MITA International School Syllabus 2018

三田国際学園中学校
Grade Level / Course
学年 / コース

高校１年

Subject Area / Class

Medical Science Technology Course

教科 / 科目

平成30年度 シラバス
国語
国語総合現代文

Class hours
時間数

３時間 / 週

1学期 中間試験 Term 1 Midterm
Name of Unit, Project
単元名

Unit Description
単元の概要

Textbooks / Materials
使用教科書 / 教材

＜意識＞とは何か？ ―デジタルネイチャーと人間―

『新精選国語総合 現代文編』明治書院
「入試漢字2800」桐原書店

人間と科学技術、自然との関わりについての基本を確認したうえで、人間の「意識」の問題を議論する。さまざまな著者の論評を読み、
未来の世界を予想し、それに向かって私たち人間がどのように歩めばよいのかについて自分なりの意見を持つ。自然科学という学問に対
し、人文科学や社会科学がどのように位置づくべきなのかを考え、理系コースとして現代文を学ぶ意義を見つめる。

Class Standards

Learning Objectives 学習内容

評価規準

楽 A3

B3

C3

A3

把握した内容に関して、
自ら疑問を持ち、問題提
起することができる。

好 A2
段落・場面ごとに内
容を読み取り、５Ｗ
１Ｈを意識して整理
する。

知 A1

C2

思考コードを活用する力
を身につけ、構造的に読
み、分析することができ
る。
複数の資料から共通点・
相違点を見出し、内容理
解や解釈の助けにする。

他者との対話を通して、
現代と未来に向けた意思
を表現することができ
る。

B1

C1
他者の考えを批判的
に検討することの意
味を理解する。

分析と総合、具体と抽
象、比較、因果、理由と
根拠、推論などの思考コ
ードを理解する。

Recognition

Logical Thinking

Others
備考

C3

コースの専門科目で学ん
でいることを転移させ、
課題意識を持つ。

B2

言語活動に必要な漢
字・語彙・文法を身
につける。
基本的な思想の変遷
を理解する。

B3

Creative Thinking

A2

B2

C2

意味段落ごとに内容の
重要ポイントを整理す
る。

複数の資料を構造的に
読み、端的に説明す
る。
筆者の論理展開や根拠
の提示の仕方を捉え、
的確に主張をつかむ。

人間の「意識」の問題
を明確にし、人文科学
の視点を踏まえ、の人
間が社会でより良く生
きるための価値観を提
案する。

A1

B1
思考を図式化する方法
を知る。

C1

評論読解に必要な語
彙、漢字を身につけ
る。
「知のあり方」に関わ
る思想の変遷を知る。

古典から学べる価値観
と、それをアップデー
トする現代の価値観が
共存することを理解す
る。

＜評価方法＞ ①ワークシートの課題 ②発表
＜ICT＞ ①Classiポートフォリオ ②keynote ③Google HP
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MITA International School Syllabus 2018

三田国際学園中学校
Grade Level / Course
学年 / コース

高校１年

Subject Area / Class

Medical Science Technology Course

教科 / 科目

平成30年度 シラバス
国語
国語総合現代文

Class hours
時間数

３時間 / 週

1学期 期末試験 Term 1 Final
Name of Unit, Project
単元名

Unit Description
単元の概要

Textbooks / Materials
使用教科書 / 教材

＜意識＞とは何か？ ―デジタルネイチャーと人間―

『新精選国語総合 現代文編』明治書院
「入試漢字2800」桐原書店

人間と科学技術、自然との関わりについての基本を確認したうえで、人間の「意識」の問題を議論する。さまざまな著者の論評を読み、
未来の世界を予想し、それに向かって私たち人間がどのように歩めばよいのかについて自分なりの意見を持つ。自然科学という学問に対
し、人文科学や社会科学がどのように位置づくべきなのかを考え、理系コースとして現代文を学ぶ意義を見つめる。

Class Standards

Learning Objectives 学習内容

評価規準

楽 A3

B3

C3

A3

把握した内容に関して、
自ら疑問を持ち、問題提
起することができる。

好 A2
段落・場面ごとに内
容を読み取り、５Ｗ
１Ｈを意識して整理
する。

知 A1

C3

コースの専門科目で学ん
でいることを転移させ、
課題意識を持つ。

B2

C2

A2

B2

C2

思考コードを活用する力
を身につけ、構造的に読
み、分析することができ
る。
複数の資料から共通点・
相違点を見出し、内容理
解や解釈の助けにする。

他者との対話を通して、
現代と未来に向けた意思
を表現することができ
る。

意味段落ごとに内容の
重要ポイントを整理す
る。

複数の資料を構造的に
読み、端的に説明す
る。
筆者の論理展開や根拠
の提示の仕方を捉え、
的確に主張をつかむ。

人間の「意識」の問題
を明確にし、人文科学
の視点を踏まえ、の人
間が社会でより良く生
きるための価値観を提
案する。

B1

C1
他者の考えを批判的
に検討することの意
味を理解する。

A1

B1
思考を図式化する方法
を知る。

C1

言語活動に必要な漢
字・語彙・文法を身
につける。
基本的な思想の変遷
を理解する。

分析と総合、具体と抽
象、比較、因果、理由と
根拠、推論などの思考コ
ードを理解する。

Recognition

Logical Thinking

Others
備考

B3

Creative Thinking

評論読解に必要な語
彙、漢字を身につけ
る。
「知のあり方」に関わ
る思想の変遷を知る。

古典から学べる価値観
と、それをアップデー
トする現代の価値観が
共存することを理解す
る。

＜評価方法＞ ①ワークシートの課題 ②発表
＜ICT＞ ①Classiポートフォリオ ②keynote ③Google HP
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三田国際学園中学校
Grade Level / Course

高校１年

Subject Area / Class

学年 / コース

Medical Science Technology Course

教科 / 科目

平成30年度 シラバス
Class hours

国語
国語総合現代文

時間数

３時間 / 週

２学期 中間試験 Term 2 Midterm
Name of Unit, Project
単元名

Unit Description
単元の概要

文学と芸術の世界
―私たちに今必要な思考の軸を考える―

Textbooks / Materials
使用教科書 / 教材

『新精選国語総合 現代文編』明治書院
「入試漢字2800」桐原書店

人間が生み出してきた芸術、文学のあり方を考える。「羅生門」を題材に構造把握やテクスト分析といった手法を身につけるだけ
でなく、芸術や文学を論じた文章を扱いながら、いつの時代にも必要な思考の軸とは何かを議論する。科学技術の発展はめざまし
いが、それを扱う人間として「どうありたいか」を考えるための基盤を構築する。

Class Standards

Learning Objectives 学習内容

評価規準

楽 A3

B3

C3

A3

B3

自己の内面に既存する論
理を変革し、内的世界
（世界観・人間観など）
を深めることができる。

好 A2
段落・場面ごとに内
容を読み取り、５Ｗ
１Ｈを意識して整理
する。

知 A1

備考

コースの専門性と照らし
合わせて、科学技術が発
展する社会における自分
の生き方を再考する。

B2

C2

A2

B2

C2

一つ一つの言葉に注目し
ながら心情を理解し、作
品の主題を解釈する。
複数の資料から共通点・
相違点を見出し、内容理
解や解釈の助けにする。

他者との対話を通して、
現代と未来に向けた意思
を表現することができ
る。

意味段落、場面ごとに
内容の重要ポイントを
整理する。

「羅生門」の語りを分
析し、主題を解釈す
る。
複数の資料を構造的に
読み、端的に説明す
る。

文学と芸術の分野から
の提言を踏まえ、現代
社会に必要な思考の軸
を提案する。

A1

B1

C1

評論と読解に必要な語
彙、漢字を身につけ
る。
文学論や芸術論の基本
を知る。

思考を図式化する方法
を知る。
テクスト分析の方法を
理解する。

新たな価値観を生み出
すために必要なことに
気づく。

B1

C1

言語活動に必要な漢
字・語彙・文法を身
につける。
基本的な思想の変遷
を理解する。

分析と総合、具体と抽
象、比較、因果、理由と
根拠、推論などの思考コ
ードを理解する。

他者の考えや作品を客観
的に把握・受容すること
ができる。

Recognition

Logical Thinking

Creative Thinking

Others

C3

＜評価方法＞ ①ワークシートの課題 ②発表
＜ICT＞ ①Classiポートフォリオ ②keynote ③Google HP
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三田国際学園中学校
Grade Level / Course

高校１年

Subject Area / Class

学年 / コース

Medical Science Technology Course

教科 / 科目

平成30年度 シラバス
Class hours

国語
国語総合現代文

時間数

３時間 / 週

２学期 期末試験 Term 2 Final
Name of Unit, Project
単元名

Unit Description
単元の概要

文学と芸術の世界
―私たちに今必要な思考の軸を考える―

Textbooks / Materials
使用教科書 / 教材

『新精選国語総合 現代文編』明治書院
「入試漢字2800」桐原書店

人間が生み出してきた芸術、文学のあり方を考える。「ひよこの眼」を題材に構造把握やテクスト分析といった手法を身につける
だけでなく、芸術や文学を論じた文章を扱いながら、いつの時代にも必要な思考の軸とは何かを議論する。科学技術の発展はめざ
ましいが、それを扱う人間として「どうありたいか」を考えるための新しい視点を見つける。

Class Standards

Learning Objectives 学習内容

評価規準

楽 A3

B3

C3

A3

B3

自己の内面に既存する論
理を変革し、内的世界
（世界観・人間観など）
を深めることができる。

好 A2
段落・場面ごとに内
容を読み取り、５Ｗ
１Ｈを意識して整理
する。

知 A1

備考

科学技術が発展する社会
における自分の生き方に
新しい視点を与える。

B2

C2

A2

B2

C2

一つ一つの言葉に注目し
ながら心情を理解し、作
品の主題を解釈する。
複数の資料から共通点・
相違点を見出し、内容理
解や解釈の助けにする。

他者との対話を通して、
現代と未来に向けた意思
を表現することができ
る。

意味段落ごとに内容の
重要ポイントを整理す
る。

「ひよこの眼」の語り
を分析し、主題を解釈
する。
複数の資料を構造的に
読み、端的に説明す
る。

文学と芸術の分野から
の提言を踏まえ、現代
社会に必要な思考の軸
を提案する。

A1

B1

C1

評論と読解に必要な語
彙、漢字を身につけ
る。
文学論や芸術論の基本
を知る。

思考を図式化する方法
を知る。
テクスト分析の方法を
理解する。

新たな価値観を生み出
すために必要なことに
気づく。

B1

C1

言語活動に必要な漢
字・語彙・文法を身
につける。
基本的な思想の変遷
を理解する。

分析と総合、具体と抽
象、比較、因果、理由と
根拠、推論などの思考コ
ードを理解する。

他者の考えや作品を客観
的に把握・受容すること
ができる。

Recognition

Logical Thinking

Creative Thinking

Others

C3

＜評価方法＞ ①ワークシートの課題 ②発表
＜ICT＞ ①Classiポートフォリオ ②keynote ③Google HP
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三田国際学園中学校
Grade Level / Course
学年 / コース

高校１年

Subject Area / Class

本科・International Course Standard

教科 / 科目

平成30年度 シラバス
Class hours

国語
国語総合現代文

時間数

３時間 / 週

３学期 学年末試験 Term 3 Final
Name of Unit, Project
単元名

Unit Description
単元の概要

Textbooks / Materials
使用教科書 / 教材

言葉の可能性と限界 ―認知科学と言語学―

『新精選国語総合 古典編』明治書院
「古文単語315」桐原書店

年間のまとめと高校２年への橋渡しとして、言葉の可能性と限界について議論する。ソシュール言語学の基礎を確認したうえで、
構造主義言語学を経てチョムスキー、ヴィトゲンシュタイン、レイコフ、池上嘉彦などに至る言語観の変遷を理解する。認知科学
と言語学の知見をもとに、現代社会における言葉の可能性と限界、未来への展望を考えることで自分なりの意見を構築する。

Class Standards

Learning Objectives 学習内容

評価規準

楽 A3

B3

C3

A3

B3

自己の内面に既存する論
理を変革し、内的世界
（世界観・人間観など）
を深めることができる。

好 A2
段落・場面ごとに内
容を読み取り、５Ｗ
１Ｈを意識して整理
する。

知 A1

C2

思考コードを活用する力を
身につけ、構造的に読み、
分析することができる。
複数の資料から共通点・相
違点を見出し、内容理解や
解釈の助けにする。

他者との対話を通して、
現代と未来に向けた意思
を表現することができ
る。

B1

C1
言葉・思考の可能性
と限界を知る。

言語活動に必要な漢
字・語彙・文法を身
につける。
基本的な思想の変遷
を理解する。

分析と総合、具体と抽
象、比較、因果、理由と
根拠、推論などの思考コ
ードを理解する。

Recognition

Logical Thinking

Others
備考

B2

Creative Thinking

C3
科学技術が発展する社会
における自分の生き方に
新しい視点を与える。

A2

B2

C2

単語と文法、句形を調べ
て直訳する。

複数の資料を構造的に読
み、端的に説明する。
筆者の論理展開や根拠の
提示の仕方を捉え、的確
に主張をつかむ。

人間と「言語」の問題を
明確にし、人文科学の視
点を踏まえ、の人間が社
会でより良く生きるため
の価値観を提案する。

A1

B1

C1

評論読解に必要な語
彙、漢字を身につけ
る。
「言語学」に関わる思
想の変遷を知る。

思考を図式化する方法
を知る。

多様な言語観の知見か
ら言葉と思考を超えて
いくときの利点と課題
を見出す。

＜評価方法＞ ①ワークシートの課題 ②発表
＜ICT＞ ①Classiポートフォリオ ②keynote ③Google HP

MITA International School

