
 

授業計画 

Grade 
  

S1 RC & ICS 
Subject  

English Communication Course  

Class Hours 4 Hours／Week  Teachers Haughton, Sawada, 
Coscolluela, Bell, Lindstrom 

Competencies  
 

① Inquiry / 
Investigation 

This competency develops the student’s initiative, encouraging the student to push 

themselves and discover the benefits of learning on their own. 

② Communication 
The competency stresses the need not only for teamwork, but basic communication 

with other people in a global environment. 

③ Productivity 
This competency stresses the need to produce tangible results from the student’s 

efforts.  More than simply a grade, it encourages students to take pride in their 

efforts and what they create. 

 

Term Month Unit Unit Goals Activities 

 

 
１ 

４  

５  

 

 

６  

７  

  Regular - Pro-Vision 1 – Lesson 1 

ICS – Pro-Vision 1 – Lesson 1 & 2 

MSTC – Pro-Vision – Lesson 1 

 

 

Regular - Pro-Vision 1 – Lesson 3 

ICS – Pro-Vision 1 – Lesson 3 & 6 

MSTC – Pro-Vision – Lesson 3 

To provide a solid basis for English study in Senor High. 

 

 

 

 

To develop English skills through peer-to-peer learning. 

 Text book lessons, workbooks, vocabulary tests, interview 

test, and a PBL project - iMovie 

 

 

 

Text book lessons, workbooks, vocabulary tests, interview 

test, and a PBL project – Group Presentation 

 

 
2 

９ 

10  

 

 
11  

12  

Regular - Pro-Vision 1 – Lesson 4 

ICS – Pro-Vision 1 – Lesson 5 & 7 

MSTC – Pro-Vision – Lesson 4 

 

 

Regular - Pro-Vision 1 – Lesson 2 

ICS – Pro-Vision 1 – Lesson 4 & 9 

MSTC – Pro-Vision – Lesson 5 

 

To develop English writing skills necessary for college. 

 

 

 

 

To apply English to methodical scientific processes. 

 

 Text book lessons, workbooks, vocabulary tests, speech, 

and a PBL project – Academic essay 

 

 

 

Text book lessons, workbooks, vocabulary tests, interview 

test, and a PBL project – Survey and Analysis 

 

 
３ 

１  

２  

３  

Regular - Pro-Vision 1 – Lesson 5 

ICS – Pro-Vision 1 – Lesson 8 & 10 

MSTC – Pro-Vision – Lesson 8 

To combine English with speech and presentation skills. Text book lessons, workbooks, vocabulary tests, interview 

test, and a PBL project – Podium speech 

 

 
３ 

Listening skills and use of 

vocabulary developed 

through Vocabulary Tests. 

Development of 

interactive speaking 

skills through 

Interview Tests. 

Self-expression in 

English through the 

realization of 

projects 

 
２ 

Comprehension 

skills developed 

through textbook-

linked workbooks. 

Detailed English 

comprehension 

through textual 

analysis. 

Experiential learning 

through 

development of 

English projects 

 
１ 

Reading and 

vocabulary 

reinforcement. 

English 

comprehension of 

written sources 

Developing basic 

planning skills of 

English projects. 

 Ａ Recognition Ｂ Logical Thinking Ｃ Creative Thinking 
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三田国際学園中学校・高等学校 2021年度 シラバス 

重視したいコンピテンシー 

授業計画 

学年 

コース 

高校 1 年 

本科 / ICS / MSTC 

教科 

科目 

英語 

英語表現Ⅰ 

時間数 3 時間／週 

学期 月 単元 単元目標 主な活動 

１ 

４ 

５ 

６ 

７ 

Vision Quest Ⅰ Lesson 5 

Vision Quest Ⅰ Lesson 6 

Vision Quest Ⅰ Lesson 7 

Vision Quest Ⅰ Lesson 8 

●助動詞

●受動態

●不定詞

●動名詞

・文法理解

・問題演習

・音読

・英文解釈

2 

９ 

10 

11 

12 

Vision Quest Ⅰ Lesson 8, 9 

Vision Quest Ⅰ Lesson 10 

Vision Quest Ⅰ Lesson 11 

Vision Quest Ⅰ Lesson 12 

●動名詞、分詞、分詞構文

●関係詞

●比較

●仮定法

・文法理解

・問題演習

・音読

・英文解釈

３ 

１ 

２ 

３ 

Vision Quest 47 Lesson 1-5 

Vision Quest 47 Lesson 6-8 

Vision Quest 47 Lesson 8 

●文型、文の種類、時制

●完了形、助動詞

●助動詞

・文法理解

・問題演習

・音読

・英文解釈

３ 

A3 

・語彙・文法を適切に用いて、自らの考えや意見を

発信することができる。 

・言語活動を通じ、場面に応じて適切な表現を使う

ことができる。 

・第２言語習得への目的意識を持ち、意欲的に学習

に取り組むことができる。 

B3 

・与えられたテーマに対して、英語を通じてディス

カッションができ、他者の考えを理解し、自らの意

見を論理的に主張することができる。 

・自らの解釈を論理的に共有することができる。

C3 

・新たな価値観を形成し、革新的な発想を生み出す

ことで、国際社会に貢献することができる。 

２ 

A2 

・語彙・文法を適切に用いることができる。

・母語と第２言語との違いを理解する。

・特定の分野において自ら関心を持ち、学習に繋げ

ることができる。 

B2 

・論理的な思考に必要とされる表現を用いて、自ら

の考えを述べることができる。 

・文脈に応じて他者の意見・心情を客観的に理解す

る。 

C2 

・グローバル化の中で、異文化との対話の道を探

り、自らの課題を克服することにより新たなアイデ

ンティティーを形成する。

１ 

A1 

・言語活動に必要な文法・語彙を身につける。

・第 2 言語の構造を理解することができる。

・与えられた課題に主体的に取り組むことができ

る 

B1 

・論理的な思考に必要とされる表現や知識を身に

つける。 

・第 2 言語の文章の構成法を理解する。

C1 

・自国文化と多様な文化の共通性や相違点を理解

したうえで、国際的な思考感覚を身につける。 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応用・実践 Ｃ 批判・創造 

① 探究心
英語を題材として言語学への興味と関心を持ち、深める。 

② 異文化理解
言語の背景にある歴史、文化、習慣やその言語を扱う人たち・地域

への理解を促進する。 

③ 生産性
言語としての英語への理解を深め 4 技能の向上を図る。英語を使

うあらゆる場面において生産性の向上を目指す。 



Grade
Course S1 Intermediate Subject English Language Arts

③
Is able to recognize in-class

material out of context.

Is able to recognize and apply 
different sets of material to 
talk about an original idea

or thought.

Can  combine in class content
with original ideas to express

ideas and opinions.

Class Hours 4Hours/Week

② Is able to recognize new
grammar points independently.

Can apply new skills and learnt
material to solve a problem 

independently.

Able to reproduce grammar
 and ideas from the classroom 

in their own words.

Competencies

① Productivity Consistently produce grammar based classwork and projects to
prove their understanding of the topics studied.

①
Be able to recognize
 new words key 
points taught in class. 

Is able to use new words and
grammar pointas in a  

controlled setting.

Is able to express own
ideas using a select 

grammar point or group of
words.

② Communication Use English in class to express ideas and opinions.

③Solving Ability Use the skills taught in class to solve problems
presented in their textbooks and in Project Based Learning.. Ⓐ Recognition Ⓑ Logical Thinking Ⓒ Creative Thinking

Term Month Unit Unit Goals Activities

1

4

Unit 1
Present and Past Simple: Simple and Progressive

Unit 2
Present and Past: Perfect and Present Progressive

Present and Past Simple: Simple and Progressive
L1 - Simple Present and Present Progressive
L2 - Stative Verbs
L3 - Simple Past and Past Progressive

Present and Past: Perfect and Present Progressive
L1 - Present Perfect
L2 - Present Perfect Progressive and Present Perfect
L3 - Past Perfect and Past Perfect Progressive

Grammar Practice and Activities
Students study units 1 & 2

Family Tree - Poster and Mini Presentation
Interview a family member - write a transcript of the interview
Country Profile for family life - InfoGraphics

Speech Contest Preparation
Find a person who has done something challenging or daring and write an article 
about them. 

5

6

7

2

9
Unit 3
The Future 

Unit 4
Negative Yes/No Questions; Statement 
and Tag Questions

The Future 
L1 - Will, Be Going To, Present Progressive and Simple Present
L2 - Future Time Clauses
L3 - Future: Progressive, Perfect and Perfect Progressive

Negative Yes/No Questions; Statement and Tag Questions
L1 - Negative Yes/No Questions and Statement Questions
L2 - Tag Questions; Answers to Tag Questions   

Grammar Practice and Activities - Students study units 3 & 4

SPEECH CONTEST
Informercial iMovie selling their new Robot - with its 3 laws of robotics - What it will do  
Write a letter to yourself for graduation
Persuasive Essay on the positives and negatives of AI

Travel Show video - in groups make a video introducing a new fictional land
Choose your adventure (using Google slides) - Give them a scenario e.g. you 
discover a new world

10

11

12

3

1

Unit 5 
Nouns, Articles, and Subject-Verb 
Agreement

Nouns, Articles, and Subject-Verb Agreement
L1 - Count and Non-Count Nouns; Quantity Expressions
L2 - Articles
L3 - Subject-Verb Agreement 

Grammar Practice and Activities - Students study units 3 & 4

In groups, conduct a survey on an issue facing teenagers. Individually write a survey 
report. 
Podcast on the issues of being a teenager.
Idents on Garage Band. 
Comparative Essay on the difference between teenagers now and 50yrs ago

2

3



授業計
 

Grade SHS 1 Intermediate

 Literature 

Subject  English 

Course

Class Hours 3 Hours／Week 

Competencies 

Intercultural Understanding 
Students engage with texts written by authors from different 
time and cultures in a spirit of openness and empathy. 

Creativity 
Students develop the skills necessary to express their ideas 
and opinions through works of art. 

Co-Creation 
Students respond critically to the work of peers in a spirit of 
support and encouragement. 

Term Month Unit Unit Goals Activities 

１

４

５

６

７

Literary Devices 
Annotating Poems 
Expository Essay 
Creative Writing 

- Learn to recognize common literary devices.
- Categorize and annotate language in a text.
- Write an academic essay responding to a text.
- Write a poem using a variety of literary devices.

- Performance, group discussion.
- Group discussion, note making.
- Writing, peer feedback, redrafting.
- Workshopping, peer feedback, redrafting.

2 

９

10 
11 
12 

Figurative Language 
Cornell Notes 
To What Extent Essay 
Creative Writing 

- Practice interpreting figurative language.
- Categorize and annotate language in a text.
- Write an academic essay responding to a text.
- Write a vignette using a variety of literary devices.

- Performance, group discussion.
- Group discussion, note making.
- Writing, peer feedback, redrafting.
- Workshopping, peer feedback, redrafting.

３

１

２

３

Literary Devices 
Multiple Readings 
Project 

- Read a text critically, for an academic purpose.
- Consider a text using different literary theories.
- Create a project that helps you to understand your

family better.

- Group discussion, Cornell Notes.
- Research, presentation, persuasive speech.
- Planning, time management, reflection.

３

Recognize literary 
devices in a text while 
reading. 

Recognize a pattern 
that might be a literary 
device I don’t know 
yet. 

Respond critically to 
texts I read based on 
my understanding of 
literary devices. 

２

Recall definitions of 
literary devices when 
prompted. 

Categorize language 
in a text according to a 
definition. 

Write a text that 
includes literary 
devices. 

１

Understand definitions 
of literary devices. 

Recall which kinds of 
literary device are 
common in a type of 
text. 

Make predictions 
about the kinds of 
literary devices I 
might see in a text. 

Ａ Recognition Ｂ Logical Thinking Ｃ Creative Thinking 



授業計
 

Grade SHS 1 

 Literature 

Subject  English 

Course

Class Hours 4 Hours／Week 

Competencies 

Intercultural Understanding 
Students engage with texts written by authors from different 
time and cultures in a spirit of openness and empathy. 

Creativity 
Students develop the skills necessary to express their ideas 
and opinions through works of art. 

Co-Creation 
Students respond critically to the work of peers in a spirit of 
support and encouragement. 

Term Month Unit Unit Goals Activities 

１

４

５

６

７

Literary Devices 
Annotating Poems 
Expository Essay 
Creative Writing 

- Learn to recognize common literary devices.
- Categorize and annotate language in a text.
- Write an academic essay responding to a text.
- Write a poem using a variety of literary devices.

- Performance, group discussion.
- Group discussion, note making.
- Writing, peer feedback, redrafting.
- Workshopping, peer feedback, redrafting.

2 

９

10 
11 
12 

Figurative Language 
Cornell Notes 
To What Extent Essay 
Creative Writing 

- Practice interpreting figurative language.
- Categorize and annotate language in a text.
- Write an academic essay responding to a text.
- Write a vignette using a variety of literary devices.

- Performance, group discussion.
- Group discussion, note making.
- Writing, peer feedback, redrafting.
- Workshopping, peer feedback, redrafting.

３

１

２

３

Literary Devices 
Multiple Readings 
Project 

- Read a text critically, for an academic purpose.
- Consider a text using different literary theories.
- Create a project that helps you to understand your

family better.

- Group discussion, Cornell Notes.
- Research, presentation, persuasive speech.
- Planning, time management, reflection.

３

Recognize literary 
devices in a text while 
reading. 

Recognize a pattern 
that might be a literary 
device I don’t know 
yet. 

Respond critically to 
texts I read based on 
my understanding of 
literary devices. 

２

Recall definitions of 
literary devices when 
prompted. 

Categorize language 
in a text according to a 
definition. 

Write a text that 
includes literary 
devices. 

１

Understand definitions 
of literary devices. 

Recall which kinds of 
literary device are 
common in a type of 
text. 

Make predictions 
about the kinds of 
literary devices I 
might see in a text. 

Ａ Recognition Ｂ Logical Thinking Ｃ Creative Thinking 



授業計画

Grade S1

Advanced

Subject English

Course 

Class Hours 3 Hours／Week

Competencies 

① Investigation
 In researching various topics, students will learn to identify the differences between 
sources of information.

② Communication
By learning the structure of academic writing, students will be able to effectively 
communicate through different forms of writing/communication.

③ Productivity
 Through production original work, students will learn to effectively synthesize 
information for multiple sources. 

Term Month Unit Unit Goals Activities

１

４

５

６

７

Identifying sources

Developing a Research Question

Crafting a Thesis Statement

Producing Academic Work

 To be able to understand and recognize the difference between
sources of information.

 To be able to create a clear and concise research question that is
both grounded and uses language specific to the topic.

 To be able to crafted a focused and concrete thesis statement that
clearly states the authors position and the relevance of the work.

 To be able to produce a complete academic work with proper
citation and formatting

 Reading comprehension worksheets

 Writing workshops

 Peer review sessions

 Formal/informal debate

2

９

10 

11 
12 

 Point of View

 Describing the Setting

 Character Development

Plot Outline

 To be able to employ different points of view effectively within a
story.

 To be able to use imagery to effectively describe a scene to the
reader.

 To be able to develop characters and their backstories and provide
depth.

 To be able to identify important points within the plot of a story.

 Reading comprehension worksheets

 Writing workshops

 Peer review sessions

 Collaborative writing

３

１

２

３

 Introducing a Topic

Testing a Hypothesis

Describing Methods

 To be able to concisely introduce the topic of a scientific paper to
the target audience.

 To be able to craft a clear and testable hypothesis.

 To be able to effectively describe the methods used within an
experiment.

 Reading comprehension worksheets

 Writing workshops

 Peer review sessions

 Scientific review

３

1) Recognize different

sources

2) Be able to conduct

research..

1) Link supporting
evidence to thesis.

2) Effectively use topic
sentences.

1) Independently
investigate a research
question

２

1) Identify important
components of a work.

1) Logically structure an
argument.

2) Incorporate
counterarguments

1) Discuss their work
within broader
knowledge

１

1) Recognize an author’s
position.

2) Able to locate cited
work.

1) Use information for
various sources.

2) Identify useful
sources.

1) Create original work.
2) Identify gaps in

established
knowledge.

Ａ Recognition Ｂ Logical Thinking Ｃ Creative Thinking



MITA International School Syllabus 201 

三田国際学園中学校・高等学校 2021年度 シラバス 

重視したいコンピテンシー 

授業計画 

学年 

コース 

高校１年 

RC/ICS/MSTC 

教科 

科目 

国語 

国語総合（現代文） 

時間数 3 時間／週 

学期 月 単元 単元目標 主な活動 

１ 

４ 

５ 

６ 

７ 

ことばについて探求する 「話す・聞く・書く・読む」の技能の向上をさせるため

に、一学期はことばについて探求を行う。その探究活動

の際には、読解偏重ではなく、映像などの素材を使用す

る。さらには、インタビューの技法も向上させること

で、ことばの使い手となる基礎を固めていく。 

・グループでの創作活動

・長文精読探求

・インタビュー

・学内での創作コンテスト

・授業外での読解課題

2 

９ 

10 

11 

12 

生きるための倫理について考える 『羅生門』の下人の生き方を通して、「生きるためなら

悪いことをしてもよいのか」という問題に正面から向

き合う。その際、近代世界の延長線上にある現代世界に

目を向け、グローバル化が引き起こす現代的な社会問

題をこの物語の構造にあてはめながら考えるようにす

る。 

・グループでの創作活動

・長文精読探求

・インタビュー

・学内での創作コンテスト

・授業外での読解課題

３ 

１ 

２ 

３ 

「情報」の本質について考える 情報化社会である現代における「情報」という言葉の本

質について、グループ討議と読解作業を通して考察を

深める。可能であれば、何かの「広告」を制作すること

で、「情報」の本質を体験的に学ぶ機会とする。 

・グループでの創作活動

・長文精読探求

・インタビュー

・学内での創作コンテスト

・授業外での読解課題

３ 

整理した内容（情報）を、相手の

立場や考えを尊重しながら、話

し方に注意して、わかりやすく

説明できる。 

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。 コンテクストに注目し

考えをまとめることができる。 

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。 

２ 

段落・場面ごとに内容を読み取

り、５Ｗ１Ｈを意識して整理す

る。積極的、能動的に注意して

「聴く」、「訊く」ことができる。 

主張、理由・根拠を的確につか

み、文章全体の主旨を説明する

ことができる。 

自分が立てた論理だけでは説明

することができない矛盾点に目

を向け、新たな読みを提示する

ことができる。 

１ 

文章の段落・場面について理解

する。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。 

他者の考えを批判的に検討する

ことの意味を理解する。言葉・思

考の可能性と限界を知る。 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応用・実践 Ｃ 批判・創造 

① 創造性
二項対立を超えるよう、グループでの対話を重視し、創作力を向上 

② コミュニケーション
読解偏重ではなく、「話す・聞く・読む・書く」の総合力を向上 

③ リーダーシップ
価値観が違う人・文章と関わることで、１人１人の主体性を涵養 



MITA International School Syllabus 201 

三田国際学園中学校・高等学校 2021年度 シラバス 

重視したいコンピテンシー 

授業計画 

学年 

コース 

高校１年 

RC/ICS/MSTC 

教科 

科目 

国語 

国語総合古典 

時間数 ２時間／週 

学期 月 単元 単元目標 主な活動 

１ 

４ 

５ 

６ 

７ 

日本語の特徴から古語を学ぶ 

助動詞① 過去/完了・受身/使役 

助動詞② 推量/推定・打消 

助動詞③ 断定・願望・その他 

古語を学ぶ前に日本語の特徴を復習する 

文を構成する要素として自立語と付属語を学ぶ 

付属語の重要性を理解し、助動詞の基礎を学ぶ 

文中での助動詞の働きを正確に理解する 

テキスト読解

文法ワーク 

2 

９ 

10 

11 

12 

助動詞の識別① 

助動詞の識別② 

助詞① 

助詞② 

接続や活用形から、まぎらわしい助動詞について正確

に識別ができるようになる 

古語における助詞の働きを理解する 

重要な助詞について正確に意味を判別する 

テキスト読解

文法ワーク 

３ 

１ 

２ 

３ 

敬語① 

総合問題 

総合問題 

敬語を含む文章の読解ができる 

これまでの学習を振り返り、総合的な問題の読解がで

きるようになる 

テキスト読解

文法ワーク 

３ 

テーマとんる文法事項について、日

本語の特徴から働きを理解し、他の

文法事項と結びつけて深く理解す

る。 

テキストの応用発展問題について、

正確な解答にたどり着くことができ

る。 

古典の読解を通じて、時空を超えて

過去の時代と心を通わせ、日本人と

は何かについて深く考察し、自らの

生き方を考察する 

２ 

テーマとなる文法事項について他の

文法事項と結びつけて理解する。 

テキストの標準問題について、正確

な解答にたどり着くことができる。 

古典の読解を通じて、過去の考え方

や価値観を現代の生活に活かすこと

ができる。 

１ 

テーマとなる文法事項について、基

本的な原則を理解する 

テキストの説明を読み基本問題にお

いて、正確な解答にたどり着くこと

ができる。 

古典の読解を通じて、現代との違い

を認識し、それぞれを俯瞰的に眺め

ることができる 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応用・実践 Ｃ 批判・創造 

① 異文化理解
古典作品を通じて、過去の日本人の心や価値観に触れ、深く理解を

するとともに、現代への深い考察にたどり着く 

② 責任感
高校生としての自覚を持ち、自ら進路を切り拓くという強い意志

を持って授業に臨む 

③ 率先
目標を設定し、達成していく過程の中で、主体的な学習態度を養

い、自律的な学習者を目指す 



MITA International School Syllabus 201 
三田国際学園中学校・高等学校 2021 年度 シラバス 

重視したいコンピテンシー 

授業計画 

学年 

コース 

高校１年 

RC/ICS/MST 

教科 

科目 

数学 

数学Ⅰ 

時間数 ４時間／週 

学期 月 単元 単元目標 主な活動 

１ 

４ 

５ 

６ 

７ 

二次関数 

集合と論理 

データの分析 

・二次関数の最大、最小が求められるようになる。

・２つの命題の関係を論理記号（⇒等）で表し、集合と

の包含関係を述べることができる

・データにおける平均値、中央値、最頻値、分散、標準

偏差を理解し、計算することができる。

データの分析においては、各々がテーマを決めて自発

的な調査活動を行っていく 

2 

９ 

10 

11 

12 

図形と計量 

三角関数 

・直角三角形を与えられたとき、１辺から他の２辺を

表現することができる。

・単位円を用いて一般の角におえる三角関数を求める

ことができる。

具体的な三角比の表を用いて、直接測ることのできな

い距離を間接的に求める作業を実際に行う。 

３ 

１ 

２ 

３ 

方程式・式と証明 ・恒等式を係数比較と代入の観点から扱える。

・等式、不等式の証明を正しい順序で行える。

・相加相乗平均を理解し、利用することができる

・複素数を理解し、四則演算ができるようになる。

証明の記述を他の子と比べる。 

他人の良い所を探し、自分の記述力、論理力の向上を行

う。 

３ 

学んだ定義、定理から新たな定理を

自分で発見することができる。 

問題を解く際に、様々な発想から複

数の解法を考えることができる。 

正しい推論をすすめるために、 

自分が持っている知識と、事実とし

ておさえている部分を整理すること

ができ、次に学ぶべきことが自発的

に理解できる。 

２ 

扱った定理がなぜ成り立つのか、証

明することができる。 

問題を解く際に使った定義や定理を

使う理 由を自分な りに説明 できる

（発想の説明）。 

他人の答案をみて、不足している点

を指摘することができる。 

１ 

扱った定義、定理を的確に述べるこ

とができる。 

定義、定理を使って問題を作ること

ができる。 

自分の論述が論理的に正しいのか判

断することができる。 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応用・実践 Ｃ 批判・創造 

① 探究心
新しい事実を学んだとき、なぜそれが成立するのかを自発的に、か

つ論理的に考えようとする。 

② 問題解決能力
与えられた問いに対して、正しい推論を元に、答えを導いていこう

とする。 

③ コミュニケーション
他者の考えを知り、自分の考えをより深いものへと変えようとす

る。 
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三田国際学園中学校・高等学校 2021年度 シラバス 

重視したいコンピテンシー 

授業計画 

学年 

コース 

高校 1 年 

本科/インターナショナル/MSTC 

教科 

科目 

数学 

数学 A 

時間数 3 時間／週 

学期 月 単元 単元目標 主な活動 

１ 

４ 

５ 

６ 

７ 

集合 

場合の数と確率 

 集合の表記法を理解し、自ら特定の集合を書くこ

とができる。

 順列、組み合わせの違いを理解し、自ら計算するこ

とができる。

 事象の確率を正しく計算することができる。

 グループワーク

 モンティ・ホール問題など扱い直観では理解でき

ないことを確率の知識を用いて考察する。

2 

９ 

10 

11 

12 

整数の性質 

図形の性質 

 約数と倍数、余りによる分類、ユークリッド互除

法、不定方程式を理解する。

 三角形の五心、チェバの定理、メネラウスの定理、

円の性質について理解し、活用することできる。

 グループワーク

 整数の性質が身の周りでどのように応用されてい

るか考察する(RSA 暗号など)

３ 

１ 

２ 

３ 

指数関数と対数関数  指数法則を理解し、ただしく利用することができ

る。

 対数法則を理解し、ただしく利用することができ

る。

 常用対数を理解し、日常生活での利用を考えるこ

とができる。

 グループワーク

 身の回りの事象から指数関数的事象を探る。

 身の回りの事象に対数を活用する。

３ 

基本的な知識を使って問題を解く方

法を説明することができる 

身の回りの事象から問題を見出し、

数学的考察を用いて問題を解決でき

る。 

基本的な知識を組み合わせて、解法

の間違いを指摘することができ、次

に学ぶべきことを自ら探せる。 

２ 

基本的な知識を使って問題を解くこ

とができる。 

身の回りの事象の解決に数学的考察

を用いることができる。 

基本的な知識を組み合わせて、解法

の間違いを指摘することができる。 

１ 

基本的な知識の使い方を理解する 身の回りの事象に数学的考察が用い

られていることを知る。 

なぜその解法で解けるのか疑問をも

って取り組むことができる。 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応用・実践 Ｃ 批判・創造 

① 問題解決能力
既知の公式や知識を用いて、日常生活にある問題を数学的に捉え

て、解決することができる。 

② 探求心
常に「なぜ」を考えて、解き方や考え方の本質を捉えようとする。 

③ コミュニケーション

能力

グループワークを通じて、他者の考え方を知り、自分との考え方の

違いを認識して深めることができる。 



MITA International School Syllabus 201 
三⽥国際学園中学校・⾼等学校 2021 年度 シラバス

重視したいコンピテンシー

授業計画 

学年 

コース 

⾼校 1 年 
本科/インターナショナル/MSTC 

教科 

科⽬ 
科学と⼈間⽣活 

時間数 2 時間／週 

 

学期 ⽉ 単元 単元⽬標 主な活動 

１ 

４ 
５ 
６ 
７ 

1 編- 2 章 微⽣物とその利⽤ 
1 編- 2 章 微⽣物とその利⽤ 
1 編- 2 章 微⽣物とその利⽤ 
1 編- 2 章 微⽣物とその利⽤ 

●科学と⾝近な⽣活や社会とのかかわりを知る
●地球上に広がる⽣態系の全体像を理解し⾃分事にす
る。また、中でも微⽣物の役割の理解を深める。 
●代表的な微⽣物の種類を知り、その⽣物的特徴を理
解する。 

●実験・フィールド調査
●グループワーク
●ディベート
●探求活動

2 

９ 
10 

11 
12 

4 編-2 章⾝近な⾃然景観と⾃然災害 
4 編-2 章⾝近な⾃然景観と⾃然災害 
4 編-2 章⾝近な⾃然景観と⾃然災害 
2 編- 物質の化学 
2 編- 物質の化学 

●プレートテクトニクスを理解する。
●代表的な地形を知る。災害となりうる地球活動につ
いて理解を深める。 
●⾷品を通して、タンパク質や糖の構造について基本
的な概念と⽤語を知り、理解する。 

●実験
●グループワーク
●探求活動

３ 

１ 
２ 
３ 

3 編 2 章 熱の性質とその利⽤ 
3 編 2 章 熱の性質とその利⽤ 
3 編 2 章 熱の性質とその利⽤ 

●熱エネルギーと⼒学的エネルギーについて基本的な
概念と⽤語を知り、理解する。 
●どのようなところで社会に還元されているか知る。

●実験
●グループワーク
●探求活動

３ 

単元の全体像を把握し、概念を
整理して理解できる。仮説を持
ったうえで実験を⾏い、結果を
考察することができる。 

科⽬の基本的な知識や概念を活
⽤し、社会課題や学術的な課題
にて本質を理解し、論理的に考
察することができる。 

学習した内容をもとに、科⽬や
分野を超えた創造的な活動をす
ることができる。 

２ 

理科 4 科⽬の基本的な概念を説
明することができる。基本的な
実験を⾏い、結果を適切にまと
めることができる。 

科⽬で学んだ基本的な知識や概
念と、⽇常⽣活や社会を関連付
けて考えることができる。 

学習した内容をもとに⾃ら疑問
を持ち、それを知るための具体
的 な 道 筋 を た て る こ と が で き
る。 

１ 

理科 4 科⽬の基本的な⽤語や概
念を知っている。基本的な実験
操作ができる。 

基本的な知識や概念を活⽤して
論理的に考えることができる。 

学習する内容に対して疑問を持
ち、⾃分の考えを展開すること
ができる。 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応⽤・実践 Ｃ 批判・創造 

① 探求⼼
教科書に書かれていることや⾃分が観察したものから、絶えず問
いをみつけ、追及する姿勢をもつ。 

② 社会参画
科学と社会課題や地球課題、環境問題などと紐づけて考えること
ができるようになる。 

③ 問題解決能⼒
テーマや課題に沿って知りたいことや問題を明確化し、その達
成に向けて適切な活動をすることができる。 



MITA International School Syllabus 201 
三⽥国際学園中学校・⾼等学校 2021 年度 シラバス

重視したいコンピテンシー

授業計画 

学年 

コース 

⾼校 1 年 
ICS 

教科 

科⽬ 

理科 
化学基礎 

時間数 2 時間／週 

 

学期 ⽉ 単元 単元⽬標 主な活動 

１ 

４ 
５ 
６ 
７ 

物質の成分と構成元素 
原⼦の構成と元素の周期表 
化学結合 
化学結合と結晶 

●電⼦の授受により、精製する物質が分かる。
●ミクロな視点で原⼦がどのような構成をしているの
か理解でき、周期表との関連性がわかる。 
●結晶の構造について理解できる。
●放射性同位体について理解できる。

●実験（分離・蒸留）
●問題演習(セミナー化学基礎)
・中間 p4-21 期末 p22-37
●探求活動
・化学基礎共通テスト⼤問 1 で間違えないために

2 

９ 
10 
11 
12 

物質量と濃度 
化学変化と化学反応式 
酸と塩基・⽔素イオン濃度 
中和と塩 

●mol を⽤いて各物理量を計算することができる。
●化学反応式から量的関係を読み取ることができる。
●各種酸・塩基の定義が理解できる。
●塩とは何か理解できる。

●実験（中和滴定）
●問題演習(セミナー化学基礎)
・中間 p46-71 期末 p72-91
●探求活動
・ 

３ 

１ 
２ 
３ 

酸化還元反応 
電池 
総合演習 

●⾝の回りの酸化還元反応について説明できる。
●イオン化傾向の仕組みが理解できる。
●酸化剤/還元剤が理解できる。
●酸化還元滴定の化学反応式が構築できる
●主な電池の仕組みが理解できる

●実験（酸化還元滴定・電池）
●問題演習(セミナー化学基礎)
・p92-101
●探求活動

３ 

・原⼦の構造と物質量の関係につい
て説明できる。 

・中和/酸化還元滴定の実験を構築
することができる。 

・各探究活動での成果物と⼊試問題
とが繋がり、新しい問題を作成する
ことができる。 

２ 

・物質量の計算・関係が理解できる。 
・⾝の回りの酸化還元/中和反応が
理解できる。 

・過不⾜ある化学反応において、ど
のような量的関係が成り⽴つのかを
推測できる。 
・滴定実験から得られる結果の要因
について考察することができる。 

・科学者が当時どのような影響を⽣
み出したのか、多⾓的な視点で考え
ることができる。 

１ 

・結合の種類が理解でき説明できる
・各分野の基礎的事項を知識として
習得できる。 

・化学反応式から量的関係を読み取
ることができる。 
・液性と pH の関連を考察できる。
・滴定実験の内容を理解しながら進
めることができる。 

・各種酸・塩基の定義の例外
を発⾒することができ、その
理由を説明できる。
・mol の概念がなかったと
き、どう不都合なのかを考え
られる。

Ａ 知識・技能 Ｂ 応⽤・実践 Ｃ 批判・創造 

① 問題解決⼒
演習問題に対して常に批判的な⽬を向けて問題点を発⾒し、より
質の⾼い問いを捻出できるように⼼がける。 

② 創造性
化学に関する習得した知識を⽤い、社会に役⽴てられるアイデア
や、⼊試問題を想像・作成することができる。 

③ 探究⼼
化学に関する未知の知識に関して、貪欲に掘り出そうと⼼がける
ことができる。 
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三田国際学園中学校・高等学校 2021年度 シラバス 

重視したいコンピテンシー 

授業計画 

学年 

コース 

高校 1 年 

本科／ICS／MSTC 

教科 

科目 

地理歴史 

世界史 A 

時間数 2 時間／週 

学期 月 単元 単元目標 主な活動 

１ 

４ 

５ 

６ 

７ 

18 世紀の世界 

国民国家とナショナリズム 

●1 学期前半の授業「近代」以前の世界がどのような世

界であったかを自分の言葉で説明し「現代」とどのよ

うに関わるか考察する。

●国民国家やナショナリズムがどのように形成された

かを理解し、現代との繋がりを考察する。

反転授業による予習 

授業における資料(グラフ・図・史料)読解 

2 

９ 

10 

11 

12 

帝国主義の展開とアジア 

総力戦と社会運動 

●産業革命からはじまる資本主義経済の形成と帝国主

義への道程を学習し、現代への影響を考察する。

●アジアにおけるナショナリズムがどのような問題点

を生み出したかを理解する。

●20 世紀の国際秩序の変化と大衆化について理解する。 

反転授業による予習 

授業における資料(グラフ・図・史料)読解 

３ 

１ 

２ 

３ 

グローバル化と私たち ●第二次世界大戦とそれに続く冷戦の流れを概観する。

●冷戦後の社会が生み出した、さまざまな諸問題につい

て自分事として考える。

反転授業による予習 

授業における資料(グラフ・図・史料)読解 

Ａ 知識・技能 Ｂ

応

用・

実

践

Ｃ

批

判・

創

造

３ 

①単元の内容を要約できる 

②単元の内容を要約したことを説

明できる 

①２つ以上の事象の共通点・相違点

をふまえ、事象の特徴を説明できる 

②原因・結果をふまえ、その歴史的意

義を説明できる 

①Ｃ２の①の仮説を検証する

②Ｃ２の②の仮説を検証する

③未来に起こりえる問題を解決する

ための仮説を立てることができる。 

２ 

①重要な歴史用語の説明ができる。

②歴史事項の流れを理解できる

→〈時代整序〉

③単元内容を理解できる

→〈正誤判定〉

〈Ｂ①をふまえ・・・〉 

①２つ以上の事象との共通点・相違

点を説明できる 

②歴史事象の原因を説明できる。

③歴史事象の結果を説明できる。

①Ｃ１の①の問いに対する仮説を立

てることができる 

②現代の課題を解決するための仮説

を立てることができる 

③現在の課題をふまえ，未来に起こ

り得る問いを立てることができる。 

１ 

①問いに対し，歴史用語を的確に

答えることができる。 

①資料の内容を読み取り，内容や特

徴を説明できる。 

②時代の前後の関連性に気づける。

③同一時代の異なる２つ以上の事象

（地域など）の関連性に気づける 

①単元を通して，新たな問いを立て

ることができる。 

②歴史事象をふまえ，現代の諸課題

との関連性に気づくことができる。 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応用・実践 Ｃ 批判・創造 

① 異文化理解
学習を通じて、多様な社会・文化について認識し、興味・関心を高

める。 

② 探究心
学習活動を通して、比較やグローバル化などの視点から問いを見

出し、歴史観を身につける。 

③ 創造性
歴史の学習を通じ、現在起こっている諸問題の解決策や、未来に起

こり得る問題を予測し、仮説を立てようとする。 
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三田国際学園中学校・高等学校 2021年度 シラバス 

重視したいコンピテンシー 

授業計画 

学年 

コース 

高校１年 

本科/ICS/MSTC 

教科 

科目 

地歴公民 

現代社会 

時間数 2 時間／週 

学期 月 単元 単元目標 主な活動 

１ 

４ 

５ 

６ 

７ 

経済活動と経済主体 

企業組織 

市場の仕組み 

インフレとデフレ

・希少性、価値、効用、富の関係を理解する。

・経済主体の関係を整理し、経済循環を理解する

・株式会社の役割と仕組みを理解する。

・需要と供給、価格の弾力性、市場の失敗、価格と意思決

定の市場経済の仕組みを理解する。 

●講義形式授業

●グループワーク

2 

９ 

10 

11 

12 

通過 

日本銀行と金融政策 

財政の仕組みと役割 

財政政策 

・通貨の役割、管理通貨制度の仕組みを理解する。

・日本銀行と金融政策の仕組み、金融の自由化とその影響

を理解する。 

・財政の仕組みと役割、財政政策の内容を理解する。

●講義形式授業

●グループワーク

３ 

１ 

２ 

３ 

租税の仕組み 

国の経済規模 

国民所得 

景気変動と経済成長 

・租税種類を整理し仕組みを理解する。

・国債の役割、累積の影響を理解する。

・国の経済規模と国民所得を整理し理解する。

・景気の変動と経済成長の仕組みを理解する。

●講義形式授業

●グループワーク

３ 

①単元の内容を要約できる

②単元の内容を要約したことを説

明できる 

①２つ以上の事象の共通点・相違点

をふまえ、事象の特徴を説明できる 

②原因・結果をふまえ、社会的意義を

説明できる 

①Ｃ２の①の仮説を検証する

②Ｃ２の②の仮説を検証する

③未来に起こりえる問題を解決する

ための仮説を立てることができる。 

２ 

①重要な経済的用語の説明ができ

る。 

②市場経済の仕組みが理解できる

③単元内容を理解できる

〈Ｂ①をふまえ・・・〉 

①２つ以上の事象との共通点・相違

点を説明できる 

②過去現在事象の原因を説明し、事

象の結果を説明できる。 

①Ｃ１の①の問いに対する仮説を立

てることができる 

②現代の諸課題を解決するための仮

説を立てることができる 

③現在の課題をふまえ，未来に起こ

り得る問いを立てることができる。 

１ 

①問いに対し，経済的用語を的確に

答えることができる。 

①資料データの内容を読み取り，内

容や特徴を説明できる。 

②既習事項を日々の事象に関連付け

て考察できる。 

①単元を通して，新たな問いを立て

ることができる。 

②現代の諸課題を批判的に考察でき

る。 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応用・実践 Ｃ 批判・創造 

① 探究心
絶えず問いを見出し、現在起こっている事象の本質を追究してい

くことを習慣化する。 

② 社会参画
刻々と変化する社会的事象を自分事としてとらえ、本質を見極め、

解決策を模索し、率先社会に還元していく行動をとる。 

③ 創造性
現在起こっている諸問題の解決策や、さらに将来に起こり得る問

題を予測し、新しい仮説を立てていく。 
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