著者 出版社 備考

Vision Quest 総合英語 2nd 
Edition

山﨑のぞみ・
内田諭・島原一之 啓林館

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 SG 4 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

進学後にも必要となる化学の基本的な概念を中心に学習していきます。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

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

1学期中間試験

1学期

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

第３編　化学反応の速さと平衡
　　　　１章　化学反応の速さ
　　　　　　　反応の速さ
　　　　　　　反応の速さを決める条件
　　　　　　　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

1学期期末試験



2学期

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

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

　　　　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学期中間試験

2学期

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

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3年の化学は化学基礎で扱った概念を基に進行していきます。授業展開にしっかりついていけるよう，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 現代社会 ＳＧ 週２時間 細田

到達目標

・青年期における自己形成と人間としての在り方や生き方について理解と思索を深めさせるとともに、自己の確立を促し、良識ある公民としての必要
な能力と態度を育てる。
・多角的・多面的なものの見方を身に付けるとともに、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。

授業の進め方・学習方法

・プリントを用いて講義形式で授業を行う。単元ごとに小テストを実施。また、学期に１～２回、テーマに応じたレポートの提出を行う。

授業スケジュール

学期

1学期

青年期と自己の形成
・青年期と私たち
・自分らしさとは何だろうか
・現代社会と私たち
現代に生きる倫理
・学びの源流―ギリシャ哲学ー

1学期中間試験

1学期

・私たちの生き方と宗教ー世界三大宗教ー
・中国の伝統思想
近現代の社会と倫理
・近代思想の形成
・人間の自由と幸福
・現代の倫理的課題

1学期期末試験

2学期
日本の思想
・日本の風土と外来思想の受容
地球環境問題
資源・エネルギー・人口・食料

2学期中間試験

2学期 科学技術と生命倫理
高度情報化社会と現代の課題
現代社会の今日的課題

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 定期試験を中心に、小テストやレポート、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

新現代社会　新訂版 清水書院



参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

受動的に授業を受けるのではなく、主体的に参加するようにしましょう。授業内容を自分のこととして学ぶことで、自らの人生の指針につながります。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

現代文 国語 SG 2 佃

到達目標

過年度にインプットしてきた知識を、入試でアウトプットできるよう演習を重ねていく。総合型選抜入試の過去問をより多く取り扱い、複数の資料から
必要な情報を抽出する力や読み手に伝わるよう整然とした文章を書く力の涵養を目指す。

授業の進め方・学習方法

過去問を提示し、それに対する解答を自分で考えて書くことを繰り返す形で進める。問題の難易度によって、グループワークを取り入れたりプレゼン
テーションをする場を設けたりしていく。平常の取り組みを重んじるため、１学期２学期ともに期末考査のみの実施とする。

授業スケジュール

学期

1学期

・オリエンテーション
1   客観的に見る
　a　死の鏡（総合選抜型入試過去問より）
　b　視野を増やす（村上春樹小説より抜粋）
2   主観的表現を整理する
　a　しあわせとはなにか（総合型選抜入試過去問より）
　b　メタファの表すもの（小説読解）
３一般選抜型入試過去問演習（大東亜レベル）

１学期末試験

2学期

4  課題解決
　a　問題点の選択（総合型選抜入試過去問より）
　b　解決案の提示（総合型選抜入試過去問より）
５　一般選抜型入試問題演習（中堅レベル）
６　複数の資料を読み比べる（共通テスト対策）

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 30 ・授業に積極的に参加し課題を提出できたか。
・設問の意図を読み取ることができたか。
・設問の意図に沿った説得力ある意見を展開できたか。
・グループワークを通して聴く力を涵養できたか。
・プレゼンテーションを通して話す力を涵養できたか。

レポート

70小テストなど

授業での取り組み

教科書・教材

各大学入試問題過去問より担当者が用意

担当者からのアドバイス

修辞に凝った美しい文章を書く必要はありません。課題文を丁寧に読み、適切に理解し、読み手に伝わるよう整理された答案を書くことができるよう
練習をしていく授業です。すぐに答えが浮かばなくても真剣に考えてください。また、志望学部学科に関する知識は、日ごろニュースを見たり新聞を
読んだりしてストックしておくとより良いでしょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

国語 古典Ｂ SG文系 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。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

地歴・公民 政治・経済 ＳＧ 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・「現代社会」科目にも目を向ける。

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 SG 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
　1章 細胞と分子
　2章 代謝

1学期中間試験

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学期期末試験

2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

2学期中間試験

2学期

4編 生態と環境
　6章 生物群集と生態系

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

数学 入試数学 ＳＧ 週7時間 山口

到達目標

　個々がそれぞれの志望大学に合格できる力を養成する

授業の進め方・学習方法

　数学ⅠAⅡBの基本事項の確認した後、大学入試過去問題を用いて、総合的に演習を行う。
　さまざまな問題を通じて問題対応力を養う。

授業スケジュール

学期

1学期

　数学ⅠＡⅡＢ総復習

1学期中間試験

1学期

　数学ⅠＡⅡＢ総復習

1学期期末試験

2学期

　数学ⅠＡⅡＢ総合演習

2学期中間試験

2学期

　数学ⅠＡⅡＢ総合演習

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 80 　定期試験の結果を中心に、授業への取り組みや小テスト・
　課題の提出状況などを加味して絶対評価で行う。                
                        
                        
                        

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

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

解法を与えられるのではなく、積極的に問題演習に取り組み授業に参加しましょう。また徹底して復習し基礎力の定着を図りましょう。わからないこと
をそのままにせず、積極的に質問しましょう。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

地歴・公民 入試世界史 ＳＧ 週４・必修選択 近藤（泉）

到達目標

昨年度の学習内容の定着度の確認と並行して，模擬試験や入試問題に対応できる実力の養成をはかる。
生徒個々の進路目標に即した問題演習を行い，偏差値ＵＰをめざす。

授業の進め方・学習方法

授業は2パートに分かれます。1つは，通史の確認。もう1つは，大学入試過去問への挑戦です。通史の確認は事前に自習として基礎的な問題演習
を行い，授業では発展的な問題を扱っていきます。各回様々な大学の入試問題を解きます。復習を万全にしましょう。

授業スケジュール

学期

1学期 世界史Ｂの定期試験対策演習
模擬試験対策演習
大学入試過去問演習

1学期中間試験

1学期 世界史Ｂの定期試験対策演習
模擬試験対策演習
大学入試過去問演習

1学期期末試験

2学期 世界史Ｂの定期試験対策演習
模擬試験対策演習
大学入試過去問演習

2学期中間試験

2学期 世界史Ｂの定期試験対策演習
模擬試験対策演習
大学入試過去問演習

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 ０～８０ 定期考査の結果、授業内で定期的に実施される「確認テスト」および課題
の提出状況などから総合的に評価する。

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

詳説世界史 山川出版社 昨年度用いたもの

世界史のミュージアム とうほう 昨年度用いたもの

ウィニングコンパス　世界史の整理と演習2022 とうほう

参考書

書名 著者 出版社 備考

担当者からのアドバイス

目で見る世界史　http://www.y-history.net/
世界史の窓　https://www.y-history.net/appendix/appendix-list.html
などのサイトを参考にして、学習を進めるとよい。わからないことは放置せずに、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

地理歴史 入試日本史 SG 週４時間 表

到達目標

今までの学習内容の定着を図るとともに、共通テストおよび志望校合格に必要な実力の養成をはかる。
問題演習を中心に行い、実力の向上を目指す。

授業の進め方・学習方法

過去問などの問題演習を行い、定着していない部分の確認、新しい知識の習得とともに、問題のよりよい解法を学んでいく。
復習を必ず行い、知識の定着を図ることが必要である。

授業スケジュール

学期

1学期

第3部　近世
　第7章　幕藩体制の展開　３元禄文化
　第8章　幕藩体制の動揺　２宝暦・天明期の文化　　４化政文化
第4部　近代・現代
　第9章　近代国家の成立　６近代文化の発達
　第10章　二つの世界大戦とアジア　３市民生活の変容と大衆文化
　第11章　占領下の日本
　第12章　高度成長の時代
　第13章　激動する世界と日本

1学期中間試験

1学期 模擬試験・入試に向けての問題演習

1学期期末試験

2学期 模擬試験・入試に向けての問題演習

2学期中間試験

2学期 模擬試験・入試に向けての問題演習

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 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

進研ウィンステップ 日本史B 三訂版 ラーンズ

学ぶキミを引き出す日本史（近代・現代） ラーンズ

参考書

書名 著者 出版社 備考

時代と流れで覚える日本史用語 鈴木和裕 文栄堂

担当者からのアドバイス

日本史Ｂの授業がインプット中心であるのに対し、この授業はアウトプットが中心となる。取得した知識を演習を通して確認し、自らの足りていない部
分に気づくことが大切である。演習を繰り返すことで、知識不足も解消され、知識が定着していく。復習を怠らず、学習に積極的に取り組むとともに、
日本史を楽しみ、人生に生かしていくという気持ちも忘れないようにしていくことも期待する。



教科 科目 コース 授業時間 担当者

英語 入試英語 SG 週２時間 二渡

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　Part  A  / Part  B
第２回　Part  A  / Part  B
第３回　Part  A  / Part  B

1学期中間試験は実施しない

1学期

第４回　Part  A  / Part  B
第５回　Part  A  / Part  B

1学期期末試験は実施しない

2学期

第６回　Part  A  / Part  B
第７回　Part  A  / Part  B
ナビブック【対策編】和訳演習

2学期中間試験は実施しない

2学期

ナビブック【復習編】復習別問題

2学期期末試験は実施しない

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 週３回の小テストで評価する。

レポート

小テストなど 100
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

英語 入試英語 SG 週２時間 二渡

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学期中間試験は実施しない

1学期

第２回　PartB
第３回　PartA / PartB

1学期期末試験は実施しない

2学期

第４回　Part A /PartB
第５回　PartA / PartB

2学期中間試験は実施しない

2学期
第６回　Part A /PartB
第７回    PartA / PartB

2学期期末試験は実施しない

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 週２回の小テストで評価する。

レポート

小テストなど 100
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。


