
学期 区分 単元 内容 目標・留意点

◇評論の読解 評論１－２ ◇より難解な評論文を読み､筆者の着眼点や論理

『言語と記号』 展開を正確に把握する｡また、文中で扱われる抽象

評論２－１ 度の高い話題についても関心を持ち、考えることで

『他者の声  実在の声』 さらなる論理的思考力を養う。

◆問題演習 基礎学力テスト対策としての問題演習 ◆実践問題に取り組み、入試レベルで扱われる内容

や設問の形式に慣れ、得点力の基礎を涵養する。

◆問題演習 基礎学力テスト対策としての問題演習 ◆実践問題に取り組み、入試レベルで扱われる内容

や設問の形式に慣れ、得点力の基礎を涵養する。

◆問題演習 基礎学力テスト対策としての問題演習 ◆センター試験形式の客観問題に慣れ、基礎学力

到達度テストへの対策の一環とする。また、客観問題

◇評論の読解 評論３－２ の選択肢の選び方などについても学ばせる。

『平気―正岡子規』 ◇評論文を読み､筆者の着眼点や論理を把握する。

また、文中で扱われる抽象度の高い話題への関心

を深め、進学後の論理的思考力を養う。

◇評論の読解 評論４－１ ◇評論文を読み､筆者の着眼点や論理を把握する。

『グローバル化のゆくえ』 また、文中で扱われる抽象度の高い話題への関心

を深め、進学後の論理的思考力を養う。

卒業前教育 日本大学卒業前教育用オリジナルテキスト他 ３年間の復習も含め、総合的な学力を養う。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

短期の場合は、その時に学習している単元、次に取り組む単元の予習復習をノートにして提出しま
しょう。長期の場合はＨＰで連絡します。

学習方法 評論を中心として扱い、その内容として複雑な論理展開や、難解な語句を含む文章を読む力を完成
させ、論旨を明確に理解する着目点について集中的に学習していきます。

注意事項 ２年次よりも難解な内容を扱うため、授業中は常に内容に対して頭を働かせるよう意識してください。
また、語彙の正確な理解と、その論理関係を確実に把握しておくことは非常に重要です。さらには、
授業前の準備として内容に触れておくこと、授業後に内容を振り返っておくことを習慣化してくださ
い。扱う作品は繰り返し読む必要があります。

３
学
期

評価方法 定期試験の得点に平常点を加味して評価する。

２
学
期

前
半

後
半

１
学
期

前
半

後
半

年間目標 ２年次の学習内容に基づき、基礎学力テストに対応できる読解力を身に付ける。

使用教科書 東京書籍『精選　現代文』

高校３年生　現代文　年間指導計画表

日大クラス

教科目(単位数） ３単位

使用補助教材 数研出版『マーク演習現代文』



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

◇評論の読解① 評論①－１ ◇より難解な評論文を読み､筆者の着眼点や論理

「言語と記号」 展開を正確に把握する｡また、文中で扱われる抽象

評論①－２ 度の高い話題についても関心を持ち、自らの考えを

「他者の声、実在の声」 文章としてまとめる要約力を完成させる。

評論①－３ ◇筆者の視点を知ることで、物事の多角的な見方

「鏡の中の現代社会」 　を養い、新たな思考力を養う。

◇評論の読解② 評論②－１ ◇評論文の論理的読解の完成をめざし、論理の的

「グローバル化のゆくえ」 　確な把握によって論旨を理解する読解力を養う。

評論②－２ ◇評論文の読解を通して筆者の着眼点や論理展開

「原始社会像の真実」 　をたどり、論旨を的確に把握、説明する力を養う。

◆問題演習① 入試問題演習① ◆実践問題に取り組み、入試レベルで扱われる内容

や設問の内容についての周辺知識についても学ぶ。

◆問題演習② 入試問題演習② ◆１学期に身につけた読解の基礎を用いて設問に

対する回答を作成し、解説を読んで誤りについて検

討できる批判的読みを身につけさせる。

◆センター試験形式の客観問題に慣れ、対策の一環

とする。また、客観問題の選択肢の選定方法について

も学ばせる。

◆問題演習③ 入試問題演習③ ◆難関私大で出題される内容に触れ、その形式や答

案作成、選択肢選定の要点についても読解法と併せ

て身につけさせる。

◆多くの問題に触れるとともに、その周辺知識につい

ても整理し、同様の内容が出題されたときの対策とす

る。

◆入試直前授業 入試問題演習④ ◆大学入試の過去問題に取り組み、内容把握・確認

とともに、答案作成への実践力を完成させる。

◆時間配分や、答案作成、選択肢選択の要点などに

ついて、本番の試験前にもう一度確認しておく。

高校３年生　現代文　年間指導計画表

他大クラス

教科目(単位数） ３単位

年間目標 ２年次の学習内容に基づき、難関大の入試にも対応できる読解力を身に付ける。

使用教科書 東京書籍『精選　現代文B』

使用補助教材

１
学
期

前
半

後
半

桐原書店『新しいセンター試験国語　対策問題集　現代文』

２
学
期

前
半

後
半

３
学
期

評価方法 定期試験の得点に平常点を加味して評価する。

学習方法 入試において中心となる評論を扱い、複雑な論理展開や難解な語句を含む文章に対する読解力の完成
を目指す。また、問題演習では出題者の視点から、どのような問題でどのような間違いをさせようとして
いるかについても解説し、問題内容について俯瞰的な視点を持つ訓練も併せて行う。

注意事項 授業は常に入試を意識したものとして進める。記述等、対策が必要な者に対しては、要約などを課すこと
もあるため、家庭学習を心がけて授業に臨んでもらいたい。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

短期の場合は、その時に学習している単元、次に取り組む単元の予習復習をノートにして提出。長期の
場合はＨＰで連絡します。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

○評論（歌論）の読解 更級日記「源氏の五十余巻」 ○古典文法を総復習し、理解度を確認する。

文学史全般

○古文の問題演習 『スタディアーク古典』1～5

古文単語（副詞・連語①） ○１，２年次に引き続き重要語句を覚える。

○問題の解き方演習を繰り返して受験に備える。

●漢文の問題演習 『スタディアーク古典』16～18 ●句形の理解、習得と演習により受験に備える。

○古文の問題演習 『スタディアーク古典』5～10 ○問題の解き方演習を繰り返して受験に備える。

文学史全般

古文単語（副詞・連語②） ○１，２年次に引き続き重要語句を覚える。

●漢文の問題演習 『スタディアーク古典』19～21 ●句形の理解、習得と演習により受験に備える。

○古文の問題演習 『スタディアーク古典』11～15 ○問題の解き方演習を繰り返して受験に備える。

文学史全般

古文単語（名詞①） ○１，２年次に引き続き重要語句を覚える。

●漢文の問題演習 『スタディアーク古典』22～25 ●句形の理解、習得と演習により受験に備える。

○随筆の読解 枕草子「中納言参り給ひて」 ○随筆の読解を通し古典文法を理解、習得する。

方丈記「日野山の閑居」

文学史全般

●史話の読解 十八史略「髀肉皆消」 ●句形の理解、習得を目指す。

○●卒業前教育 日本大学卒業前教育用オリジナルテキスト他 ○●３年間の復習も含め、総合的な学力を養う。

三省堂『精選古典B』

教科目(単位数）

年間目標

使用教科書

２

学

期

前

半

後

半

使用補助教材

○１，２年次に学習した古典文学作品を網羅的、系
統的に覚える。

○１，２年次に授業で取り上げた古典文学作品を網
羅的、系統的に覚える。

高校3年生 古典（日大クラス）　年間指導計画表

定期試験の得点に平常点を加味して評価する。

一語一語の意味を丹念に調べて理解する。文法を知りしっかり記憶する。その作業を根気よく続け、知
識を積み重ねることが肝心である。また、様々なジャンルの文章をできる限り多く読み、古文漢文に慣れ
ることが重要である。

注意事項

辞書を引くこと、記録を取ること、ノートを作成すること、そして覚えること。地道な作業に粘り強く取り組む
ことが大事である。授業時間だけで十分な理解を得ることは難しいので、予習や復習といった自主学習
に努めるように。

第一学習社『実践型問題集スタディアークstep1古典』
三省堂『学習課題ノート　精選古典B』

数研出版『読解をたいせつにする体系古典文法　七訂版』　　いいずな書店『わかる・読める・解けるKey&Point　古文単語330』
浜島書店『改定版　例文による漢文の習得』

３

学

期

古典（３単位）

古文、漢文の基礎知識を確認し、今まで以上に理解を深める。新たな知識を習得し、実践に役立てる。読解の練習を通して基礎学力到達度テ
ストの受験に備える。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

１

学

期

前

半

後

半

短期の場合は、その時点で学習している単元、次に取り組む単元の予習復習をノートにまとめて提出す
る。長期の場合はHPで連絡する。

評価方法

学習方法

○１，２年次に授業で取り上げた古典文学作品を網
羅的、系統的に覚える。

○１，２年次に学習した古典文学作品を網羅的、系
統的に覚える。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

○古文の問題演習
『マーク演習　古典』
説話・近世小説・歴史物語・歌論・日記等

○問題の解き方演習を繰り返して受験に備え
る。

文学史全般
○１，２年次に授業で取り上げた古典文学作品
を網羅的、系統的に覚える。

古文単語
○１，２年次に引き続き、『古文単語330』から
重要語句を指定して覚える。

●漢文の問題演習
『マーク演習　古典』
散文・史伝・逸話等

●問題の解き方演習を繰り返して受験に備え
る。

○古文の問題演習
『マーク演習　古典』
随筆・軍記・お伽草子・紀行文・作り物語等

○問題の解き方演習を繰り返して受験に備え
る。

文学史全般
○１，２年次に授業で取り上げた古典文学作品
を網羅的、系統的に覚える。

古文単語
○１，２年次に引き続き、『古文単語330』から
重要語句を指定して覚える。

●漢文の問題演習
『マーク演習　古典』
思想・史伝・散文等

●句形の理解、習得を目指す。問題の解き方
演習を繰り返して受験に備える。

○古文の問題演習
『センター演習古文』古文編
説話・歌物語・仮名草子・歌文集等

○問題の解き方演習を繰り返して受験に備え
る。

・擬古物語・随筆

文学史全般
○１，２年次に授業で取り上げた古典文学作品
を網羅的、系統的に覚える。

古文単語
○１，２年次に引き続き、『古文単語330』から
重要語句を指定して覚える。

●漢文の問題演習
『センター演習古文』漢文編１・２・３・４・５・６
史書・随想・詩話・説話・史話・論説

●問題の解き方演習を繰り返して受験に備え
る。

○古文の問題演習
『センター演習古文』古文編
作り物語・説話・作り物語・擬古物語・紀行・軍記
等

○問題の解き方演習を繰り返して受験に備え
る。

文学史全般
○１，２年次に授業で取り上げた古典文学作品
を網羅的、系統的に覚える。

古文単語
○１，２年次に引き続き、『古文単語330』から
重要語句を指定して覚える。

●漢文の問題演習
『センター演習古文』漢文編
史話・論説・思想・史話・評論・詩論等

●問題の解き方演習を繰り返して受験に備え
る。

○入試直前授業 センター試験・私大入試対策演習 ○古文・漢文の過去問を解く。

　

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

１

学

期

前

半

後

半

短期の場合は、次に取り組む単元の予習復習をノートにまとめて提出する。長期の場合はHPで
連絡します。

評価方法

学習方法

高校3年生 古典（他大クラス）　年間指導計画表

定期試験の得点に平常点を加味して評価する。

授業１時間あたり大問一題（設問数７～８）に取り組む。20～25分で解答し、授業の残り時間で
解説を聞く。

注意事項
できる限り多くの問題に取り組むことを通して、長文問題に慣れ、解答のスピードを上げる。得点
に固執せず、演習で得た知識の応用を意識させる。

数研出版『大学入試センター試験対策問題集　マーク演習　古典』　　いいずな書店『センター試験演習　古典』

いいずな書店『わかる・読める・解ける　古文単語330』　　浜島書店『例文による　漢文の習得』　　数研出版『体系古典文法』

３

学

期

古典（３単位）

古文、漢文の問題演習と通して、大学入試センター試験の受験に備える。

三省堂『精選古典Ｂ』

教科目(単位数）

年間目標

使用教科書

２

学

期

前

半

後

半

使用補助教材



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

第11章　欧米における近代社会の成長 産業革命、米独立革命、仏革命とナポレオン 産業革命以降の近現代史を扱う。前近代の

第12章　欧米における近代国民国家の発展 ウィーン体制、ヨーロッパの再編 歴史についても、適宜復習する時間を設ける。

アメリカ合衆国の発展

第13章　アジア諸地域の動揺 オスマン帝国の動揺とアラブのめざめ 近現代史は諸国間の関係が複雑にからみあう

南アジア・東南アジアの植民地化 ため、年表を常に傍らに置き、10年間隔で歴史

東アジアの激動 事項を整理・理解するよう努める。

第14章　帝国主義とアジアの民族運動 帝国主義と列強の展開

世界分割と列強対立 ウィーン体制、ヴェルサイユ体制、ワシントン

アジア諸国の改革と民族運動 体制など大きな流れを把握し、そこに

第15章　二つの世界大戦 第一次世界大戦とロシア革命 各国史を関連付けてゆくようにする。

入試問題演習 基礎学力到達度テスト対策

第15章　二つの世界大戦 ヴェルサイユ体制下の欧米諸国 自由主義、国民主義、社会主義、帝国主義、

アジア・アフリカ民族主義の進展 ファシズムなどの思想・潮流に着目し、各国の

世界恐慌とファシズム諸国の侵略 歴史に与えた影響を理解する。

第二次世界大戦

第16章　冷戦と第三世界の自立 東西対立の始まりとアジア諸国の自立 客観問題、記述問題、論述問題、地図問題など、

冷戦構造と日本・ヨーロッパの復興 出題形式に応じた対策・指導を心がける。

冷戦構造と日本・ヨーロッパの復興 各国史、テーマ史、同時代史、文化史など発展的

第16章　冷戦と第三世界の自立 第三世界の自立と危機 学習にも取り組ませる。

米・ソ両大国の動揺と国際経済の危機 戦後の各国の歩みを、冷戦構造を踏まえて理解

第17章　現代の世界 冷戦の解消と世界の多極化 する。

社会主義世界の解体と変容 冷戦後の国際関係を整理する。その際、現在進

第三世界の多元化と地域紛争 行中の国際問題を事例としてあげるなど、現在の

出来事に関連させるように工夫する。

後

半

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

前

半

補助教材の問題集を用いて，既習事項を復習する。

評価方法

学習方法

後

半

１

学

期

２

学

期

前

半

高校３年生　年間指導計画表

定期試験による。小テスト・課題プリント等を平常点に加味することもある。

授業時に適宜指示する。

注意事項 授業内で適宜，文化史・テーマ史なども扱っていく。

３

学

期

卒業前教育

ニューステージ世界史詳覧　浜島書店（高校２年次に配布済み）

詳説世界史　改訂版　10分間テスト　山川出版社（高校２年次に配布済み）　・　詳説世界史スタンダードテスト　山川出版社

日大進学文系世界史（４単位）

日本大学統一試験で７割得点することを目標に，教科書を中心に世界史の基本事項を習得する。その際，細かな事項にとらわれることなく，歴
史の流れを把握することに重点を置く。

詳説世界史Ｂ　山川出版社

教科目(単位数）

年間目標

使用教科書

使用補助教材



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

序章　先史の世界 先史時代

第１章　オリエントと地中海世界 オリエント、ギリシア、ローマ、古代イラン

第２章　アジア・アメリカの古代文明 インド、東南アジア、中国文明、南北アメリカ文明

第３章　内陸アジア世界・東アジア世界の形成 魏晋南北朝、隋・唐、五代十国 授業をペースメイカーにして、高１・高２の既習事

第４章　イスラーム世界の形成と展開 イスラーム史 項を復習させる。

第５章　ヨーロッパ世界の形成と展開 中世ヨーロッパ史

（『ゼミナール世界史』１～１８）

第６章　内陸アジア世界・東アジア世界の展開 宋～元 補充問題プリントを用いるなど､個々人の苦手分

第７章　アジア諸地域の繁栄 明・清、サファヴィー朝、オスマン帝国、ムガル帝国 野克服のための課題を課し､早期に知識の穴を

第８章　近世ヨーロッパ世界の形成 近世ヨーロッパ史 埋めさせる。

第９章　近世ヨーロッパ世界の展開 近世ヨーロッパ史

第10章　近代ヨーロッパ・アメリカ世界の成立 産業革命、アメリカ独立革命、フランス革命

第11章　欧米における近代国民国家の発展 １９世紀の西洋史

第12章　アジア諸地域の動揺 １８～１９世紀の東洋史

第13章　帝国主義とアジアの民族運動 帝国主義の時代

第14章　二つの世界大戦 第１次世界大戦 客観問題、記述問題、論述問題、地図問題など、

（『ゼミナール世界史』１９～３５） 出題形式に応じた対策・指導を心がける。

過去問演習 基礎学力到達度テスト対策

第14章　二つの世界大戦 ロシア革命、戦間期、第２次世界大戦

第15章　冷戦と第三世界の独立 東西冷戦 各国史、テーマ史、同時代史、文化史など発展的

第16章　現在の世界 冷戦後の世界 学習にも取り組ませる。

（『ゼミナール世界史』３６～４１）

２

学

期

前

半

後

半

使用教科書

使用補助教材

１

学

期

高校３年生　年間指導計画表

ニューステージ世界史詳覧　浜島書店

詳説世界史　改訂版　10分間テスト　山川出版社（高校２年次に配布済み）　・　要点整理ゼミナール世界史　浜島書店

日大進学文系世界史演習（３単位）

基礎学力到達度テストで７割得点することを目標とする。高校１・２年で学んだ内容を復習し、問題演習を通じて受験レベルの実践力を養成す
る。

詳説世界史Ｂ　山川出版社

教科目(単位数）

年間目標

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題
問題集を用いて、既習事項を復習する。

評価方法

学習方法

１授業につき１単元ずつノートに問題を解いてくること。予習の際は教科書を見ながらでかまわない。授
業はその解説となる。授業が終わったら必ず問題を解きなおすこと。できるようになるまで何回も解きな
おすこと。その際、授業で補足されたことを合わせて確認しておくこと。さらに、自分でも教科書等で調べ
たことなどを適宜補足して勉強すること。

注意事項 未習の西洋文化史については、講義後に演習する。

　定期試験　小ﾃｽﾄ　課題ﾌﾟﾘﾝﾄ等



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

第11章　欧米における近代社会の成長 産業革命、米独立革命、仏革命とナポレオン

第12章　欧米における近代国民国家の発展 ウィーン体制、ヨーロッパの再編

アメリカ合衆国の発展 産業革命以降の近現代史を扱う。前近代の

第13章　アジア諸地域の動揺 オスマン帝国の動揺とアラブのめざめ 歴史についても、適宜復習する時間を設ける。

南アジア・東南アジアの植民地化

東アジアの激動

第14章　帝国主義とアジアの民族運動 帝国主義と列強の展開 近現代史は諸国間の関係が複雑にからみあう

世界分割と列強対立 ため、年表を常に傍らに置き、10年間隔で歴史

アジア諸国の改革と民族運動 事項を整理・理解するよう努める。

第15章　二つの世界大戦 第一次世界大戦とロシア革命

ヴェルサイユ体制下の欧米諸国

アジア・アフリカ民族主義の進展 ウィーン体制、ヴェルサイユ体制、ワシントン

世界恐慌とファシズム諸国の侵略 体制、冷戦構造など大きな流れを把握し、そこに

第二次世界大戦 各国史を関連付けてゆくようにする。

第16章　冷戦と第三世界の自立 東西対立の始まりとアジア諸国の自立

冷戦構造と日本・ヨーロッパの復興

第三世界の自立と危機 自由主義、国民主義、社会主義、帝国主義、

米・ソ両大国の動揺と国際経済の危機 ファシズムなどの思想・潮流に着目し、各国の

第17章　現代の世界 冷戦の解消と世界の多極化 歴史に与えた影響を理解する。

社会主義世界の解体と変容

第三世界の多元化と地域紛争

入試問題演習 センター試験対策 客観問題、記述問題、論述問題、地図問題など、

私大入試対策 出題形式に応じた対策・指導を心がける。

国公立二次試験対策 各国史、テーマ史、同時代史、文化史など発展的

学習にも取り組ませる。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

前

半

詳説世界史改訂版１０分間テストを用いて，既習事項を復習する。

後

半

１

学

期

前

半

後

半

２

学

期

評価方法

学習方法

高校３年生　年間指導計画表

定期試験による。小テスト・課題プリント等を平常点に加味することもある。

授業時に適宜指示する。

注意事項 授業内で適宜，文化史・テーマ史なども扱っていく。

３

学

期

個別に対応（受験対策）

ニューステージ世界史詳覧　浜島書店（高校２年次に配布済み）

詳説世界史　改訂版　10分間テスト　山川出版社（高校２年次に配布済み）・詳説世界史スタンダードテスト　山川出版社

他大進学文系世界史（4単位）

センター試験で８割得点することを目標に，教科書を中心に世界史の基本事項を習得する。その際，細かな事項にとらわれることなく，歴史の流
れを把握することに重点を置く。また，他大進学のため，センター試験等の過去問演習を通じて，受験レベルの実践力を養成する。

詳説世界史Ｂ　山川出版社

教科目(単位数）

年間目標

使用教科書

使用補助教材



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

序章/第１章　オリエントと地中海世界の形成と展開 先史時代、オリエント、ギリシア、ローマ、イラン

第２章　南アジア・東南アジア世界の形成 インド、東南アジア

第３章　東アジア世界の形成（１） 中国史（中国文明～後漢）

第４章　内陸アジア世界の形成と東アジア世界の形成（２） 内陸アジア史、中国史（魏晋南北朝～唐） 授業をペースメイカーにして、高１・高２の既習事

第５章　近代以前のアフリカ・アメリカ・オセアニア アフリカ、アメリカ、オセアニア 項を復習させる。

第６章　イスラーム世界の形成と展開 イスラーム史

第７章　ヨーロッパ世界の形成と発展 中世ヨーロッパ史 補充問題プリントを用いるなど､個々人の苦手分

第８章　内陸アジア世界と東アジア世界の展開 中国史（五代十国時代～元） 野克服のための課題を課し､早期に知識の穴を

第９章　アジア諸地域の繁栄 オスマン帝国､ムガル帝国、明・清 埋めさせる。

第10章　近世ヨーロッパの形成（１） 大航海時代、ルネサンス、宗教改革

第11章　近世ヨーロッパの形成（２） 近世ヨーロッパ各国史

第12章　近世ヨーロッパ・アメリカ世界の成立 米独立革命、仏革命、産業革命

第13章　欧米における近代国民国家の発展 18世紀の西洋史 出題形式に応じた対策・指導を心がける。

第14章　アジア・アフリカ諸地域の動揺 18世紀の東洋史

第15章　帝国主義の時代 帝国主義

第16章　第一次世界大戦と世界の変動 第一次世界大戦、ヴェルサイユ・ワシントン体制

第17章　ファシズムと第二次世界大戦 世界恐慌以降の戦間期、第二次世界大戦 各国史、テーマ史、同時代史、文化史など発展的

第18章　冷戦の時代 冷戦 学習にも取り組ませる。

第19章　冷戦の終結 冷戦後

センター試験過去問（２０１０～２０１５年） 過去問演習

使用教科書

使用補助教材

高校３年生　年間指導計画表

　定期試験　小ﾃｽﾄ　課題ﾌﾟﾘﾝﾄ等

ニューステージ世界史詳覧　浜島書店

ベストセレクション　センター試験　世界史Ｂ重要問題集

他大進学文系世界史演習（３単位）

他大進学のためセンター試験で８割得点することを目標とし､センター試験等の過去問演習を通じて、受験レベルの実践力を養成する。

詳説世界史Ｂ　山川出版社

教科目(単位数）

年間目標

後
半

１
学
期

２
学
期

前
半

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

前
半

問題集を用いて、既習事項を復習する。

評価方法

学習方法 授業時に適宜指示する。

注意事項 特になし。

３
学
期

個別に対応（受験対策）

後
半



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

第３部　近　世

　第７章　幕藩体制の展開 幕政の安定

経済の発展

元禄文化

・農村・都市の変容により幕藩体制が動揺し，幕府

や諸藩が実施した改革の意義と影響を考察する。

・欧米諸国のアジア進出とそれに対する幕府の対

応を考察し，幕府が衰退に向かう過程を理解する。

　第８章　幕藩体制の動揺 幕政の改革 ・洋学や国学，新たな展開を見せる文学・芸能・美

宝暦・天明期の文化 術を社会の変容と関連付けて考察する。

幕府の衰退と近代への道

化政文化

入試問題演習 基礎学力到達度テスト対策

　第９章　近代国家の成立１ 開国と幕末の動乱 ・開国までの経緯を，日本を国際社会に組み込む

にいたった国際環境の変化に留意させ理解する。

明治維新と富国強兵 ・明治政府の諸制度の改革や富国強兵・殖産興業

立憲国家の成立と日清戦争 政策を通じて，国家的統一過程を理解する。

・政府による強力な中央集権体制の推進と，自由

民権運動への対応の中で，近代国家の基盤が形

成される過程を理解する。

・不平等条約の改正および東アジアへの進出によ

って，欧米列強と肩を並べていく過程を，諸外国の

動向と関連付けて考察する。

卒業前教育

「日本大学基礎学力到達度テスト」に十分対応できる学力の育成を行うとともに,高校2年次からの日本史学習の仕上げを目標とする.

後

半

前

半

２

学

期

高校３年生　日大進学文系日本史Ｂ　年間指導計画表

定期試験・小テスト･課題プリントに平常点を加え、評価する。

担当者の指示にしたがって，教科書の該当箇所を予習する。基本事項の確認については，用語集・史料集・参考書等を活用する。
授業では，歴史的事象の時代背景・相互関連を含め解説するので，問題集を使って復習に努めてください。

山川出版社『詳説　日本史Ｂ』

教科目(単位数）

年間目標

使用教科書

使用補助教材
帝国書院 『図説　日本史通覧』，山川出版社 『改訂版　日本史Ｂ用語集』， 同『詳説日本史10分間テスト』，浜島書店『要点整理　ゼミナール日本史』，

 担当者作成プリント

日大進学文系日本史Ｂ（ ４単位）

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題
担当者作成の問題演習プリントを行う。

前

半

１

学

期

後

半

評価方法

学習方法

注意事項 特になし

３

学

期



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

古代～中世（鎌倉時代前半） 日本文化のあけぼの 問題演習を通じて知識の確認と習得および実践

律令国家の形成 力の養成を主眼とする。

貴族政治と国風文化

中世社会の成長（３武士の社会まで）

（『ゼミナール日本史』１～１１）

中世（鎌倉時代後半）～近世 中世社会の成長（４蒙古襲来から） 問題演習を通じて知識の確認と習得および実践

武家社会の成長 力の養成を主眼とする。

幕藩体制の確立

幕藩体制の展開

幕藩体制の動揺

（『ゼミナール日本史』１２～２５）

入試問題演習 基礎学力到達度テスト対策 問題演習を通じて知識の確認と習得および実践

力の養成を主眼とする。

到達度テスト後　

近現代 近代国家の成立

(『ゼミナール日本史』２６～２８)

近現代 近代国家の成立 問題演習を通じて、日大進学に向けて近現代期の

(『ゼミナール日本史』２９～３３) 基本的な知識の習得を目指す。

卒業前教育

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

１

学

期

前

半

後

半

補助教材『要点整理　ゼミナール　日本史』（浜島書店）の該当箇所を適宜指示。

評価方法

学習方法

高校３年生　日大進学文系日本史演習　年間指導計画表

定期試験・課題プリント・ノートに平常点を加え，評価する。

授業では,補助教材『要点整理　ゼミナール　日本史』を使って学習する。また、放課後補講・夏期講習を適宜行う。

注意事項
１授業につき１単元ずつノートに問題を解いてくること。予習の際は教科書を見ながらでかまわない。授業はその解説となる。授業が終わったら
必ず問題を解きなおすこと。できるようになるまで何回も解きなおすこと。その際、授業で補足されたことを合わせて確認しておくこと。さらに、自
分でも教科書等で調べたことなどを適宜補足して勉強すること。

担当者作成プリント，浜島書店 『要点整理　ゼミナール　日本史』，帝国書院『図説　日本史通覧』

３

学

期

日大進学文系日本史演習（3単位）

日本大学基礎学力到達度テストに対応できる学力の養成をめざす。従って，演習の範囲は古代から江戸時代終了（幕末を除く）までを先ず第一
とする。日本大学基礎学力到達度テスト終了後は近現代期の問題演習を行う。

山川出版社 『詳説　日本史Ｂ』

教科目(単位数）

年間目標

使用教科書

２

学

期

前

半

後

半

使用補助教材



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

　第８章　幕藩体制の動揺 幕政の改革 ・農村・都市の変容により幕藩体制が動揺し，幕府

宝暦・天明期の文化 や諸藩が実施した改革の意義と影響を考察する。

幕府の衰退と近代への道 ・欧米諸国のアジア進出とそれに対する幕府の対

化政文化 応を考察し，幕府が衰退に向かう過程を理解する。

・洋学や国学，新たな展開を見せる文学・芸能・美

術を社会の変容と関連付けて考察する。

　第９章　近代国家の成立 開国と幕末の動乱 ・開国までの経緯を，日本を国際社会に組み込

明治維新と富国強兵 むにいたった国際環境の変化に留意させ理解す

る。

・明治政府の諸制度の改革や富国強兵・殖産興

業を通じて，国家的統一過程を理解する。

立憲国家の成立と日清戦争 ・政府による強力な中央集権体制の推進と，自

日露戦争と国際関係 由民権運動への対応の中で，近代国家の基盤

が形成される過程を理解する。

・不平等条約の改正および東アジアへの進出に

よって，欧米列強と肩を並べていく過程を，諸外

国の動向と関連付けて考察する。

近代産業の発展 ・日清・日露戦争前後にかけて資本主義が確立

近代文化の発達 された過程を，産業革命や近代産業の発展に

注目して考察する。

　第10章　二つの世界大戦とアジア 第一次世界大戦と日本 ・大戦前後の政治動向と対外政策の推移につ

いて，政党政治の発展や日本の中国進出を

踏まえて考察する。

ワシントン体制 ・大戦後，国際協調体制の進展にいたる国際環

境の推移を理解する。

市民文化の変容と大衆文化 ・文化の背景に，労働者や都市中間層の拡大に

よる大衆社会の成立があったことを理解する。

恐慌の時代 ・戦後恐慌から昭和恐慌にいたる国内外の状況

況について，政治経済の動揺に着目し理解する。

軍部の台頭 ・対外政策の推移を，世界情勢や軍部の政治

的進出の拡大による政党内閣の崩壊過程を

踏まえて考察する。

第二次世界大戦 ・日中戦争の勃発から太平洋戦争にいたる過

程を，大戦との関連を意識しながら考察する。

　第11章　占領下の日本 占領と改革 ・戦後の世界秩序を踏まえ，占領政策及び戦

後の民主化政策とそれに伴う諸政策を理解

する。

　第12章　高度成長の時代 冷戦の開始と講和 ・東アジア情勢の変化を踏まえ，連合国による

５５年体制 占領が終結し，日本が独立した意味を考える

独立後の国内政治ついて，５５年体制の成立

　第13章　激動する世界と日本 から安定した保守政権の成立にいたるまでの

過程を理解する。

経済復興から高度成長へ ・朝鮮特需による経済復興とその後の高度経

済成長について，経済の国際化と国内の技

術革新などの側面に着目して考察する。

経済大国への道 ・高度成長が終わり，保守政権が動揺する中，

国際情勢の変化を踏まえて行なった国内の

政治対策について考察する。

冷戦終結と日本社会の動揺 ・冷戦体制の終結とそれに関わる国内状況に

ついて，政治・経済・生活文化の面を踏まえて

考察する。

教科目(単位数）

年間目標

使用教科書

２

学

期

使用補助教材

１

学

期

前

半

高校３年生　他大進学文系日本史Ｂ　年間指導計画表

定期試験と小テストをもとに総合的に評価する。  


近年，多くの大学の入試問題は，日本史においても難問・奇問が減り，各時代の総合的な理解ができているか，政治や社会等，各分野の歴史
的な変遷が把握できているかを問うものが主流となっている。したがって，予習を行ない，疑問に思う個所を明らかにして授業に臨むことが要求
される。授業は，歴史の流れを把握することに主眼を置く。そのために必要な重要事項を効率よく整理し，提供することを心がけるつもりである。
授業後，副教材を使って，実戦的な課題を出す。

注意事項
歴史を学ぶ上で何より大切なのは，歴史の流れを「大きくつかんで，細かく押さえる」ことである。やみくもに歴史用語を暗記するのではなく，歴
史事象の因果関係あるいは変化を，常に意識して学習する態度が必要とされる。授業で，「流れ」をつかみ，復習のための課題演習を通じて，
重要事項の定着をはかってほしい。

担当者作成プリント，帝国書院『図説　日本史通覧』，山川出版社『日本史Ｂ用語集』，同『日本史史料集』，同『復習と演習　日本史テスト』，とう
ほう『ウィニングコンパス　日本史の整理と演習』

３

学

期

他大進学文系日本史Ｂ（４単位）

高校2年次からの日本史学習の仕上げを目標とする。なお，他大学受験を念頭に置き，入試に十分に対応できる学力の育成をめざす。

山川出版社『詳説　日本史Ｂ』

後

半

評価方法

学習方法

前

半

後

半



インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題
補助教材の該当箇所を適宜指示する。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

●　原始・古代 日本文化のあけぼの

律令国家の形成

貴族政治と国風文化

●　中世 中世社会の成立

武家社会の成長
センター試験に対応するため，過去問を中心
に
演習を重ねて行なう。
あわせて，日大統一テストの過去問も適宜用
いて
さまざまな出題形式に慣れる。

●　近世 幕藩体制の確立
他大学の入試問題では，分野別テーマ史，通
史

　幕藩体制の確立期 幕藩体制の展開 も多くみられるので，その対策も講じたい。

　幕藩体制の展開期 幕藩体制の動揺
図表・史料・統計などを用いた出題も，適宜演
習

幕府の衰退 に織り込んでいく。

●近代・現代 近代国家の成立

　明治国家の成立期 近代日本とアジア

　明治国家の発展期 恐慌の時代

　明治国家の崩壊期 軍部の台頭

日中戦争から太平洋戦争へ

　戦後の日本と世界 占領と日本の民主化

冷戦の開始と講和

55年体制

経済復興から高度成長へ

経済大国への道

  問題演習（大学入試問題） 実践力を養成する

教科目(単位数）

年間目標

使用教科書

２

学

期

前

半

後

半

使用補助教材

高校３年生　難関大進学日本史演習　年間指導計画表

定期試験・小テストを中心に総合的に評価する。

センター試験の特徴は，出題範囲に「穴」がないことである。各時代を偏りなく，丁寧に学習することが要求される。教科書冒頭に扱われるような
「コラム」（例：「資料を読む」「資料に触れる」）からも出題される。また，出題形式も正誤問題から年代順の配列まで多様である。詳しくは授業で
指摘・指示するので，受け身にならない積極的な姿勢が求められる。

注意事項 特になし。

実教出版『べストコレクション　センター試験日本史Ｂ重要問題集』担当者作成プリント，帝国書院『図説　日本史通覧』，山川出版社『日本史Ｂ
用語集』，同『日本史史料集』，同『復習と演習　日本史テスト』，とうほう『ウィニングコンパス　日本史の整理と演習』

３

学

期

他大進学日本史演習（3単位）

他大学受験を前提に日本史の問題演習を行なう。具体的にはセンター試験，難関大学一般入試に十分対応できる力を養うことが目標となる。

山川出版 『詳説　日本史Ｂ』

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

１

学

期

前

半

後

半

補助教材を使って学習する。該当部分については，適宜指示する。

評価方法

学習方法



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

第４節　近世日本の思想（２） 　１　民衆の思想 ○朱子学に基づく江戸思想の多様な展開を理解する。

　２　国学の形成 ○古学から国学への展開と，国学による自文化理解の特徴を学習する。

　３　幕末の思想 ○洋学の発展と西洋に対する「和魂洋才」の態度について理解する。

第５節　西洋思想の受容と展開  １　啓蒙思想と自由民権思想 ○福沢諭吉や中江兆民の思想とその軌跡を学習する。

 ２　キリスト教の受容 ○内村鑑三の思想形成を通して，日本近代化の課題について考える。

 ３　国家主義の台頭と社会主義思想 ○国家主義や初期社会主義を通じて，日本近代化について考える。

 ４　近代的自我の確立 ○夏目漱石の文学や大正デモクラシーの展開を学習する。

 ５　近代日本哲学の成立と超国家主義 ○西田哲学や和辻倫理学の形成と，ファシズムについて考える。

 ６　多様な文化と共生の課題 ○自文化理解を学習し，国際社会の中の日本文化の可能性を考える。

演習 センター試験や統一テストの過去問 得点力の強化。

用語集 基礎力を確かなものにし､高得点より高確率

を心がける｡

演習 センター試験や統一テストの過去問 得点力の強化。

用語集 基礎力を確かなものにし､安定した得点率を

目指す。

演習 学年末テストに向けての総復習 総復習

現時点では未定

実教出版 『高校 倫理』

教科目(単位数）

年間目標

使用教科書

２

学

期

前

半

後

半

使用補助教材

高校３年　日大進学政治経済演習（倫理）　年間指導計画表

定期試験

過去問題を数多く解くことにより各自の「穴」を見つけ、その部分を復習・強化していく。

注意事項 漫然と過去問題を解くということにならないよう、時間をはかり、集中力を高めつつ効率良い演習を心がける。

浜島書店 『最新図説　倫理』　、とうほう 『ウィニングコンパス　倫理・政経　／　現代社会　の整理と演習』

清水書院『用語集　倫理』

３

学

期

日大進学政治経済演習（倫理・３単位）

基礎学力到達度テストで標準化得点60点平均を目標に、「センター試験」や「日大統一テスト」等の過去問を活用し、演習に
力点を置いた授業展開にする

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

１

学

期

演習問題を解き、その解説をレポートにまとめる。

評価方法

学習方法

前

半

後

半



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

第２章　現代経済のしくみ 企業と市場機構 ・国民経済の内容を把握する。

国民所得 ・修正資本主義における積極的な財政・金融政策の

財政と金融 内容と問題点を理解する。

第３章　現代経済と福祉の向上 戦前・戦後の経済史 ・経済構造の変化と国民生活の変容を考察する。

第４章　世界経済と日本 産業構造の変化 ・国際経済体制のあり方を平和維持と関連させて

消費者の保護 考察する。

労働問題

社会保障制度

国際通貨制度　国際経済の展開

政治分野・経済分野重要事項の 要点のまとめ ・基礎学力到達度テスト及び他大学入試などに向けた

学習及び問題の演習 日本大学統一テスト過去問題 学習。

センター試験過去問題

政治分野・経済分野重要事項の 要点のまとめ ・基礎学力到達度テスト及び他大学入試などに向けた

学習及び問題の演習 日本大学統一テスト過去問題 学習。

センター試験過去問題

演習 学年末テストに向けての総復習 総復習

現時点では未定

前

半

後

半

使用補助教材

後

半

前

半

とうほう 『ウィニングコンパス　倫理・政経　／　現代社会　の整理と演習』

第一学習社 『最新政治経済資料集』，清水書院 『用語集　政治経済』

３

学

期

日大進学政治経済（4単位）

基礎学力到達度テストで標準化得点60点平均を目標に、「センター試験」や「日大統一テスト」等の過去問を活用し、得点力
を身に付けられるような授業展開にする

実教出版 『高校　政治・経済』

教科目(単位数）

年間目標

使用教科書

２

学

期

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

１

学

期

適宜指示する。

評価方法

学習方法

高校３年生　日大進学政治経済　年間指導計画表

定期試験及び単元テスト・課題の提出状況で評価します。

教科書・資料集・用語集で基本事項の理解に努め，演習により広範な知識の定着をはかる。

注意事項 難解な内容が多く見受けられますが，学習した単元を一つ一つ確実に身につける地道な努力を期待します。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

2章　複素数平面 1　複素数平面

1節　複素数平面 2　複素数の極形式

3　ﾄﾞ・ﾓｱﾌﾞﾙの定理

2節　図形への応用 1　円と分点

2　複素数と三角形

1章　平面上の曲線 1　放物線

1節　2次曲線 2　楕円

3　双曲線

4　2次曲線の平行移動

5　2次曲線と直線

6　2次曲線と離心率

2節　媒介変数表示と極座標 1　曲線の媒介変数表示

2　極座標と極方程式

3　いろいろな曲線

5章　微分の応用 1　接線・法線の方程式

1節　接線、関数の増減 2　平均値の定理

3　関数の増減

4　関数の極大・極小

5　第2次導関数とグラフ

2節　微分のいろいろな応用 1　最大・最小

2　方程式・不等式への応用

3　速度・加速度

4　近似式

使用教科書
東京書籍『数学Ⅲ』

１

学

期

後

半

放物線・楕円・双曲線の定義を理解する。ま
た、2次曲線についての様々な関係席を理解す
る。

媒介変数表示や直交座標・極座標の関係を理
解する。また、極方程式で表すことが出来る。

前

半

複素数平面上の点が複素数を表していること
を理解する。また、複素数の極形式を理解す
る。

内分点や外分点・円・軌跡を、複素数を用いて
表現することが出来る。

使用補助教材

東京書籍『ニュースコープⅢ』

高校３年生　年間指導計画表

教科目(単位数）
数学Ⅲα（日大クラス・理系、４単位）

年間目標
数学的活動を通して、考え方に関心をもつとともに，数学的な見方や考え方のよさを認識し，それらを事象の考察に活用しようとする。また、数学的な見方や考え方を身につけ，事象を数学的に
とらえ，論理的に考察するとともに過程を振り返り多面的・発展的に考える。さらに、事象を数学的に考察し，表現し処理する仕方や見方を身につける。そして、基礎学力到達度テストで高得点
がとれるようにする。

２

学

期

前

半

接線･法線の方程式を求めることが出来る。ま
た、平均値の定理を理解し、関数の増減を調
べることが出来る。さらに、グラフの凹凸に関す
る性質を理解し、グラフをかける。

後

半

微分法を用いて、最大値・最小値を求めたり、
不等式を証明することが出来る。また、速度・
加速度を導関数を用いて表現できることを理解
する。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

インフルエンザ等による長期休業中は、教科書・問題集・参考書とノートを用いて復習を進めておきましょう。方法としては、始めに教科書を読ん
で、用語や記号の定義や公式をまとめ、その後に例と例題の問題文と解説・解答を書き写します。その際、疑問点などを書き加えておくと良いで
しょう。問題集、の例題・練習に挑戦してください。上記の学習の方法を参照してください。そして、余裕ができたら、予習に手を伸ばしてください。
シラバスに載っている授業計画をよく見て、どの程度進めるべきかを確認するようにしてください。

評価方法

１　定期試験の成績
　　知識・理解に偏ることなく、数学的な考え方、表現・処理をみるための問題も出題します。
２　学習態度等の平常点
　　 課題の提出状況・課題テスト・小テストの成績などを評価します。
１、２を本校評価法に合わせて判断します。

学習方法

１．問題集の例題をノートに写しながら、問題の解き方を理解する
２．例題の下にある問題を解いて、理解を深める
３．参考書を使って、問題を解く（解法のポイントや要点もまとめる）

注意事項

数学の問題の解法は、設問に対して、定義やルールに従って複数のプロセスを経て論理的に展開され、結論が導き出されるものです。単に数
学の定義や 定理・公式などの「知識」や問題解法を単発的に丸暗記し、知識量を増やしたとしても、それらを単純にあてはめる事で問題が解け
るようになることはありません。問題を解くには、まずはそのパターンを認識できるかが大切だと思います。数学の問題を解くにあたって考えると
いうのは、問題文を読んで、問題が示す条件と既知の知識との間に類似性と差異を見出すことなのだと思います。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

3節　関数の極限 1　関数の極限

2　三角関数の極限

3　関数の連続性

4章　微分 1　導関数

1節　微分法 2　積・商の微分法

3　合成関数の微分

2節　いろいろな関数の導関数 1　三角関数の導関数

2　対数関数・指数関数の導関数

3　高次導関数

6章　積分とその応用 1　不定積分とその基本公式

1節　不定積分 2　置換積分法と部分積分法

3　いろいろな関数の不定積分

2節　定積分 1　定積分

2　定積分の置換積分法

3　定積分の部分積分法

4　定積分で表された関数

5　定積分と区分求積法

6　定積分と不等式

3節　面積・体積・長さ 1　面積

2　体積

3　曲線の長さと道のり

学習方法

１．問題集の例題をノートに写しながら、問題の解き方を理解する
２．例題の下にある問題を解いて、理解を深める
３．参考書を使って、問題を解く（解法のポイントや要点もまとめる）

注意事項

数学の問題の解法は、設問に対して、定義やルールに従って複数のプロセスを経て論理的に展開され、結論が導き出されるものです。単に数
学の定義や 定理・公式などの「知識」や問題解法を単発的に丸暗記し、知識量を増やしたとしても、それらを単純にあてはめる事で問題が解け
るようになることはありません。問題を解くには、まずはそのパターンを認識できるかが大切だと思います。数学の問題を解くにあたって考えると
いうのは、問題文を読んで、問題が示す条件と既知の知識との間に類似性と差異を見出すことなのだと思います。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

インフルエンザ等による長期休業中は、教科書・問題集・参考書とノートを用いて復習を進めておきましょう。方法としては、始めに教科書を読ん
で、用語や記号の定義や公式をまとめ、その後に例と例題の問題文と解説・解答を書き写します。その際、疑問点などを書き加えておくと良いで
しょう。問題集の例題・練習に挑戦してください。上記の学習の方法を参照してください。そして、余裕ができたら、予習に手を伸ばしてください。
シラバスに載っている授業計画をよく見て、どの程度進めるべきかを確認するようにしてください。

評価方法

１　定期試験の成績
　　知識・理解に偏ることなく、数学的な考え方、表現・処理をみるための問題も出題します。
２　学習態度等の平常点
　　 課題の提出状況・課題テスト・小テストの成績などを評価します。
１、２を本校評価法に合わせて判断します。

使用補助教材

東京書籍『ニュースコープⅢ』

２

学

期

前

半

不定積分の基本的な性質・公式を理解し、不
定積分を求めることが出来る。

様々な積分法を用いて、定積分の値を求める
ことがでいる。

後

半
曲線で囲まれた面積、立体の体積が定積分に
よって求められることを理解する。

高校３年生　年間指導計画表

教科目(単位数）
数学Ⅲβ（日大クラス・理系、３単位）

年間目標
数学的活動を通して、考え方に関心をもつとともに，数学的な見方や考え方のよさを認識し，それらを事象の考察に活用しようとする。また、数学的な見方や考え方を身につけ，事象を数学的に
とらえ，論理的に考察するとともに過程を振り返り多面的・発展的に考える。さらに、事象を数学的に考察し，表現し処理する仕方や見方を身につける。そして、統一テストで高得点がとれるよう
にする。

使用教科書
東京書籍『数学Ⅲ』

１

学

期

前

半

関数の極限の性質を理解する。また，指数
関数・対数関数・三角関数の極限を調べる
ことができる。関数の連続性と中間値の定
理について理解する。

後

半

導関数の定義にしたがって，基本的な関数の
導関数を求めることができる。また，導関数の
基本的な性質を理解する。合成関数の微分法
および逆関数の微分法を理解し，それらを用い
ていろいろな関数の導関数を求めることができ
る
三角関数・対数関数の導関数について理解
し，導関数を求めることができる。対数微分法
を理解し，それを用いて，指数関数の導関数を
求めることができる。また、高次導関数を理解
する



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

2章　複素数平面 1　複素数平面

1節　複素数平面 2　複素数の極形式

3　ﾄﾞ・ﾓｱﾌﾞﾙの定理

2節　図形への応用 1　円と分点

2　複素数と三角形

1章　平面上の曲線 1　放物線

1節　2次曲線 2　楕円

3　双曲線

4　2次曲線の平行移動

5　2次曲線と直線

6　2次曲線と離心率

2節　媒介変数表示と極座標 1　曲線の媒介変数表示

2　極座標と極方程式

3　いろいろな曲線

5章　微分の応用 1　接線・法線の方程式

1節　接線、関数の増減 2　平均値の定理

3　関数の増減

4　関数の極大・極小

5　第2次導関数とグラフ

2節　微分のいろいろな応用 1　最大・最小

2　方程式・不等式への応用

3　速度・加速度

4　近似式

高校３年生　年間指導計画表

教科目(単位数）
数学Ⅲα（他大クラス・理系、4単位）

年間目標
演習を通して、数学ⅠAⅡBの範囲について理解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに，それらを活用する態度を育てる。また、
事象を数学的にとらえ，対象を論理的に考察するとともに過程を振り返り多面的・発展的に考える。さらに、数学的な考察，数学的な表現・処理の仕方や推論の方法を身につける。そして、国公
立2次や私大理系数学で高得点がとれるようにする。

使用補助教材

東京書籍『ニュースコープⅢ』

啓林館『フォーカス・ゴールドⅢ』

使用教科書
東京書籍『数学Ⅲ』

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

インフルエンザ等による長期休業中は、教科書・問題集・参考書とノートを用いて復習を進めておきましょう。方法としては、始めに教科書を読ん
で、用語や記号の定義や公式をまとめ、その後に例と例題の問題文と解説・解答を書き写します。その際、疑問点などを書き加えておくと良いで
しょう。問題集、フォーカスゴールドの例題・練習に挑戦してください。上記の学習の方法を参照してください。そして、余裕ができたら、予習に手
を伸ばしてください。
シラバスに載っている授業計画をよく見て、どの程度進めるべきかを確認するようにしてください。

評価方法

１　定期試験の成績
　　知識・理解に偏ることなく、数学的な考え方、表現・処理をみるための問題も出題します。
２　学習態度等の平常点
　　 課題の提出状況・課題テスト・小テストの成績などを評価します。
１、２を本校評価法に合わせて判断します。

学習方法

１．問題集の例題をノートに写しながら、問題の解き方を理解する
２．例題の下にある問題を解いて、理解を深める
３．参考書を使って、問題を解く（解法のポイントや要点もまとめる）

注意事項

大学受験のための数学を学ぶには段階がある。第１段階は「基本問題」の解法を習得する段階である。第２段階は、「典型問題」の解法を習得する段階である。最後の段階に「融合問題」のように広範囲にわた
る知識を要する実戦的な入試問題を解けるようにする段階である。各段階において、参考書の内容を全部暗記すること自体に価値があるわけではなく、必要な情報を検索し、活用する技術にこそ価値がある。
解けなかった問題は、まずその問題の「問題文から何を読み取って、どのように解答に結び付けているのか」解説を読めば分かるという状態に持っていくことを目指すことである。最後に入試問題を解けるように
なるには、一定量の知識を確保したら、その知識を用いてアウトプットの練習を積極的に行うことである。解けなかった問題が出てきたとき、その問題の解答を熟読し、参考書でその問題で使われている考え方
や解法が収録されている問題を探すのです。難しい問題といっても、考え方そのものは基本的なものを組み合わせていることが多い。また、多くの問題をやっていく中で、「知らないこと」もたくさん出てくるだろう。
そのときは、その知識をその場で覚えれば良い。そしてまた出てきたら今度は使えるように知識として準備すれば良い。

１

学

期

後

半

放物線・楕円・双曲線の定義を理解する。ま
た、2次曲線についての様々な関係式を理解す
る。

媒介変数表示や直交座標・極座標の関係を理
解する。また、極方程式で表すことが出来る。

前

半

複素数平面上の点が複素数を表していること
を理解する。また、複素数の極形式を理解す
る。

内分点や外分点・円・軌跡を、複素数を用いて
表現することが出来る。

２

学

期

前

半

接線･法線の方程式を求めることが出来る。ま
た、平均値の定理を理解し、関数の増減を調
べることが出来る。さらに、グラフの凹凸に関す
る性質を理解し、グラフをかける。

後

半

微分法を用いて、最大値・最小値を求めたり、
不等式を証明することが出来る。また、速度・
加速度を導関数を用いて表現できることを理解
する。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

3節　関数の極限 1　関数の極限

2　三角関数の極限

3　関数の連続性

4章　微分 1　導関数

1節　微分法 2　積・商の微分法

3　合成関数の微分

2節　いろいろな関数の導関数 1　三角関数の導関数

2　対数関数・指数関数の導関数

3　高次導関数

6章　積分とその応用 1　不定積分とその基本公式

1節　不定積分 2　置換積分法と部分積分法

3　いろいろな関数の不定積分

2節　定積分 1　定積分

2　定積分の置換積分法

3　定積分の部分積分法

4　定積分で表された関数

5　定積分と区分求積法

6　定積分と不等式

3節　面積・体積・長さ 1　面積

2　体積

3　曲線の長さと道のり

学習方法

１．問題集の例題をノートに写しながら、問題の解き方を理解する
２．例題の下にある問題を解いて、理解を深める
３．参考書を使って、問題を解く（解法のポイントや要点もまとめる）

注意事項

大学受験のための数学を学ぶには段階がある。第１段階は「基本問題」の解法を習得する段階である。第２段階は、「典型問題」の解法を習得する段階である。最後の段階に「融合問題」のように広範囲にわた
る知識を要する実戦的な入試問題を解けるようにする段階である。各段階において、参考書の内容を全部暗記すること自体に価値があるわけではなく、必要な情報を検索し、活用する技術にこそ価値がある。
解けなかった問題は、まずその問題の「問題文から何を読み取って、どのように解答に結び付けているのか」解説を読めば分かるという状態に持っていくことを目指すことである。最後に入試問題を解けるように
なるには、一定量の知識を確保したら、その知識を用いてアウトプットの練習を積極的に行うことである。解けなかった問題が出てきたとき、その問題の解答を熟読し、参考書でその問題で使われている考え方
や解法が収録されている問題を探すのです。難しい問題といっても、考え方そのものは基本的なものを組み合わせていることが多い。また、多くの問題をやっていく中で、「知らないこと」もたくさん出てくるだろう。
そのときは、その知識をその場で覚えれば良い。そしてまた出てきたら今度は使えるように知識として準備すれば良い。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

インフルエンザ等による長期休業中は、教科書・問題集・参考書とノートを用いて復習を進めておきましょう。方法としては、始めに教科書を読ん
で、用語や記号の定義や公式をまとめ、その後に例と例題の問題文と解説・解答を書き写します。その際、疑問点などを書き加えておくと良いで
しょう。問題集、フォーカスゴールドの例題・練習に挑戦してください。上記の学習の方法を参照してください。そして、余裕ができたら、予習に手
を伸ばしてください。
シラバスに載っている授業計画をよく見て、どの程度進めるべきかを確認するようにしてください。

評価方法

１　定期試験の成績
　　知識・理解に偏ることなく、数学的な考え方、表現・処理をみるための問題も出題します。
２　学習態度等の平常点
　　 課題の提出状況・課題テスト・小テストの成績などを評価します。
１、２を本校評価法に合わせて判断します。

使用補助教材

東京書籍『ニュースコープⅢ』

啓林館『フォーカス・ゴールドⅢ』

前

半

曲線で囲まれた面積、立体の体積が定積分に
よって求められることを理解する。

２

学

期

前

半

不定積分の基本的な性質・公式を理解し、不
定積分を求めることが出来る。

様々な積分法を用いて、定積分の値を求める
ことがでいる。

後

半

高校３年生　年間指導計画表

教科目(単位数）
数学Ⅲβ（他大クラス・理系、2単位）

年間目標
演習を通して、数学ⅠAⅡBの範囲について理解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに，それらを活用する態度を育てる。また、
事象を数学的にとらえ，対象を論理的に考察するとともに過程を振り返り多面的・発展的に考える。さらに、数学的な考察，数学的な表現・処理の仕方や推論の方法を身につける。そして、セン
ター試験の数学において、８割の得点率をとれるようにするとともに、国公立2次や私大理系数学で高得点がとれるようにする。

使用教科書
東京書籍『数学Ⅲ』

１

学

期

関数の極限の性質を理解する。また，指数
関数・対数関数・三角関数の極限を調べる
ことができる。関数の連続性と中間値の定
理について理解する。

後

半

導関数の定義にしたがって，基本的な関数の
導関数を求めることができる。また，導関数の
基本的な性質を理解する。合成関数の微分法
および逆関数の微分法を理解し，それらを用い
ていろいろな関数の導関数を求めることができ
る
三角関数・対数関数の導関数について理解
し，導関数を求めることができる。対数微分法
を理解し，それを用いて，指数関数の導関数を
求めることができる。また、高次導関数を理解
する



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

数学ⅠAⅡB 総復習

数学ⅠAⅡB 総復習

基礎学力到達度テスト　過去問 数学ⅠAⅡB総復習

卒業前教育課題 数学ⅠAⅡB総復習 卒業前教育用のテキストを用いる

学習方法

１．問題集の例題をノートに写しながら、問題の解き方を理解する
２．例題の下にある問題を解いて、理解を深める
３．参考書を使って、問題を解く（解法のポイントや要点もまとめる）

注意事項

大学受験のための数学を学ぶには段階がある。第１段階は「基本問題」の解法を習得する段階である。第２段階は、「典型問題」の解法を習得する段階である。最後の段階に「融合問題」のように広範囲にわた
る知識を要する実戦的な入試問題を解けるようにする段階である。各段階において、参考書の内容を全部暗記すること自体に価値があるわけではなく、必要な情報を検索し、活用する技術にこそ価値がある。
解けなかった問題は、まずその問題の「問題文から何を読み取って、どのように解答に結び付けているのか」解説を読めば分かるという状態に持っていくことを目指すことである。最後に入試問題を解けるように
なるには、一定量の知識を確保したら、その知識を用いてアウトプットの練習を積極的に行うことである。解けなかった問題が出てきたとき、その問題の解答を熟読し、参考書でその問題で使われている考え方
や解法が収録されている問題を探すのです。難しい問題といっても、考え方そのものは基本的なものを組み合わせていることが多い。また、多くの問題をやっていく中で、「知らないこと」もたくさん出てくるだろう。
そのときは、その知識をその場で覚えれば良い。そしてまた出てきたら今度は使えるように知識として準備すれば良い。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

インフルエンザ等による長期休業中は、教科書・問題集・参考書とノートを用いて復習を進めておきましょう。方法としては、始めに教科書を読ん
で、用語や記号の定義や公式をまとめ、その後に例と例題の問題文と解説・解答を書き写します。その際、疑問点などを書き加えておくと良いで
しょう。問題集、フォーカスゴールドの例題・練習に挑戦してください。上記の学習の方法を参照してください。そして、余裕ができたら、予習に手
を伸ばしてください。
シラバスに載っている授業計画をよく見て、どの程度進めるべきかを確認するようにしてください。

評価方法

１　定期試験の成績
　　知識・理解に偏ることなく、数学的な考え方、表現・処理をみるための問題も出題します。
２　学習態度等の平常点
　　 課題の提出状況・課題テスト・小テストの成績などを評価します。
１、２を本校評価法に合わせて判断します。

使用補助教材

実教出版『短期集中ゼミ数学Ⅰ･Ａ･Ⅱ･Ｂ』

１

学

期

前

半

基本問題を解きながら、高１・２の内容を総復
習する

後

半

２

学

期

前

半

後

半

使用教科書
東京書籍『数学Ⅰ』、『数学Ⅱ』、『数学A』、『数学Ｂ』

基礎学力到達度テストの傾向と対策を身につ
ける。

基本問題を解きながら、高１・２の内容を総復
習する

高校３年生　年間指導計画表

教科目(単位数）
理系数学演習（日大クラス・理系、3単位）

年間目標
演習を通して、数学ⅠAⅡBの範囲について理解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに，それらを活用する態度を育てる。また、
事象を数学的にとらえ，対象を論理的に考察するとともに過程を振り返り多面的・発展的に考える。さらに、数学的な考察，数学的な表現・処理の仕方や推論の方法を身につける。そして、セン
ター試験の数学において、８割の得点率をとれるようにするとともに、国公立2次や私大理系数学で高得点がとれるようにする。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

数学ⅡB 国公立2次・私大対策

数学ⅠA 国公立2次・私大対策

数学ⅠAⅡB 国公立2次・私大対策

数学ⅠAⅡB センター試験対策

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

インフルエンザ等による長期休業中は、教科書・問題集・参考書とノートを用いて復習を進めておきましょう。方法としては、始めに教科書を読ん
で、用語や記号の定義や公式をまとめ、その後に例と例題の問題文と解説・解答を書き写します。その際、疑問点などを書き加えておくと良いで
しょう。問題集、フォーカスゴールドの例題・練習に挑戦してください。上記の学習の方法を参照してください。そして、余裕ができたら、予習に手
を伸ばしてください。
シラバスに載っている授業計画をよく見て、どの程度進めるべきかを確認するようにしてください。

評価方法

１　定期試験の成績
　　知識・理解に偏ることなく、数学的な考え方、表現・処理をみるための問題も出題します。
２　学習態度等の平常点
　　 課題の提出状況・課題テスト・小テストの成績などを評価します。
１、２を本校評価法に合わせて判断します。

学習方法

１．問題集の例題をノートに写しながら、問題の解き方を理解する
２．例題の下にある問題を解いて、理解を深める
３．参考書を使って、問題を解く（解法のポイントや要点もまとめる）

注意事項

大学受験のための数学を学ぶには段階がある。第１段階は「基本問題」の解法を習得する段階である。第２段階は、「典型問題」の解法を習得する段階である。最後の段階に「融合問題」のように広範囲にわた
る知識を要する実戦的な入試問題を解けるようにする段階である。各段階において、参考書の内容を全部暗記すること自体に価値があるわけではなく、必要な情報を検索し、活用する技術にこそ価値がある。
解けなかった問題は、まずその問題の「問題文から何を読み取って、どのように解答に結び付けているのか」解説を読めば分かるという状態に持っていくことを目指すことである。最後に入試問題を解けるように
なるには、一定量の知識を確保したら、その知識を用いてアウトプットの練習を積極的に行うことである。解けなかった問題が出てきたとき、その問題の解答を熟読し、参考書でその問題で使われている考え方
や解法が収録されている問題を探すのです。難しい問題といっても、考え方そのものは基本的なものを組み合わせていることが多い。また、多くの問題をやっていく中で、「知らないこと」もたくさん出てくるだろう。
そのときは、その知識をその場で覚えれば良い。そしてまた出てきたら今度は使えるように知識として準備すれば良い。

使用補助教材

数研出版『メジアン数学演習Ⅰ･Ⅱ･Ａ･Ｂ』
東京書籍『データの分析』センター試験対策

数研出版『数学Ⅰ･Ａ　30分プレノート』
数研出版『数学Ⅱ･Ｂ　30分プレノート』

１

学

期

前

半

基本問題を通して総復習をするとともに、客観
試験に特有な解法や記述試験の練習も行う。

後

半

基本問題を通して総復習をするとともに、客観
試験に特有な解法や記述試験の練習も行う。

２

学

期

前

半

頻出問題や過去問を利用して、記述試験対
策・融合問題対策を行う。

後

半

センター過去問等を利用して、マーク式の問題
に慣れ、実践力を身につけさせる。

使用教科書
東京書籍『数学Ⅰ』『数学Ａ』『数学Ⅱ』『数学Ｂ』

高校３年生　年間指導計画表

教科目(単位数）
理系数学演習（他大クラス・理系、3単位）

年間目標
演習を通して、数学ⅠAⅡBの範囲について理解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに，それらを活用する態度を育てる。また、
事象を数学的にとらえ，対象を論理的に考察するとともに過程を振り返り多面的・発展的に考える。さらに、数学的な考察，数学的な表現・処理の仕方や推論の方法を身につける。そして、セン
ター試験の数学において、８割の得点率をとれるようにするとともに、国公立2次や私大理系数学で高得点がとれるようにする。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

数学Ⅰ

数学Ⅱ

数学A

数学B ベクトル，数列

基礎学力到達度テスト　過去問 数学ⅠAⅡB総復習
基礎学力到達度テストの傾向と対策を身につ
ける。

卒業前教育課題 数学ⅠAⅡB総復習 卒業前教育用のテキストを用いる

学習方法

１．問題集の例題をノートに写しながら、問題の解き方を理解する
２．例題の下にある問題を解いて、理解を深める
３．参考書を使って、問題を解く（解法のポイントや要点もまとめる）

注意事項

数学の問題の解法は、設問に対して、定義やルールに従って複数のプロセスを経て論理的に展開され、結論が導き出されるものです。単に数
学の定義や 定理・公式などの「知識」や問題解法を単発的に丸暗記し、知識量を増やしたとしても、それらを単純にあてはめる事で問題が解け
るようになることはありません。問題を解くには、まずはそのパターンを認識できるかが大切だと思います。数学の問題を解くにあたって考えると
いうのは、問題文を読んで、問題が示す条件と既知の知識との間に類似性と差異を見出すことなのだと思います。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

インフルエンザ等による長期休業中は、教科書・問題集・参考書とノートを用いて復習を進めておきましょう。方法としては、始めに教科書を読ん
で、用語や記号の定義や公式をまとめ、その後に例と例題の問題文と解説・解答を書き写します。その際、疑問点などを書き加えておくと良いで
しょう。問題集、フォーカスゴールドの例題・練習に挑戦してください。上記の学習の方法を参照してください。そして、余裕ができたら、予習に手
を伸ばしてください。
シラバスに載っている授業計画をよく見て、どの程度進めるべきかを確認するようにしてください。

１　定期試験の成績
　　知識・理解に偏ることなく、数学的な考え方、表現・処理をみるための問題も出題します。
２　学習態度等の平常点
　　 課題の提出状況・課題テスト・小テストの成績などを評価します。
１、２を本校評価法に合わせて判断します。

使用補助教材

数研出版『ベーシックスタイル　数学ⅠAⅡB』

１

学

期

前

半

数と式，２次関数，方程式・不等式，図形と計
量

ベーシックスタイルで，入試頻出問題を例題
(Style)として挙げてあるので，その例題の数値
だけを変えた類題(Same Style)を例題の解答を
参考にしながら解くことによって，解答パターン
を身につける｡

後

半

２

学

期

前

半

後

半

評価方法

使用教科書
東京書籍『数学Ⅰ』、『数学A』、『数学Ⅱ』、『数学Ｂ』

複素数と方程式，図形と方程式，三角・指数・
対数関数，微分法と積分法

集合と論理，場合の数と確率，平面図形，式と
証明

高校３年生　年間指導計画表

教科目(単位数）
文系数学特講（日大クラス・文系、４単位）

年間目標
演習を通して、数学ⅠAⅡBの範囲について理解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに，それらを活用する態度を育てる。また、
論理的に考察するとともに過程を振り返り多面的・発展的に考える。さらに、数学的な考察，数学的な表現・処理の仕方や推論の方法を身につける。そして、統一テストで高得点がとれるように
する。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

数学ⅠA センター試験対策

国公立2次・私大対策

数学ⅠＡ センター試験対策

国公立2次・私大対策

数学ⅠA 国公立2次・私大対策

数学ⅠA センター試験対策

使用教科書
東京書籍『数学Ⅰ』『数学Ａ』『数学Ⅱ』『数学Ｂ』

高校３年生　年間指導計画表

教科目(単位数）
数学特講ⅠＡ（他大クラス・理系、3単位）

年間目標
演習を通して、数学ⅠAⅡBの範囲について理解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに，それらを活用する態度を育てる。また、
事象を数学的にとらえ，対象を論理的に考察するとともに過程を振り返り多面的・発展的に考える。さらに、数学的な考察，数学的な表現・処理の仕方や推論の方法を身につける。そして、セン
ター試験の数学において、８割の得点率をとれるようにするとともに、国公立2次や私大理系数学で高得点がとれるようにする。

使用補助教材

啓林館/河合塾「システム数学　入試必修問題集　練磨」

１

学

期

前

半

基本問題を通して総復習をするとともに、客観
試験に特有な解法や記述試験の練習も行う。

後

半

基本問題を通して総復習をするとともに、客観
試験に特有な解法や記述試験の練習も行う。

２

学

期

前

半

頻出問題や過去問を利用して、記述試験対
策・融合問題対策を行う。

後

半

センター過去問等を利用して、マーク式の問題
に慣れ、実践力を身につけさせる。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

インフルエンザ等による長期休業中は、教科書・問題集・参考書とノートを用いて復習を進めておきましょう。方法としては、始めに教科書を読ん
で、用語や記号の定義や公式をまとめ、その後に例と例題の問題文と解説・解答を書き写します。その際、疑問点などを書き加えておくと良いで
しょう。問題集、フォーカスゴールドの例題・練習に挑戦してください。上記の学習の方法を参照してください。そして、余裕ができたら、予習に手
を伸ばしてください。
シラバスに載っている授業計画をよく見て、どの程度進めるべきかを確認するようにしてください。

評価方法

１　定期試験の成績
　　知識・理解に偏ることなく、数学的な考え方、表現・処理をみるための問題も出題します。
２　学習態度等の平常点
　　 課題の提出状況・課題テスト・小テストの成績などを評価します。
１、２を本校評価法に合わせて判断します。

学習方法

１．問題集の例題をノートに写しながら、問題の解き方を理解する
２．例題の下にある問題を解いて、理解を深める
３．参考書を使って、問題を解く（解法のポイントや要点もまとめる）

注意事項

大学受験のための数学を学ぶには段階がある。第１段階は「基本問題」の解法を習得する段階である。第２段階は、「典型問題」の解法を習得する段階である。最後の段階に「融合問題」のように広範囲にわた
る知識を要する実戦的な入試問題を解けるようにする段階である。各段階において、参考書の内容を全部暗記すること自体に価値があるわけではなく、必要な情報を検索し、活用する技術にこそ価値がある。
解けなかった問題は、まずその問題の「問題文から何を読み取って、どのように解答に結び付けているのか」解説を読めば分かるという状態に持っていくことを目指すことである。最後に入試問題を解けるように
なるには、一定量の知識を確保したら、その知識を用いてアウトプットの練習を積極的に行うことである。解けなかった問題が出てきたとき、その問題の解答を熟読し、参考書でその問題で使われている考え方
や解法が収録されている問題を探すのです。難しい問題といっても、考え方そのものは基本的なものを組み合わせていることが多い。また、多くの問題をやっていく中で、「知らないこと」もたくさん出てくるだろう。
そのときは、その知識をその場で覚えれば良い。そしてまた出てきたら今度は使えるように知識として準備すれば良い。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

数学ⅡB センター試験対策

国公立2次・私大対策

数学ⅡB センター試験対策

国公立2次・私大対策

数学ⅡB 国公立2次・私大対策

数学ⅡB センター試験対策

使用教科書
東京書籍『数学Ⅰ』『数学Ａ』『数学Ⅱ』『数学Ｂ』

高校３年生　年間指導計画表

教科目(単位数）
数学特講ⅡＢ（他大クラス・理系、3単位）

年間目標
演習を通して、数学ⅠAⅡBの範囲について理解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに，それらを活用する態度を育てる。また、
事象を数学的にとらえ，対象を論理的に考察するとともに過程を振り返り多面的・発展的に考える。さらに、数学的な考察，数学的な表現・処理の仕方や推論の方法を身につける。そして、セン
ター試験の数学において、８割の得点率をとれるようにするとともに、国公立2次や私大理系数学で高得点がとれるようにする。

使用補助教材

啓林館/河合塾「システム数学　入試必修問題集　練磨」

１

学

期

前

半

基本問題を通して総復習をするとともに、客観
試験に特有な解法や記述試験の練習も行う。

後

半

基本問題を通して総復習をするとともに、客観
試験に特有な解法や記述試験の練習も行う。

２

学

期

前

半

頻出問題や過去問を利用して、記述試験対
策・融合問題対策を行う。

後

半

センター過去問等を利用して、マーク式の問題
に慣れ、実践力を身につけさせる。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

インフルエンザ等による長期休業中は、教科書・問題集・参考書とノートを用いて復習を進めておきましょう。方法としては、始めに教科書を読ん
で、用語や記号の定義や公式をまとめ、その後に例と例題の問題文と解説・解答を書き写します。その際、疑問点などを書き加えておくと良いで
しょう。問題集、フォーカスゴールドの例題・練習に挑戦してください。上記の学習の方法を参照してください。そして、余裕ができたら、予習に手
を伸ばしてください。
シラバスに載っている授業計画をよく見て、どの程度進めるべきかを確認するようにしてください。

評価方法

１　定期試験の成績
　　知識・理解に偏ることなく、数学的な考え方、表現・処理をみるための問題も出題します。
２　学習態度等の平常点
　　 課題の提出状況・課題テスト・小テストの成績などを評価します。
１、２を本校評価法に合わせて判断します。

学習方法

１．問題集の例題をノートに写しながら、問題の解き方を理解する
２．例題の下にある問題を解いて、理解を深める
３．参考書を使って、問題を解く（解法のポイントや要点もまとめる）

注意事項

大学受験のための数学を学ぶには段階がある。第１段階は「基本問題」の解法を習得する段階である。第２段階は、「典型問題」の解法を習得する段階である。最後の段階に「融合問題」のように広範囲にわた
る知識を要する実戦的な入試問題を解けるようにする段階である。各段階において、参考書の内容を全部暗記すること自体に価値があるわけではなく、必要な情報を検索し、活用する技術にこそ価値がある。
解けなかった問題は、まずその問題の「問題文から何を読み取って、どのように解答に結び付けているのか」解説を読めば分かるという状態に持っていくことを目指すことである。最後に入試問題を解けるように
なるには、一定量の知識を確保したら、その知識を用いてアウトプットの練習を積極的に行うことである。解けなかった問題が出てきたとき、その問題の解答を熟読し、参考書でその問題で使われている考え方
や解法が収録されている問題を探すのです。難しい問題といっても、考え方そのものは基本的なものを組み合わせていることが多い。また、多くの問題をやっていく中で、「知らないこと」もたくさん出てくるだろう。
そのときは、その知識をその場で覚えれば良い。そしてまた出てきたら今度は使えるように知識として準備すれば良い。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

5章　運動量 ・運動量の変化が物体に働く力積に等しいことを理解

１．運動量と力積 運動量と力積の関係 ・衝突や分裂における運動量の保存について理解

２．運動量保存の法則 運動量の保存（直線上と平面上） ・衝突する際の力学的エネルギーの減少をはね返り係数と

３．反発係数 床や壁との衝突・直線上の２物体の衝突・運動量と力学的エネルギー 　関連させて説明

２編　熱 ・熱運動の激しさを表す物理量が温度であることを理解

１章　気体分子の運動と圧力 ・理想気体について，ボイルの法則やシャルルの法則を含めた

１．気体の性質 ボイル・シャルルの法則・理想気体の状態方程式 　気体の状態方程式を理解

２．気体分子の熱運動 分子運動と圧力・分子運動と絶対温度 ・内部エネルギーを説明

２章　気体の状態変化 ・気体の内部ｴﾈﾙｷﾞｰと熱力学の第１法則を説明

１．気体の状態変化 熱力学第一法則・定積変化・定圧変化・等温変化・断熱変化・モル比熱 ・エネルギーの変換と保存を図を使って説明

２．熱機関と熱力学第２法則 熱機関・熱力学第２法則 ・熱機関の熱効率を説明

３編　波 ・波の要素の波長・振幅・周期・振動数・速さ・位相の理解

１章　波の性質 波のグラフ・振動のグラフ・横波・縦波 ・波の伝わる速さを振動数と波長で表す

１．波の表し方 重ね合わせ・干渉・定常波 ・波の伝わり方で横波と縦波に分類

２．波の伝わり方 波面・ホイヘンスの原理・回折・反射。屈折 ・定常波のでき方を作図

・ホイヘンスの原理を理解し、反射・屈折を作図

２章　音 ・音波の回折と反射を生活のなかの現象で説明

１．音の性質 干渉・うなり・反射・回折・ ・ドップラー効果の仕組みを作図で理解

２．ドップラー効果 ドップラー効果と音源・観測者の運動 ・ドップラー効果を式で表す

３章　光 色と光の波長・光の速さ・直進性・反射・屈折 ・光の屈折の式を理解　　・相対屈折率、絶対屈折率を説明

１．光の伝わり方 虚像・実像・浮き上がり ・光のスペクトル・分散について観察を通して理解

２．光の回折と干渉 スペクトル・偏光ヤングの干渉実験・回折格子・薄膜干渉 ・ヤングの実験・光の回折と干渉を利用して波長の測定

３．レンズと鏡 凸レンズ・凹レンズを通る光と像 ・凸レンズ・凹レンズ・鏡の性質を作図

４編　電気と磁気

１章　電界と電位 電気量保存の法則，クーロンの法則 ・電荷が相互に及ぼし合う力や電界の表し方について理解

１．静電気 電界の向きと強さ，電気力線，電界の重ね合わせ　 ・電気力線の描き方とその性質について説明

２．電界 静電気力による位置エネルギー，電位と電位差

３．電位 ・一様な電界中の荷電粒子の運動と電位について説明

４．電界の中の物体 電界中の導体・不導体 ・電界中の物体の様子やその内外の電界について説明

５．コンデンサー 電気容量，静電エネルギー，コンデンサーの接続　 ・平行板コンデンサーなどの基本的な性質について理解

・コンデンサーの接続における合成容量や，電気容量と誘電体との

２章　電流 　関係について理解　

１．電流 オームの法則，電気抵抗の温度変化 ・キルヒホッフの法則，抵抗率の温度変化，電球の電流特性

２．直流回路 起電力と電位降下，電池の内部抵抗と端子電圧 　などについて理解する。

キルヒホッフの法則，抵抗・起電力の測定 ・コンデンサーを含む電気回路や，半導体の特性について理解する。

４章　エネルギーとその利用　物理基礎 ･送電における交流の利点を知る。

１．さまざまなエネルギー 人類が利用可能な様々なエネルギーの特性や利用について ・変圧器の仕組みと電磁波の性質を理解

２．エネルギーの利用

使用教科書 東京書籍  『物理』

１

学

期

前

半

後

半

高校３年生　年間指導計画表

教科目(単位数） 物理（４単位）

年間目標
物理学の基本的な概念や原理・法則を理解し，科学的な自然観を身につける。また，物理的に探究する能力と態度，科学的な見方や考え方を
身につける。

使用補助教材

第一学習社出版　『セミナー物理基礎』　第一学習社出版　『セミナー物理』　

清水書院　『基礎学力到達度テスト問題集』



基礎学力到達度テスト対策 問題集を使った演習 傾向と対策

３章　電流と磁界 磁気量，磁界と磁力線 ・直線電流の回り，円形電流の中心，ソレノイドの内部にできる

１．磁界 直線電流･円形電流･ソレノイドがそれぞれつくる磁界 　磁界について理解する。

２．電流のつくる磁界 電流が磁界から受ける力，磁束密度 ・電流が磁界から受ける力を表す式やローレンツ力について

３．電流が磁界から受ける力 平行電流が及ぼし合う力 　理解を深める。

４．ローレンツ力 ローレンツ力，磁界中の荷電粒子の運動

ホール効果

４章　電磁誘導と電磁波

１．電磁誘導の法則 電磁誘導の法則，ローレンツ力と誘導起電力 ・コイルを貫く磁束が変化するとき及び導線が磁束を横切るとき

２．自己誘導と相互誘導 自己誘導と相互誘導，コイルに蓄えられるエネルギー 　に生じる誘導起電力，自己誘導，相互誘導，うず電流，交流発

３．交流 抵抗･コイル･コンデンサーを流れる電流 　電機の仕組みなどについて理解する。

ＲＬＣ直列回路，共振回路，電気振動 ・交流回路におけるコンデンサーやコイルのリアクタンス，

４．電磁波 電磁波の発生･性質・種類 　ＲとＬとＣを直列につないだ回路のインピーダンスについて理解する。

５編　原子

１章　電子と光

１．電子 電子・比電荷・電気素量 ・電子の発見に関する歴史的な実験にも触れながら，電子の電荷

２．光の粒子性 光電効果，コンプトン効果，Ｘ線 　と質量，電子の比電荷について理解する。

３．物質の波動性 Ｘ線のブラッグ反射，物質の波動性 ・電子や光の粒子性と波動性について理解する。

・光電効果，光量子仮説，電子線回折，物質波について理解する。

２章　原子と原子核

１．原子の構造 原子模型，水素原子のスペクトル・ボーア模型 ・原子の構造及びスペクトルと電子のエネルギー準位の関係を理解する。

２．原子核 原子核の構成，同位体 ・原子核の構成，原子核の崩壊及び核反応について理解する。

３．原子核の崩壊 原子核の崩壊と放射線，半減期，放射線の測定

ＲＬＣ直列回路，共振回路，電気振動 ・交流回路におけるコンデンサーやコイルのリアクタンス，

注意事項

物理の基礎となる、論理性を養うために、問題演習を進めながら教科書の内容理解の徹底を図る。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

配布の問題集における今年度の既習内容について、各自ノートに演習すること。特に、問題に関連する
図や表は必ず記載し、論理的思考を養うこと。登校時にノートを提出。

２

学

期

前

半

後

半

評価方法

１　定期試験の成績
２　問題演習課題の内容，実験・観察の技能と報告書内容および授業態度に基づく平常点
１，２を本校評価法に合わせて判断する。

学習方法

問題演習を中心に進めることで，基本的な概念や原理・法則を理解し，科学的な見方や考え方の定着を
はかる。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

5章　運動量 ・運動量の変化が物体に働く力積に等しいことを理解

１．運動量と力積 運動量と力積の関係 ・衝突や分裂における運動量の保存について理解

２．運動量保存の法則 運動量の保存（直線上と平面上） ・衝突する際の力学的エネルギーの減少をはね返り係数と

３．反発係数 床や壁との衝突・直線上の２物体の衝突・運動量と力学的エネルギー 　関連させて説明

２編　熱 ・熱運動の激しさを表す物理量が温度であることを理解

１章　気体分子の運動と圧力 ・理想気体について，ボイルの法則やシャルルの法則を含めた

１．気体の性質 ボイル・シャルルの法則・理想気体の状態方程式 　気体の状態方程式を理解

２．気体分子の熱運動 分子運動と圧力・分子運動と絶対温度 ・内部エネルギーを説明

２章　気体の状態変化 ・気体の内部ｴﾈﾙｷﾞｰと熱力学の第１法則を説明

１．気体の状態変化 熱力学第一法則・定積変化・定圧変化・等温変化・断熱変化・モル比熱 ・エネルギーの変換と保存を図を使って説明

２．熱機関と熱力学第２法則 熱機関・熱力学第２法則 ・熱機関の熱効率を説明

３編　波 ・波の要素の波長・振幅・周期・振動数・速さ・位相の理解

１章　波の性質 波のグラフ・振動のグラフ・横波・縦波 ・波の伝わる速さを振動数と波長で表す

１．波の表し方 重ね合わせ・干渉・定常波 ・波の伝わり方で横波と縦波に分類

２．波の伝わり方 波面・ホイヘンスの原理・回折・反射。屈折 ・定常波のでき方を作図

・ホイヘンスの原理を理解し、反射・屈折を作図

２章　音 ・音波の回折と反射を生活のなかの現象で説明

１．音の性質 干渉・うなり・反射・回折・ ・ドップラー効果の仕組みを作図で理解

２．ドップラー効果 ドップラー効果と音源・観測者の運動 ・ドップラー効果を式で表す

３章　光 色と光の波長・光の速さ・直進性・反射・屈折 ・光の屈折の式を理解　　・相対屈折率、絶対屈折率を説明

１．光の伝わり方 虚像・実像・浮き上がり ・光のスペクトル・分散について観察を通して理解

２．光の回折と干渉 スペクトル・偏光ヤングの干渉実験・回折格子・薄膜干渉 ・ヤングの実験・光の回折と干渉を利用して波長の測定

３．レンズと鏡 凸レンズ・凹レンズを通る光と像 ・凸レンズ・凹レンズ・鏡の性質を作図

４編　電気と磁気

１章　電界と電位 電気量保存の法則，クーロンの法則 ・電荷が相互に及ぼし合う力や電界の表し方について理解

１．静電気 電界の向きと強さ，電気力線，電界の重ね合わせ　 ・電気力線の描き方とその性質について説明

２．電界 静電気力による位置エネルギー，電位と電位差

３．電位 ・一様な電界中の荷電粒子の運動と電位について説明

４．電界の中の物体 電界中の導体・不導体 ・電界中の物体の様子やその内外の電界について説明

５．コンデンサー 電気容量，静電エネルギー，コンデンサーの接続　 ・平行板コンデンサーなどの基本的な性質について理解

・コンデンサーの接続における合成容量や，電気容量と誘電体との

２章　電流 　関係について理解　

１．電流 オームの法則，電気抵抗の温度変化 ・キルヒホッフの法則，抵抗率の温度変化，電球の電流特性

２．直流回路 起電力と電位降下，電池の内部抵抗と端子電圧 　などについて理解する。

キルヒホッフの法則，抵抗・起電力の測定 ・コンデンサーを含む電気回路や，半導体の特性について理解する。

４章　エネルギーとその利用　物理基礎 ･送電における交流の利点を知る。

１．さまざまなエネルギー 人類が利用可能な様々なエネルギーの特性や利用について ・変圧器の仕組みと電磁波の性質を理解

２．エネルギーの利用

使用教科書

前

半

後

半

東京書籍  『物理』

使用補助教材

第一学習社出版　『セミナー物理基礎』　第一学習社出版　『セミナー物理』　

清水書院　『基礎学力到達度テスト問題集』

１

学

期

高校３年生　年間指導計画表

教科目(単位数） 物理（４単位）

年間目標
物理学の基本的な概念や原理・法則を理解し，科学的な自然観を身につける。また，物理的に探究する能力と態度，科学的な見方や考え方を
身につける。



３章　電流と磁界 磁気量，磁界と磁力線 ・直線電流の回り，円形電流の中心，ソレノイドの内部にできる

１．磁界 直線電流･円形電流･ソレノイドがそれぞれつくる磁界 　磁界について理解する。

２．電流のつくる磁界 電流が磁界から受ける力，磁束密度 ・電流が磁界から受ける力を表す式やローレンツ力について

３．電流が磁界から受ける力 平行電流が及ぼし合う力 　理解を深める。

４．ローレンツ力 ローレンツ力，磁界中の荷電粒子の運動

ホール効果

４章　電磁誘導と電磁波

１．電磁誘導の法則 電磁誘導の法則，ローレンツ力と誘導起電力 ・コイルを貫く磁束が変化するとき及び導線が磁束を横切るとき

２．自己誘導と相互誘導 自己誘導と相互誘導，コイルに蓄えられるエネルギー 　に生じる誘導起電力，自己誘導，相互誘導，うず電流，交流発

３．交流 抵抗･コイル･コンデンサーを流れる電流 　電機の仕組みなどについて理解する。

ＲＬＣ直列回路，共振回路，電気振動 ・交流回路におけるコンデンサーやコイルのリアクタンス，

４．電磁波 電磁波の発生･性質・種類 　ＲとＬとＣを直列につないだ回路のインピーダンスについて理解する。

５編　原子

１章　電子と光

１．電子 電子・比電荷・電気素量 ・電子の発見に関する歴史的な実験にも触れながら，電子の電荷

２．光の粒子性 光電効果，コンプトン効果，Ｘ線 　と質量，電子の比電荷について理解する。

３．物質の波動性 Ｘ線のブラッグ反射，物質の波動性 ・電子や光の粒子性と波動性について理解する。

・光電効果，光量子仮説，電子線回折，物質波について理解する。

２章　原子と原子核

１．原子の構造 原子模型，水素原子のスペクトル・ボーア模型 ・原子の構造及びスペクトルと電子のエネルギー準位の関係を理解する。

２．原子核 原子核の構成，同位体 ・原子核の構成，原子核の崩壊及び核反応について理解する。

３．原子核の崩壊 原子核の崩壊と放射線，半減期，放射線の測定

ＲＬＣ直列回路，共振回路，電気振動 ・交流回路におけるコンデンサーやコイルのリアクタンス，

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

配布の問題集における今年度の既習内容について、各自ノートに演習すること。特に、問題に関連する
図や表は必ず記載し、論理的思考を養うこと。登校時にノートを提出。

評価方法

１　定期試験の成績
２　問題演習課題の内容，実験・観察の技能と報告書内容および授業態度に基づく平常点
１，２を本校評価法に合わせて判断する。

学習方法

問題演習を中心に進めることで，基本的な概念や原理・法則を理解し，科学的な見方や考え方の定着を
はかる。

注意事項

物理の基礎となる、論理性を養うために、問題演習を進めながら教科書の内容理解の徹底を図る。

２

学

期

前

半

後

半



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

第Ⅳ章　有機化合物

　　　第１節　有機化合物の特徴と構造 化合物の命名法、異性体

　　　第２節　脂肪族炭化水素 炭化水素

　　　第３節　酸素を含む脂肪族化合物 官能基

　　　第４節　芳香族化合物 芳香族

　　　第５節　有機化合物と人間生活 有機化合物の日常生活における活用

第Ⅴ章　高分子化合物 高分子化合物の分類

合成樹脂・合成繊維・イオン交換樹脂

多糖類

タンパク質

天然ゴム・合成ゴム

核酸

問題演習 問題集を用いた演習 センター試験のレベルに対応できるようにする。

センター試験対策演習

学習方法

授業中に行う問題演習、および問題集を使った演習を行う。

注意事項

大学入試に向けて、必要に応じて過去の内容の復習なども入れる。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

問題集における今年度の既習内容について、各自演習しておくこと。

２

学

期

前

半

高分子化合物を学習し、化学的知識のみなら
ず、生化学の領域に通じる総合的知識を習得
する。

後

半

３

学

期

評価方法

１　定期試験の成績
２　学習態度等の平常点
１、２を本校評価法に合わせて判断する。

使用補助教材

第一学習社『セミナー化学Ⅰ＋Ⅱ』

第一学習社『スクエア最新図説化学』　                清水書院　『基礎学力到達度テスト問題集』

１

学

期

前

半

有機化合物はこれまでの学習内容に比べて特
殊であるため、できるだけ早く慣れるようにする
こと。官能基の特徴を把握し、有機化合物の化
学変化に深い理解が出来るようにすること。

後

半

芳香族化合物の化学的性質について、理解を深めること。

高校３年生　年間指導計画表

教科目(単位数） 化学（４単位）

年間目標 無機化学、有機化学を学習し、系統的な知識を深める。

使用教科書 第一学習社『高等学校　化学』



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

化学　第Ⅱ章　物質の変化と平衡 反応熱と熱化学方程式

　第３節　化学反応の速さ 化学反応の速度と濃度・圧力・温度・触媒

　第４節　化学平衡 可逆反応と平衡

第Ⅴ章　高分子化合物 高分子化合物の分類

合成樹脂・合成繊維・イオン交換樹脂

多糖類

タンパク質

天然ゴム・合成ゴム

核酸

問題演習 問題集を用いた演習

センター試験対策演習

問題演習 問題集を用いた演習 センター試験のレベルに対応できるようにする。

センター試験対策演習

学習方法

授業中に行う問題演習、および問題集を使った演習を行う。

注意事項

物理・化学・生物・地学は理科という科目を便宜上４つに分けているに過ぎない。互いに非常に関連のあ
るものである。理系の人間として、今後の為にも物理または生物と、化学のどちらも手を抜かずに学習し
ていくことが求められる。必要に応じて過去の内容の復習なども入れるので、覚えておくこと。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

問題集における今年度の既習内容について、各自演習しておくこと。

２

学

期

前

半

センター試験のレベルに対応できるようにする。

後

半

３

学

期

評価方法

１　定期試験の成績
２　学習態度等の平常点
１、２を本校評価法に合わせて判断する。

使用補助教材

第一学習社『セミナー化学Ⅰ＋Ⅱ』

第一学習社『スクエア最新図説化学』　　　　　　　　清水書院　『基礎学力到達度テスト問題集』

１

学

期

前

半

後

半

高分子化合物を学習し、化学的知識のみなら
ず、生化学の領域に通じる総合的知識を習得
する。

高校３年生　年間指導計画表

教科目(単位数） 化学（４単位）

年間目標 無機化学、有機化学を学習し、系統的な知識を深める。

使用教科書 第一学習社『高等学校　化学』



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

前

第

半

一

学

後

　

期

半

第 前

半

二 第３編　生物の環境応答

第５章　動物の反応と行動

　１　ニューロンとその興奮 受容器　効果器　中枢神経

後 　２　刺激の受容 ニューロン　膜電位　興奮　伝導　伝達

学 　３　情報の統合 感覚細胞　閾値　受容器の構造

　４　刺激への反応 脳　脊髄　反射

　５　動物の行動 筋繊維　横紋　単収縮　強縮

半

期 メカニズム　発達　機能　進化

捕食　捕食回避　交尾　学習

使用教科書 数研出版　『生物』

刺激を受容してから動物が反応を起こすメカニ
ズムを理解させ、身近な現象を例に説明する。
刺激を与えると、体内に興奮が発生し、それが
信号となって体内に伝わるという現象を説明す
る。興奮を伝えるのは神経細胞であり、その構
造も併せて説明する。
刺激を与える強さによって興奮が起こるか否か
という生物現象があることを説明する。骨格筋
においても、刺激の頻度によって筋収縮の度
合いがどうなるか、考察させる。
動物の行動パターンを学習し、その意義も理解
させる。

第

三

学

期

使用補助教材
数研出版　『リードα生物基礎＋生物』

浜島書店　『ニューステージ　新生物図説』(資料集)    　清水書院　『基礎学力到達度テスト問題集』

到達度テストおよび統一テストの過去問題集や
副教材等の問題演習を行う

基礎学力到達度テスト演習

到達度テストおよび統一テストの過去問題集や
副教材等の問題演習を行う

高校３年生　年間指導計画表

教科目(単位数） 生物　（4単位）

年間目標 （基礎学力到達度テストに備え）生徒の生物学的考察力が自然と向上する生物学を目指す。

学習方法

プリント形式・実験実習・教育工学機器(VTR教材・パワーポイント)を利用した授業を展開し、学習意欲を高める。
授業内容の定着を達成するために、問題集（考察問題を中心）で定着をはかる。
昨年度の学習内容の定着させるために、小テストを実施し、統一テストに備える。
定期テスト対策として、基礎基本問題の解法だけでなく、考察問題の解法も講義する。

到達度テストおよび統一テストの過去問題集や
副教材等の問題演習を行う

基礎学力到達度テスト演習

注意事項 授業を休まないこと。授業を真剣に受けること。授業に積極的に参加すること。問題を何度も解き直すこと。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題
問題集を扱います。

基礎学力到達度テスト演習

評価方法
１　定期試験の成績
２　提出物（問題集・授業用ノート・実験レポート）、学習態度等の平常点
１、２を本校評価法に合わせて判断する。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

第３編　生物の環境応答

第５章　動物の反応と行動

　１　ニューロンとその興奮 受容器　効果器　中枢神経

　２　刺激の受容 ニューロン　膜電位　興奮　伝導　伝達

前 　３　情報の統合 感覚細胞　閾値　受容器の構造

第 　４　刺激への反応 脳　脊髄　反射

　５　動物の行動 筋繊維　横紋　単収縮　強縮

半

メカニズム　発達　機能　進化

一 捕食　捕食回避　交尾　学習　

第６章　植物の環境応答

学 　１　植物の反応 植物ホルモン　屈性　形成

　 後 　２　成長の調節 ジベレリン　休眠

　３　花芽形成と発芽の調節 オーキシン　最適濃度

サイトカイニン　アブシシン酸

期 フロリゲン　短日処理　長日処理

半 アブシシン酸　エチレン

乾燥　低温

第４編　生態と環境

前 第７章　生物群集と生態系 生物の環境との関係 生物は環境によって生理・生態が変化することを

　１　個体群 個体群の変化とその要因 学ぶ。

第 　２　個体群内の個体間の関係 なわばり　群れ　社会　順位　 動物が集団で生物する上での戦術を学ぶ。

　３　異種個体群間の関係 種間競争　捕食被食

　４　生物群集 植物群落　一次遷移と二次遷移 植生が長い年月をかけて変化していく過程を

　５　生態系における物質生産 世界の植生と気候 学ぶ。

二 半 　６　生態系と生物多様性　 生態系　食物連鎖　生産物の収支　物質の循環 生態系のしくみを学び、現在の環境問題との関連

環境問題 性を学ぶ。

第５編　生物の進化と系統

第８章　生命の起源と進化 系統進化 動物園にいる動物が、現在の系統発生に至る

学 後

環境変異と突然変異 理解する。

ハーディーワインベルグの法則

第９章　生物の系統

　１　生物の分類と系統 生物の多様性が多様化した要因 生物が多様化した要因が、環境への適応による

期 　２　原核生物 二名法　 という事実を教える。生物の分類・名前は、規則性

半 　３　真核生物 五界説 に基づいて定められ、

　４　植物

　５　動物

　６　菌類

高校３年生　年間指導計画表

教科目(単位数） 生物　（4単位）

年間目標 （難関大学受験に備え）生徒の生物学的考察力が自然と向上する生物学を目指す。

使用教科書 数研出版　『生物』

使用補助教材
数研出版　『リードα生物基礎＋生物』

浜島書店　『ニューステージ　新生物図説』(資料集)    　清水書院　『基礎学力到達度テスト問題集』

刺激を受容してから動物が反応を起こすメカニ
ズムを理解させ、身近な現象を例に説明する。
刺激を与えると、体内に興奮が発生し、それが
信号となって体内に伝わるという現象を説明す
る。興奮を伝えるのは神経細胞であり、その構
造も併せて説明する。
刺激を与える強さによって興奮が起こるか否か
という生物現象があることを説明する。骨格筋
においても、刺激の頻度によって筋収縮の度
合いがどうなるか、考察させる。
動物の行動パターンを学習し、その意義も理解
させる。

植物ホルモンによって起こる植物の様々な現
象を学習し、その本質となる要因が環境である
ことを理解させる。



第

三

学

期

評価方法
１　定期試験の成績
２　提出物（問題集・授業用ノート・実験レポート）、学習態度等の平常点
１、２を本校評価法に合わせて判断する。

学習方法

プリント形式・実験実習・教育工学機器(VTR教材・パワーポインター)を利用した授業を展開し、学習意欲を高める。
授業内容の定着を達成するために、問題集（考察問題を中心）で定着をはかる。
昨年度の学習内容の定着させるために、小テストを実施し、統一テストに備える。
定期テスト対策として、基礎基本問題の解法だけでなく、考察問題の解法も講義する。

注意事項 授業を休まないこと。授業を真剣に受けること。授業に積極的に参加すること。問題を何度も解き直すこと。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題
問題集を扱います。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

陸上競技（走り高跳び） 陸上競技（走り高跳び） 陸上競技（走り高跳び）

　走り高跳びについて説明 　基礎体力･運動能力をﾊﾞﾗﾝｽよく向上させ、

　助走・踏切・空中姿勢・着地・技術 　初期記録より1㎝でも跳躍力を高める。

　ベリーロール、はさみ跳び 　安全に配慮し､早めに踏切足とｸﾘｱ姿勢を

　自己に合った跳躍法決定し、練習 　決定する。各運動局面を理解し、集中力を

　高め､試技を行う。

バレーボール

　基礎技術（ﾊﾟｽ･ｽﾊﾟｲｸ･ｻｰﾌﾞ)練習 バレーボール

　総合練習を含めｹﾞｰﾑにそなえﾁｰﾑ編成 　基礎技術（ﾊﾟｽ･ｽﾊﾟｲｸ･ｻｰﾌﾞ)をﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟさせ､

　試験種目(ｽﾊﾟｲｸ)練習後技能ﾃｽﾄ実施 　楽しいｹﾞｰﾑができるようにする。

　班別総あたりﾘｰｸﾞ戦方式で試合継続 　試合・審判をすることによりﾙｰﾙの理解、

　公正さ、協力性、積極さ等を身につけ、

バレーボール 選択（ミニサッカー・バスケット・卓球） 　社会生活に役立てる。

　下級生のｶﾘｷｭﾗﾑを優先させる為､

　種目を固定せず､使用可能な施設を 選択（ミニサッカー・バスケット・卓球）

　利用し実施する。 　主体的に自らの能力や適性をはかりつつ、

　楽しく運動できるように心がけ､生涯ｽﾎﾟｰﾂの

　基礎とする。自身で目標を決め、仲間と協力

　しながら、積極的に参加、ｽﾎﾟｰﾂをすることの

　喜びや楽しさが味わえるよう心がける。

　

高校３年生　年間指導計画表

陸上競技　　　 試験期間を定め跳躍記録をとる。男女別得点表により評価。
バレーボール　第１次試験前、スパイク・サーブの技能テスト実施。
第３学期　　　　なし

男女合同のクラス単位で行う。

３

学

期

２

学

期

中学時代に養われた基礎体力を見直し、よりいっそうの体力向上を心がけ運動能力を高めスポーツの本当の楽しさや感動をあじわい自らの適
性を見出す。また指導力をも身に付け、良識ある社会人、生涯スポーツへの基盤となるようつとめる。

教科目(単位数）

注意事項

服装を整え（頭髪・つめ・学校指定の体育着を着用）、準備運動・補強運動をしっかりと行う。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

１

学

期

評価方法

学習方法

使用補助教材

保健体育（３単位）

年間目標

使用教科書
大修館『ｲﾗｽﾄによる最新ｽﾎﾟｰﾂﾙｰﾙ』



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

剣道 前年度の復習 身につけた基本動作と対人的技能の技を生

応じ技（抜き技・返し技） かして、互格練習ができる。

仕掛け技（出ばな技） しかけ技・応じ技のすべてを習得し、それを互

打ち込み練習 格練習に生かす。

互角練習

剣道 前学期の復習 いろいろな技の中から、自分に適した技を身

応じ技（すりあげ技・打ち落とし技） につけ、得意技にする。

打ち込み練習 試合の進め方とルール・審判法を身につける。

試合の進め方（班別対抗） 一人一人が試合（団体戦・個人戦）・審判がで

有効打突の基準 きるようにする。

試合規則及び審判規則の周知徹底

審判法（適正公正に行う）

　

使用補助教材

保健体育（３単位）

年間目標

使用教科書
大修館『ｲﾗｽﾄによる最新ｽﾎﾟｰﾂﾙｰﾙ』

注意事項

服装を整え（頭髪・つめ・学校指定の体育着を着用）、準備運動・補強運動をしっかりと行う。

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

１

学

期

評価方法

学習方法

高校３年生　年間指導計画表

第１学期　仕掛け技・応じ技
第２学期　仕掛け技・応じ技
第３学期　なし

クラス単位で行う。

３

学

期

２

学

期

中学時代に養われた基礎体力を見直し、よりいっそうの体力向上を心がけ運動能力を高めスポーツの本当の楽しさや感動をあじわい自らの適
性を見出す。また指導力をも身に付け、良識ある社会人、生涯スポーツへの基盤となるようつとめる。

教科目(単位数）



Applause vol.4(美誠社)

学期 区分 単元 内容 目標・留意点

Lesson 1 Once there was a very old man in … ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

Lesson 1の総合問題演習(リスニング問題含む)

Word Navi 4500 単語テスト

Lesoon 2 When you hear "fast food," what do … ジャンル別の英文解釈、及び設問(社会)

Lesson 2の総合問題演習(リスニング問題含む)

Word Navi 4500 単語テスト

Lesson 3 This summer I went to Thailand on … ジャンル別の英文解釈、及び設問(環境)

Lesson 3の総合問題演習(リスニング問題含む)

Word Navi 4500 単語テスト

Lesson 4 Water makes up three quarters of … ジャンル別の英文解釈、及び設問(環境)

Lesson 1の総合問題演習(リスニング問題含む)

Word Navi 4500 単語テスト

Lesoon 5 Our solar system is full of asteroids, … ジャンル別の英文解釈、及び設問(自然科学)

Lesson 1の総合問題演習(リスニング問題含む)

Word Navi 4500 単語テスト

Lesson 6 When a natural disaster strikes, one … ジャンル別の英文解釈、及び設問(社会)

Lesson 1の総合問題演習(リスニング問題含む)

Word Navi 4500 単語テスト

Lesson 7 For thousands of years, people have … ジャンル別の英文解釈、及び設問(文化史)

Lesson 1の総合問題演習(リスニング問題含む)

Word Navi 4500 単語テスト

Lesson 8 The standing ovations began after … ジャンル別の英文解釈、及び設問(芸術)

Lesson 1の総合問題演習(リスニング問題含む)

Word Navi 4500 単語テスト

Lesoon 9 'Open learning' is an expression … ジャンル別の英文解釈、及び設問(教育)

Lesson 1の総合問題演習(リスニング問題含む)

リスニング・テスト

Lesson10 Cell phones are becoming one of … ジャンル別の英文解釈、及び設問(社会)

Lesson 1の総合問題演習(リスニング問題含む)

リスニング・テスト

Lesson11 Of all preserved food, frzen foods … ジャンル別の英文解釈、及び設問(科学)

Lesson 1の総合問題演習(リスニング問題含む)

リスニング・テスト

Lesson 12 It is interesting to see how… ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

Lesson 1の総合問題演習(リスニング問題含む)

リスニング・テスト

Lesoon13 Hand gestures such as "thumbs …" ジャンル別の英文解釈、及び設問(人類)

Lesson 2の総合問題演習(リスニング問題含む)

リスニング・テスト

日本大学指定テキスト 大学入学前学習 大学入学前の必須基礎力の定着

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

教科目(単位数）

年間目標

使用教科書

２

学

期

前

半

後

半

使用補助教材

高校３年生（日大クラス）　年間指導計画表

・定期テスト
・小テスト
・提出物

長文読解を中心に授業を進め、基礎学力到達度テストの大問６、７での得点力を伸ばす。読解練習と平
行してリスニング教材も導入し、リスニング力の向上を目指す。

注意事項
・毎学期はじめにスペリングコンテストを実施する。
・速読と精読の両方を行わせることで、早く・正確に読む力を育てる。

センターリスニング対策(啓林館)

３

学

期

コミュニケーション英語Ⅲ（４単位）

・英語検定準２級合格率70％
・基礎学力到達度テスト　標準化得点平均53以上

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

１

学

期

前

半

後

半

演習プリントを用意し、授業で習ったことの復習・定着をはかる。

評価方法

学習方法

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。



Cutting Edge 2　2017 (エミル出版)

学期 区分 単元 内容 目標・留意点

Chapter1 「教育と疾病」（東京理科大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter2 「最後のメッセージ」（明治学院大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter3 「目の大きさと脳の関係」（岡山大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter4 「液体燃料問題」（鹿児島大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter5 「貴重な教訓」（関西学院大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter6 「アンケートの回答」（岩手大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter7 「コークＶＳペプシ」（宮城大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter8 「国際語としての英語」（熊本大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter9 「視覚信号と聴覚信号」(信州大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter10 「口論と真実」（愛知教育大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter11 「睡眠の役割」（三重大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter12 「動物実験」（山形大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter13 「行動の背景」（弘前大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter14 「災害と温暖化」（広島大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter15 「ビッグデータ」（法政大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter16 「『事実』なるもの」（岩手大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter17 「ハビタブルゾーン」（西南学院大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

Chapter18 「コアラの生態」（北海道大） ジャンル別の英文解釈、及び設問(教訓)

総合問題演習(リスニング演習含む)

後

半

２

学

期

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

前

半

前

半

後

半

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

演習プリントを用意し、授業で習ったことの復習・定着をはかる。

評価方法

学習方法

高校３年生（難関大クラス）　年間指導計画表

・定期テスト
・小テスト
・提出物

初見の英文を、120wpmで読む練習をした後に、問題演習と精読を行う。ポイントとなる文章は、小テスト
で英作文を課題とし、構文解釈の力を育てる。

注意事項
・毎学期はじめにスペリングコンテストを実施する。
・速読と精読の両方を行わせることで、早く・正確に読む力を育てる。

センターリスニング対策(啓林館)

３

学

期

コミュニケーション英語Ⅲ（４単位）

１

学

期

教科目(単位数）

年間目標

使用教科書

使用補助教材

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

日本大学指定テキスト 大学入学前学習 大学入学前の必須基礎力の定着

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

英文の速読および精読、リスニング問題の演習を通じ、GMARCH以上の一般入試に対応できる実力を身につけさせる。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。

長文に対する慣れや、一般的な長文の総合問
題への慣れ、正確に読解する力を養う。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

Lesson 10 比較級表現、自動詞と他動詞 四択問題は根拠を持って解答できるようになる。

相関的な接続詞、itを使った構文 出題形式別の特徴をつかむ。

Lesson 11 接続詞asの用法、原因･理由を表す表現 問題文中の単語・熟語で不明なものがないようにする。

さまざまな受動態、比較の慣用表現

Lesson 12 否定疑問文、S is said to の書き換え

ifを用いない仮定法、関係副詞

Lesson 13 large/smallの用法、使役/知覚動詞の受動態 四択問題は根拠を持って解答できるようになる。

動詞／助動詞のneed、動名詞の慣用表現 様々な出題形式に習熟する。

Lesson 14 倍数の表し方、完了進行形 問題文中の単語・熟語で不明なものがないようにする。

such～as…、catch人by the 身体の部分

Lesson 15 so+V+S;neither+V+S、関係代名詞のas

二重否定、～して初めて～する

第1回 センター試験の文法部分の類似問題

第2回 センター試験の文法部分の類似問題 問題文中の単語・熟語で不明なものがないようにする。

第3回 センター試験の文法部分の類似問題

第4回 センター試験の文法部分の類似問題

第5回 センター試験の文法部分の類似問題 四択問題は根拠を持って解答できるようになる。

応用問題に特に注意する。

第6回 センター試験の文法部分の類似問題 問題文中の単語・熟語で不明なものがないようにする。

第7回 センター試験の文法部分の類似問題

第8回 センター試験の文法部分の類似問題

特別授業

高2で完成させた文法事項をランダムの問題集
を使うことで，身体に定着させる。

１

学

期

前

半

後

半

評価方法

学習方法

センター試験の文法部分の類似問題を多く解く
ことで、問題慣れと実践力を培ってもらう。

高2で完成させた文法事項を基礎学力到達度
テスの類似問題を使うことで，入試に対応でき
るようにする。

高2で完成させた文法事項をランダムの問題集
を使うことで，身体に定着させる。

高校３年生（日大クラス）　年間指導計画表

各試験の得点・提出物・授業態度を総合して評価する。

授業時に問題集を解く。その後解答を確認させて、問題の解説を行う。
授業専用のノートを用意して、文法事項の総整理を行う。

注意事項

授業時には辞書必携。
定期試験は、到達度テストを踏まえ、文法・語法の定着度を図る。

センター試験　英語　オリジナル問題集　TRAIN 123 / 桐原書店

３

学

期

英語表現Ⅲ

高2で完成させた文法事項を基礎学力到達度
テスの類似問題を使うことで，入試に対応でき
るようにする。

CLOVER(英文法・語法・ランダム演習／入試標準編)／数研出版

教科目(単位数）

年間目標

使用教科書

２

学

期

前

半

後

半

使用補助教材

問題演習を通じて、文法事項を中心に総復習を行い、日大到達度テストのための十分な実力を身につける。



インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

CLOVER(英文法・語法・ランダム演習／入試標準編)、センター試験　英語　オリジナル問題集
TRAIN 123 を試験範囲内で解くことにより、力の維持を図る。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

第1回 標準レベル入試問題

第2回 標準レベル入試問題

第3回 標準レベル入試問題

第4回 標準レベル入試問題

第5回 標準レベル入試問題

第6回 標準レベル入試問題

第7回 標準レベル入試問題

第8回 標準レベル入試問題

第9回 標準レベル入試問題

第10回 標準レベル入試問題

第11回 発展レベル入試問題

第12回 発展レベル入試問題

第13回 発展レベル入試問題

第14回 発展レベル入試問題

第15回 発展レベル入試問題

特別授業

各試験の得点・提出物・授
業態度を総合して評価す
る。

授業時に問題集を解く。その
後解答を確認させて、問題
の解説を行う。
授業専用のノートを用意し

授業時には辞書必携。
定期試験は、到達度テストを
踏まえ、文法・語法の定着度
を図る。

１

学

期

前

半

後

半

評価方法

学習方法

問題演習を通じて、文法事項を中心に総復習を行い、難関大入試のための十分な実力を身につける。

高校３年生（難関大クラス）　年間指導計画表

注意事項

スクランブル英文法・語法　ランダムトレーニング問題集／旺文社

３

学

期

英語表現Ⅲ教科目(単位数）

年間目標

使用教科書

２

学

期

前

半

後

半

使用補助教材

四択問題は根拠を持って解答できるようにな
る。様々な出題形式に習熟する。
問題文中の単語・熟語で不明なものがないよう
にする。
高2で完成させた文法事項をランダムの問題集
を使うことで，身体に定着させる。

四択問題は根拠を持って解答できるようにな
る。様々な出題形式に習熟する。
問題文中の単語・熟語で不明なものがないよう
にする。
高2で完成させた文法事項をランダムの問題集
を使うことで，身体に定着させる。

四択問題は根拠を持って解答できるようにな
る。様々な出題形式に習熟する。
問題文中の単語・熟語で不明なものがないよう
にする。
高2で完成させた文法事項をランダムの問題集
を使うことで，身体に定着させる。

四択問題は根拠を持って解答できるようにな
る。様々な出題形式に習熟する。
問題文中の単語・熟語で不明なものがないよう
にする。
高2で完成させた文法事項をランダムの問題集
を使うことで，身体に定着させる。

UPGRADE英文法・語法問題完全演習　実践ランダム編／数研出版



インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

『UPGRADE英文法・語法問題完全演習　実践ランダム編』、『スクランブル英文法・語法　ランダ
ムトレーニング問題集』 を試験範囲内で解くことにより、力の維持を図る。



WIDE ANGLE Premium BOOK 4  (美誠社)

学期 区分 単元 内容 目標・留意点

Reading: 広告文　日常　Grammar: 時制総合１　　

Writing: 部分英作　全文英作　Vocabulary: イディオム

Listening: 会話：イラスト選択　案内：数字（値段）の選択

Reading: 論説文　自然科学　Grammar: 時制総合２

Writing: 部分英作　全文英作　Vocabulary: 語句の選択

Listening: 会話：数字の選択　天気予報：英文の選択

Reading: 論説文　経済  Grammar: 助動詞　１

Writing:: 部分英作　全文英作　Vocabulary: アクセント

Litening: 会話：英語の選択　説明：英文の選択

Reading:: エッセイ　社会　Grammar: 助動詞２

Writing: 部分英作　全文英作　Vocabulary: 発音

Listening: 会話　表の空欄補充イラストから選択

Reading:: 論説文　生活　社会　Grammar: 態

Writing: 部分英作　全文英作　Vocabulary: 適語選択

Listening: 会話：イラスト選択　説明：英文の選択

Reading:: 電気　歴史　Grammar: 準動詞１

Writing: 部分英作　全文英作　Vocabulary: 語の定義

Listening: 会話　表の空欄補充イラストから選択

Reading:: 体験談　ヒューマン　Grammar: 準動詞２

Writing: 部分英作　全文英作　Vocabulary: イディオム

Listening: 会話：後に続く応答を選ぶ　体験談：英語の選択

Reading:: エッセイ　心理　Grammar: 関係詞１

Writing: 部分英作　全文英作　Vocabulary: アクセント

Listening: 会話：　図の空欄補充

Reading:: 論説文　歴史　Grammar: 関係詞２

Writing: 部分英作　全文英作　Vocabulary: 発音

Listening: 会話：後に続く応答を選ぶ　説明：英文の選択

Reading:: エッセイ　文化　Grammar: 接続詞

Writing: 部分英作　全文英作　Vocabulary: 適語選択

Listening: 体験談：質問２問　英語選択

Reading:: 物語　ユーモア　Grammar: 名詞・代名詞

Writing: 部分英作　全文英作　Vocabulary:適語補充

Listening: 会話：図の空所補充

Reading:: 論説文　健康　Grammar: 特殊構文

Writing: 部分英作　全文英作　Vocabulary:アクセント

Listening: 説明：質問２問　英文選択

Reading:: 論説文　言語　Grammar: 仮定法

Writing: 部分英作　全文英作　Vocabulary: 適語選択

Listening: 会話：英語の選択　説明：英文の選択

Reading:: エッセイ　教育　Grammar: 比較１

Writing: 部分英作　全文英作　Vocabulary: 発音

Listening: 話：質問２問　英語の選択

Reading:: 論説文　環境　Grammar: 比較２

Writing: 部分英作　全文英作　Vocabulary: アクセント

Listening: 説明：質問２問　英文の選択

Lesson 15 地球温暖化

日本大学指定テキスト 大学入学前学習 大学入学前の必須基礎力の定着

４技能の読む、書く、聞くを中心に総合的な英語力の向上に留意さ
せ、大学受験に必要な力を定着させる。

４技能の読む、書く、聞くを中心に総合的な英語力の向上に留意さ
せ、大学受験に必要な力を定着させる。

４技能の読む、書く、聞くを中心に総合的な英語力の向上に留意さ
せ、大学受験に必要な力を定着させる。

４技能の読む、書く、聞くを中心に総合的な英語力の向上に留意さ
せ、大学受験に必要な力を定着させる。

４技能の読む、書く、聞くを中心に総合的な英語力の向上に留意さ
せ、大学受験に必要な力を定着させる。

４技能の読む、書く、聞くを中心に総合的な英語力の向上に留意さ
せ、大学受験に必要な力を定着させる。

４技能の読む、書く、聞くを中心に総合的な英語力の向上に留意さ
せ、大学受験に必要な力を定着させる。

４技能の読む、書く、聞くを中心に総合的な英語力の向上に留意さ
せ、大学受験に必要な力を定着させる。

４技能の読む、書く、聞くを中心に総合的な英語力の向上に留意さ
せ、大学受験に必要な力を定着させる。

４技能の読む、書く、聞くを中心に総合的な英語力の向上に留意さ
せ、大学受験に必要な力を定着させる。

４技能の読む、書く、聞くを中心に総合的な英語力の向上に留意さ
せ、大学受験に必要な力を定着させる。

Lesson 10 遠慮について

Lesson 11 地図の読み方

Lesson 12 朝食は大事だ

Lesson 13 西アフリカにおける言語の多様
性

Lesson 14 米国での学校菜園の広がり

使用教科書

Lesson 5 貴重な水

Lesson 6　近代科学の父　ガリレオ

Lesson 7 守護天使

Lesson 8  アーサー王の丸いテーブル

使用補助教材 Listening Box (2) （啓林館）

１

学

期

前

半

後

半

Lesson 9 シルクロード

Lesson 1 TOM's DOG CARE SERVICE

平成29年度・高校３年生（日大クラス）　年間指導計画表

教科目(単位数） 英語特講（３単位）

年間目標 Reading, Grammar, Writing, Vocabulary, Listeningの５分野が総合的に学習できるテキストの 問題演習を通じ、日大到達度テストへ対応できる実力を身につけさせ、指導する。

４技能の読む、書く、聞くを中心に総合的な英語力の向上に留意さ
せ、大学受験に必要な力を定着させる。

Lesson 2 天気の予知

Lesson 3 世界銀行の役割

評価方法
定期試験・提出物・授業態度を総合して評価する。

３

学

期

２

学

期

前

半

４技能の読む、書く、聞くを中心に総合的な英語力の向上に留意さ
せ、大学受験に必要な力を定着させる。

４技能の読む、書く、聞くを中心に総合的な英語力の向上に留意さ
せ、大学受験に必要な力を定着させる。

Lesson 4 価値ある休暇
４技能の読む、書く、聞くを中心に総合的な英語力の向上に留意さ
せ、大学受験に必要な力を定着させる。

後

半

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

本授業用テキストの既習項目のみならず、予習範囲もしっかりと家庭学習させ、基礎学力到達度テストに備える。

学習方法
演習中心の授業なので、復習中心に家庭学習を実施し、既習事項を正確に理解し定着する。

注意事項
授業時には辞書必携。
定期試験は、聞き取り問題も加えた内容で出題。



学期 区分 単元 内容 目標・留意点
「日本人の稲作と日本人の労働意識」（663語）

法政大学・総合問題形式

「男女の発話量の違い」（747語）
関西学院大学・総合問題形式

「川を浄化する試み」（703語）
立命館大学・総合問題形式

「世界最小の国、ニュージーランド」（781語）
中央大学・内容把握・英文和訳

「１５０年前の障害者への偏見」（682語）
明治大学・内容把握

「文化のグローバル化」（717語）
上智大学・内容把握（英問英答）

「時間の捉え方の多様性」（852語）
同志社大学・総合問題形式

「妻を介護するフェリックス」（859語）
空所補充・内容把握

「複製絵画の活用」（911語）
早稲田大学・英問英答

「動物が危険を察知するしくみ」（994語）
総合問題形式

「触覚を科学技術に取り入れる」（932語）
内容把握

「３００年前の大地震」（997語）
青山学院大学・総合問題形式

「医師と患者との関係の変化」（987語）
慶應義塾大学・英問英答

「携帯電話の人体への影響」（1305語）
早稲田大学対策・英問英答

「脳と記憶の関係」（1184語）
慶応義塾大学対策・英問英答

２

学

期

前

半

後

半

インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題

テキストの問題演習を進める。既習項目のみならず、予習範囲もしっかりと自習し、本番に備える。

学習方法
授業は、初見の問題に対処する能力を高めることを目標とした演習形式で行う。
各長文を読み終えたところで、生徒自身の意見を簡潔な英語で表現できるようにする。
授業で理解できなかったことを身に付けるため、復習を充実させる。

注意事項
授業時には辞書必携。

評価方法
定期試験・提出物・授業態度を総合して評価する。

３

学
期

平成29年度・高校３年生（他大クラス）　年間指導計画表

教科目(単位数） 英語特講（３単位）

年間目標 精選された難関大学の入試問題の演習を通じ、600語以上の超長文に対応できる実力を身につけさせ、志望校合格を目標に指導する

使用教科書

Unit 1-4

Unit 1-5

Unit 1-6

Unit 2-7

使用補助教材

１

学

期

前

半

後

半

Unit 2-8

Unit 1-1

Unit 1-2

・超長文に対する慣れや、和訳に頼らない英語の読
解力をさらに養うとともに、限られた時間で大意の把
握や、要点の整理の正確さを増すようにする。
・本文の内容について、賛成と反対の双方の立場
で、自分の意見を英語でアウトプットできるようにす
る。

Unit 1-3

英文読解ＦＯＣＵＳ超長文偏（Ｚ会出版）

・超長文に対する慣れや、和訳に頼らない英語の読
解力を養い、限られた時間で大意の把握や、要点の
整理が出来るようにする。
・問題を解くだけでなく、本文の内容について自分の
意見を簡潔な英作文でアウトプットできるようにする。

Unit 3-14

Unit 3-15

Unit 2-9

Unit 2-10

Unit 2-11

Unit 2-12

Unit 2-13



学期 区分 単元 内容 目標・留意点

1章1節わたしたちを取り巻く情報
１情報とメディア（座）

情報とは何か、メディアとか何かを改めて考え
る

メディアの種類と特徴を理解する

1章2節アナログからディジタルへ
１情報のディジタル表現（座）

10進法と2進法，16進法について学ぶ
2進法や16進法の考え方を理解し，10進法と変
換することができる

２ディジタルだからできること（座）
ディジタル表現の種類とその利点・問題点につ
いて学ぶ

アナログとディジタルのそれぞれの特徴を理解
し、それぞれの向き不向きを理解する

オリエンテーション（実）
ログイン・ログアウト、ファイルとフォルダの整理
タイピング練習（Typequickを使用）

情報機器の基本操作を確認し，習得する
年間を通じて実施し、ストレスなくコンピュータを
使うための素地をつくる

3章1節情報化の影響と課題
３セキュリティ（実）

パスワードの管理の重要性とその方法を学ぶ 推測されにくく自分が忘れないパスワードを作
るにはどうすれば良いか自分で考える

4章3節情報社会と問題解決
２実際に解決してみよう（実）

問題解決のステップを知る
与えられた問題に対する解決策を考える

具体的な問題の解決策(主張)を考えることで問
題解決の手順と方法を理解する

2章1節インターネットの利用
３情報の検索（実）
実習編
15情報を検索しよう（実）

検索エンジンを使って問題解決に活用できる情
報を検索する

検索エンジンの仕組みを理解し、効率的に検
索できるようにする
検索結果を表形式に整理し、比較できるように
する

2章1節インターネットの利用
１インターネットの仕組み（座）

メールを送る、Webページを見る際にどのような
手順を踏んでいるのかを知る。

IPアドレスやパケット通信について理解する

２WWWと電子メール(座）

ＷＷＷや電子メールの仕組みを知る
電子メールの書き方を学ぶ

Webページの場所を示すURLや電子メールアド
レスの構造を理解する
電子メール特有の書き方のマナーを理解し、
LINE等でのコミュニケーションとは異なる点を
明確にする

2章2節ネットワークとコミュニケーション
1メディアの発達

手紙と電話を例にこれまでのメディアの発達に
ついて知る

通信メディアの発達には長い年月がかかって
いる一方、ここ十数年で爆発的な発達をしてい
ることを理解する

1章3節情報の表現と伝達
３効果的なプレゼンテーション（実）

プレゼンテーションの重要性を知る
相互に発表評価し、今後に生かせるよう改善
する

聴衆の要求にあったプレゼンテーションができ
たか,相互に評価する

2章2節ネットワークとコミュニケーション
３ネットコミュニケーションの特徴（座）

コミュニケーションの特徴とその活用法につい
て学ぶ

情報通信ネットワークの特徴から実生活以上
に注意してコミュニケーションする必要があるこ
とを理解する

3章1節情報化の影響と課題
２情報社会の影（座）

情報社会では便利なことばかりではなく様々な
影の側面があることを学ぶ

情報社会のさまざまな問題について理解する

４情報モラル（座・実）
情報モラルについて理解し，それを積極的に活
用していくことを考える

気をつける点を学ぶだけでなく、自分たちでど
のような点に気をつけて活用すべきか提案でき
るようにする

実習編
15パンフレットを作ろう（実）
18図解表現をしよう（実）
08データ量を体験してみよう(実）
11小さくしてみよう(実）

情報モラル啓発パンフレットの作成
情報を整理し、画像データや図形機能などを
使って文書を作成する

文書作成ソフトウェアの使い方を理解する
文書作成ソフトウェアをどのように活用すれば
見やすい文書が作成できるか考える
用途に応じた画像の解像度やファイルサイズ
を知る

3章1節情報化の影響と課題
１誰でも表現者・発信者の時代（座）

インターネットやディジタル機器の普及・発達に
より可能となった情報発信がどのような変化を
社会に引き起こしているかを知る

身近なゲーム等の娯楽から変化を考えること
で、社会における情報発信の変化を理解する

3章2節法律と個人の責任
１情報社会と著作権（座）

著作権と著作権法について学ぶ
なぜ著作権が必要なのかを改めて考える
著作権者の権利をどのように守るべきかを理
解する

２個人情報の保護（座）
プライバシーと個人情報漏洩の対策について
学ぶ

個人情報の正しい取り扱いを理解する

1章第1節わたしたちを取り巻く情報
２信頼できる情報とは
３メディアリテラシー（座）

情報の信憑性と評価の仕方を知り、情報を批
判的に読み解くことについて学ぶ。

メディアからの情報はいくつかの理由や背景に
よって加工されていることを知り、正確に評価
する力が求められることを理解する

実習編
05データを加工しよう(実）

元のデータを表計算ソフトウェアの機能を使
い、分かりやすい情報になるよう加工する

表計算ソフトが実生活にも活用できることを理
解する

プログラミングを体験してみよう（実） 簡単なプログラムの作成 コンピュータが手順を実行する際にはどれだけ
細かく指定する必要があるかを理解する

１

学

期

前

半

後

半

評価方法

学習方法

平成２９年度・高校3年生　年間指導計画表

講義：50%（試験、提出物等）
実習：50%（課題レポート、作品、実技試験等）
ノート提出、授業態度等の平常点算入を含める
※1学期中間評価に限り試験100%（実習の内容を試験範囲に含む）で評価する

授業の前に学習範囲を一読しておくと内容が理解しやすい。
教科書の内容をただ暗記するのではなく、自分やその周りの実生活に置き換えて考えると良い。
実習編と理論編に分かれているが、相互に関連するページも多くあるので、教科書の関連事項をよく読んで学習すること。

社会と情報　学習ノート（東京書籍）
パーフェクトガイド情報(実教出版）
Typequick Professional クラウド版（日本データパシフィック株式会社）

社会と情報（2単位）
※実習1時間、座学1時間で構成（以下、実は実習の内容、座は座学の内容である）

以下に挙げる力をバランス良く身につける
①大量の情報の中から自分に必要な情報を選択する力（情報収集・選択能力）
②情報の真偽を見抜く力（情報の評価、判断力）
③情報処理のメカニズムを知り、情報を的確に判断する力（分析・処理能力）
結果を新しい情報の創造や行動に結びつける力（創造力、発信・伝達能力）

使用補助教材

東京書籍『社会と情報』

教科目(単位数）

年間目標

使用教科書

２

学

期

前

半

後

半



インフルエンザ等
臨時休校になった

場合の課題
当該範囲について教科書を読み、学習ノートの問題を解くことで内容を理解しておくこと。

注意事項 実習の際、コンピュータ室の保存領域にファイルの容量が大きいものを保存しないこと。
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