
授業計画 

Grade 

S2 RC & ICS 
Subject 

English Communication II Course 

Class Hours 4 Hours／Week 

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 2 – Lesson 1 

ICS – Pro-Vision 2 – Lesson 1 & 2 

MSTC – Pro-Vision 2 – Lesson 1 

Regular - Pro-Vision 2 – Lesson 3 

ICS – Pro-Vision 2 – Lesson 5 & 3 

MSTC – Pro-Vision 2 – Lesson 5 

To provide a solid basis for English study in S2. 

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

plus writing skills necessary for college. 

 Text book lessons, workbooks, vocabulary tests, interview 

test, and a PBL project – Poster Presentation (ICS & 

MSTC), other country travel brochure (Regular) 

Text book lessons, workbooks, vocabulary tests, interview 

test, and a PBL project – Group Presentation (ICS), 

Academic Essay (Regular), Product Presentation (MSTC) 

2 

９ 

10 

11 

12 

Regular - Pro-Vision 2 – Lesson 5 

ICS – Pro-Vision 2 – Lesson 9 & 7 

MSTC – Pro-Vision 2 – Lesson 9 

Regular - Pro-Vision 2 – Lesson 6 

ICS – Pro-Vision 2 – Lesson 10 & 8 

MSTC – Pro-Vision 2 – Lesson 10 

To develop English writing skills necessary for college, 

plus presentation skills. 

To apply English to methodical scientific processes. 

 Text book lessons, workbooks, vocabulary tests, speech, 

and a PBL project – Academic essay (ICS & MSTC), 

iMovie Infomercial (Regular),  

Text book lessons, workbooks, vocabulary tests, interview 

test, and a PBL project – Newspaper (ICS & MSTC), 

Sports Presentation (Regular) 

３ 

１ 

２ 

３ 

Regular - Pro-Vision 2 – Lesson 10 

ICS – Pro-Vision 2 – Lesson 6 & 4 

MSTC – Pro-Vision 2 – Lesson 4 

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

test, and a PBL project – Student’s Choice (ICS & MSTC), 

Newspaper (Regular), 

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 



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 2 年 
本科 / ICS / MSTC 

教科 

科⽬ 

英語 
英語表現Ⅱ 

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 

Vision Quest English Grammar 47 
Lesson 31-36 

・否定表現を⽤いた英⽂を適切に理解し、使⽤するこ
とができる。 
・強調と倒置、挿⼊や同格など、複雑な構⽂を理解し正
しく英⽂を整序することができる。 
・ 

・問題演習 
・⾳読
・確認テスト

2 

９ 
10 

11 
12 

Vision Quest English Grammar 47 
Lesson 37-42 

・中学で学習した内容を復習しながら、接続詞や前置
詞の応⽤表現を学ぶ。 
・様々な疑問詞を適切な語順を⽤い使⽤することがで
きる。 

・問題演習
・⾳読
・確認テスト

３ 

１ 
２ 
３ 

Vision Quest English Grammar 47 
Lesson 43-47 

・形容詞と副詞の違いを正しく理解し、応⽤表現を学
ぶ。 
・⼈称代名詞、指⽰代名詞、不定代名詞など、様々な代
名詞の違いを理解する。 

・問題演習
・⾳読
・確認テスト

３ 

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。 
第２⾔語習得への⽬的意
識を持ち学習に取り組む
ことができる。 

・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。

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 

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。 

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。 

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 
⾔語活動に必要な⽂法・
語彙を⾝につける。 

論理的な思考に必要とさ
れる表現や知識を⾝につ
ける。 

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 問題解決能⼒
創造的思考・批判的思考を持って、問題発⾒・問題解決のサイクル
を実⾏できる 

② 率先 指⽰されていないことに対しても前向き・能動的に取り組む 

③ 異⽂化理解
物事を多様な視点で捉えようとする姿勢をもち、多様性を尊重
し、「違い」を楽しむことができる 



授業計
 

Grade SHS 2 

 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

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.

2 

９

10 
11 
12 

Vernacular Language 
Performance 
To What Extent Essay 
Project 

- Practice interpreting vernacular language.
- Adapt a text so it can be performed.
- Write an academic essay responding to a text.
- Create a project that helps you to understand what

makes people happy.

- Group discussion, note making
- Workshopping.
- Writing, peer feedback, redrafting.
- Planning, time management, reflection.

３

１

２

３

Presentation 
Academic Writing 
Project 

- Make a presentation responding to a text.
- Write an academic essay responding to a text.
- Create a project that helps you to understand your

family better.

- Research, persuasive speech.
- Research, peer feedback, redrafting
- 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 



Grade
Course S2 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
Grammar Explorer 3

Unit 6
Gerunds and Infinitives

Unit 7 
Modals: Part 1

Gerunds and Infinitives
L1: Gerunds: Review and Expand 1
L2: Infinitives: Review and Expand 1
L3: More about Gerunds and Infinitives

Modals: Part 1
L1: Necessity, Prohibition, Obligation, and Expectation
L2: Ability
L3: Advice, Regret, and Criticism

Grammar Focus - Gerunds & Infinitives 
Wellness App Development and Product Pitch (presentation)

Grammar Focus - Modals
(Ability - Advice, Regret, Criticism)
Comedy of Errors - Foreign Travel (video project)
Give advice for people visiting Japan

Speech Contest Prep

5

6

7

2

9
Grammar Explorer 3

Unit 8
Modals: Part 2

Unit 9
The Passive

Modals: Part 2
L1: Possibility and Logical Conclusions: Present and Future
L2: Possibility and Logical Conclusions: Past

The Passive
L1: The Passive; Passive with Modals
L2: Using the Passive
L3: Passive Gerunds and Infinitives; Get Passives

Grammar Focus - Possibilities (past, present, future)
Whodunit mystery writing  (Story writing in pairs)
Give students examples of short stories involving mystery solving and instruct them to 
create their own mystery story.

SPEECH CONTEST

Grammar Focus - Passive with Modals & Passive Gerunds
Magazine article about endangered species or habitat. Students work alone to create 
a 2+ page article, then groups  or 4-5 put the articles together into a magazine, 
complete with a cover page and a table of contents.

10

11

12

3

1 Grammar Explorer 3

Unit 10
Causative Verb Patterns and Phrasal 
Verbs

Causative Verb Patterns and Phrasal Verbs
L1: Have, Let, Make, Get, and Help
L2: Passive Causative
L3: Phrasal Verbs

Grammar Focus 
- Have, let, make, get, help
- Passive Causative
- Phrasal Verbs
SDG Mega-Project (choose medium)

2

3



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２年 

RC 文/ICS 

教科 

科目 

国語 

現代文 B 

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 

〇手作りの定義へのすすめ 

〇ゴリラから学ぶ  

●「自由」に関する評論、記事等

〇鞄 P112 

☆毎回の授業の初めの発表活動

【RWLS】「言葉」を客観視し、認識を深める。 

【RW】読解を通して「ヒト」を客観視する。 

【RWLS】ワークや読解を通して個人の思考の「自由・不自由」

について考え、抽象的な概念について考える楽しさを味わう。 

【WLS】☆テーマに沿って自由に表現活動をする。 

・ある語のオリジナルの「定義」を作り、発表

・身の回りや社会の事象をテキストに倣って分析

・自分の思考の中に既にある「癖（偏見）」に気づくワーク

・小説の最終行にある「自由」の意味を解釈

☆毎回初めの 5 分を輪番で生徒がプレゼンテーション

2 

夏 

９ 

10 

11 

12 

☆小論文コンテストへの参加

〇ことばがつくる女と男/変貌する聖女 

●小説の構造・分析に関する評論等

〇こころ 

☆毎回の授業の初めの発表活動

【RW】小論文の書き方を学び、思考を文章化する。 

【RWLS】読解を通して「男女」を客観視する。 

【RWLS】ワークや読解を通していくつかの深掘りしたいテー

マを設定し、みんなでテーマを深める楽しさを味わう。

【WLS】☆テーマに沿って自由に表現活動をする。 

・指定した 3~4 のコンテストから一つを選び参加

・身の回りや社会の事象をテキストに倣って分析

・学んだことを生かし、「人間」「男女」「時代」「世代」など様々

な視点で作品を分析・解釈・発表（グループワーク） 

☆毎回初めの 5 分を輪番で生徒がプレゼンテーション

３ 

１ 

２ 

３ 

●「近代」と「現代」に関する評論等

〇「である」ことと「する」こと 

☆毎回の授業の初めの発表活動

☆後期は入試対策も随時入れる

☆年間通して評論語彙の小テスト実施

【RWLS】読解を通して「近代」を客観視し、ワークを通して様々

な事象を「である」「する」の原理で発表する。 

【WLS】☆テーマに沿って自由に表現活動をする。 

【RW】問題演習と解説 

・今学んでいる様々な教科の学習の単元内容を振り返り、「であ

る」「する」を使って分析・発表 

・【発展】近代の原理がわかっていると思考が深まる評論文の読

解（問題演習） 

☆プレゼンは 1 周終わった時点で総括・検討

楽 

①様々なメディアを駆使して多様な「伝

える」方法や感覚を磨く。②整理した内

容（情報）を、相手の立場や考えを尊重

しながら、互いにわかりやすく説明でき

る。 

①把握した内容に疑問を持ち、問題提

起することができる。②文脈からテクス

トを読み直し、独自の考えをまとめるこ

とができる。③議論を通して根拠の妥

当性を指摘できる。 

①本質をつかむ洞察力を持ち、自己を

変革し続け、新たな価値を創発する行

動がとれる。②自己の内面に既存する

論理を変革し、内的世界を深めること

ができる。 

好 

①段落・場面ごとに内容を読み取り、５

Ｗ１Ｈを意識して整理する。 漢字・語

彙を文脈のなかで適切に用いる。⑶

「聞く」から「聴く」「訊く」営みへ深化す

る。 

①思考コードを活用し、文章を構造的

に読むことができる。②主張、理由・根

拠をつかみ、文章を表現・説明すること

ができる。③ 言葉に注目しえ心情を理

解し、主題を解釈できる。 

①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。②作品

世界の広がりを、自己の内面の広がり

として捉え、自分の解釈・考えを再構築

することができる。 

知 

①言語活動に必要な漢字・語彙を身に

つける。②文章の段落・場面について

理解する。③基本的な思想の変遷を理

解する。④目的意識を持って聞くことが

できる。 

①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。②出来事・言動と心情の

繋がりを理解する。③事物の歴史的背

景を知る。 

① 他者の考えを批判的に検討するこ

との意義を理解できる。②問題提起の

あり方を理解する。③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。 

A:Recognition B:Logical Thinking C:Creative Thinking 

① 共創
互いのオリジナリティや独創性を尊重しながら、共同作業で発表

や制作を行う。 

② 異文化理解
現代文の読解や授業内でのグループワークを通して、異なるもの

の見方や価値観に触れ、論理的思考を用いて把握する。 

③ コミュニケーション
自身の考えを相手に伝わるように発信できる思考力・表現力を身

につけ実際に発信し、相手の言葉もよく受け止める。 



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 2 年 

本科/インターナショナル 

教科 

科目 

国語 

古典Ｂ 

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 

助動詞「らむ・けむ・めり・まし」 

格助詞・接続助詞 

副助詞・敬語の種類 

二方面への敬意・敬意の方向 

●推量・婉曲・願望の助動詞の理解

●付属語の特徴、格助詞・接続助詞の理解

●副助詞の役割、敬語の種類の理解

●敬語の応用的知識の理解

◎文章を用いて推量・婉曲・願望の助動詞を習得

◎文章を用いて格助詞・接続助詞を習得

◎文章を用いて副助詞、敬語の種類を習得

◎文章を用いて敬語の応用的知識を習得

2 

９ 

10 

11 

12 

和歌の修辞①② 

否定①、使役① 

否定②、疑問・反語 

比較・比況、仮定、限定・詠嘆 

●掛詞・序詞・縁語を理解する

●単純否定、二重否定、使役の句法を理解する

●部分否定、疑問・反語を理解する

●各種の重要助字を理解する

◎歌物語の文章を用いて掛詞・序詞・縁語の習得

◎文章を用いて否定と使役の句法の習得

◎文章を用いて否定、疑問・反語を習得する

◎文章を用いて各種の重要助字を習得する

３ 

１ 

２ 

３ 

漢詩の鑑賞 

複数の古文を読み比べる 

複数の漢文を読み比べる 

●詩の形式の理解、テーマの把握

●複数の古文を読み、共通点と相違点を理解する

●複数の漢文を読み、共通点と相違点を理解する

◎詩を鑑賞して、テーマについて考察・討論する

◎複数の古文の、主に相違点について考察・討論する

◎複数の漢文の、主に共通点について考察・討論する

３ 

①ジャンルの特徴をとらえ、作品の

テーマについて説明できる

②出来事を整理し、場面の展開を相

手にわかりやすく説明できる 

①関連のある作品を比較し、問題点

を提起することができる 

②作品に対する解釈を議論するなか

で、根拠の妥当性を指摘しながら、現

代語訳を再検討することができる 

①伝統的な感性や思考を相対化し、

新しい価値文化を創造できる 

②時空を超えた他者との対話を通し

て、自己の内面世界を深められる 

２ 

①文法をいかした適切な現代語訳

②古語・諺・慣用句・故事成語・秀

歌を知り、作品理解の助けにする 

③和文・漢文・混交文の調べや格調

を体験的に味わう 

①複数の資料から作品を解釈する

②作品を比較しながら関連性を整理

することができる 

①作品や古人の思想をふまえ、現代

社会に生きる自分を再定義できる 

③他者との共生のなかで、日本の文

化を形づくる普遍的な思想や感性に

気づき、現代社会に投影できる 

１ 

① 歴史的仮名遣いや古語の理解

②基本となる文法・句法の理解

③正確な品詞分解や書き下し

①古人のものの見方・感じ方を知り、

日本文化のルーツを理解する 

②時代ごとの世相と作品との影響関

係を理解する 

①日本文化のなかでも時代ごとに変

化する文化の違いを理解する 

②自国の文化をふまえ、異文化への

理解を深める 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応用・実践 Ｃ 批判・創造 

① 探求心
ワクワクする心を持ち、物事の本質を知ろうとし、それを追求する

ための学びに前向きな姿勢を持っていること 

② 異文化理解
物事を多様な視点で捉えようとする姿勢をもち、多様性を尊重し、

「違い」を楽しむこと 

③ 問題解決能力
創造的思考・批判的思考を持って、問題発見・問題解決のサイクル

を実行できること 
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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 2 年 

RC/ICS 

教科 

科目 

数学 

数学Ⅱ 

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 

図形と方程式（円と直線） 

指数関数と対数関数 

三角関数（一般角の三角関数） 

・円の方程式を理解し、円と直線、接線の方程式、２つ

の円の交点を通る図形の方程式が求められる。 

・指数法則や対数を理解し、指数・対数関数のグラフや

指数・対数関数を含む方程式・不等式が解ける。 

・角の概念を拡張し、一般角がわかる。弧度法で表す。 

GeoGebra を利用し、グラフの変化を視覚的にとらえ

る。 

2 

９ 

10 

11 

12 

（三角関数の加法定理） 

微分と積分 

・一般角に拡張し、三角関数の相互関係や加法定理を

利用した問題が解ける。 

・極限値や平均変化率から微分を理解し、微分を利用

してグラフがかけるようになる。 

GeoGebra を利用し、グラフの変化および面積の変化を

視覚的にとらえる。 

３ 

１ 

２ 

３ 

（積分） 

問題演習 

・積分を理解し、面積が求められる。

問題演習により、理解を深める。 

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、事実として押

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理や定理

を、使う理由を自分なりに説明でき

る。 

他者の解答を見て、不足している点

を指摘することできる。 

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 探求心
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、正しい推論をもと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。 



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 

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

学年 

コース 

⾼校２年 
本科/インターナショナル 

教科 

科⽬ 

数学 
数学 B 

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 

等差数列・等⽐数列 
いろいろな数列・Σについて 
階差数列・漸化式 
数学的帰納法 

・等差数列や等⽐数列の⼀般項と和を求める。
・いろいろな数列の⼀般項や和を求める。
・漸化式で表された数列の⼀般項を求める。
・数学的帰納法の考えを⽤いて証明ができる。

問題演習でのグループワーク 

2 

９ 
10 
11 
12 

平⾯ベクトルとその演算 
平⾯ベクトルと図形 
空間ベクトルとその演算 
空間ベクトルと図形 

・ベクトルの意味や表し⽅を理解する。
・ベクトルの演算や内積を計算する。
・ベクトルの基本的な性質や内積を利⽤して、平⾯図
形や空間図形の性質を考察することができる。 

問題演習でのグループワーク 

３ 

１ 
２ 
３ 

IAIIB 演習  
 

・⾼校３年⽣に向けて、各分野の⾃分の理解状況を把
握すること。 

問題演習でのグループワーク 

３ 

⽬的に応じて、定義や定理を利⽤す
ることができる。 

数式や⽂章などの表記を活⽤して正
しく簡潔に表現することができる。 

実⽣活の中から⾒出した数学的な関
係や法則をこれまでの知識を活⽤し
て、表現することができる。 

２ 

定義や⽤語を説明することができ
る。 

１つの問題に対して複数の考え⽅を
⽤いて解決することができる。 

・他者の考えを聞き、分析、評価する
ことができる。 
・実⽣活の中から数学的な関係や法
則を⾒出すことができる。 

１ 

定義の意味を理解している。 定義から定理の成り⽴ちを説明する
ことができる。 

既存の知識を利⽤し、⾃分の考えを
他者に論理的に伝え、表現できる。 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応⽤・実践 Ｃ 批判・創造 

① 責任感 ⾃分の⽬的・⽬標を達成するために粘り強く取り組む 

② 率先 ⾃分の理解状況に応じて、解決するために様々な⽅法で取り組む 

③ 問題解決能⼒ これまでの知識をもとに、試⾏錯誤して、⾃分の回答を導ける 



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 2 年 
本科・インター 

教科 

科⽬ 

理科 
⽣物基礎 

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 

⽣物の多様性 
⽣命活動とエネルギー 
遺伝情報の分配 
遺伝情報とタンパク質 

●⽣命の基本単位である細胞について理解できる
●呼吸とエネルギーについて理解できる
●細胞分裂について理解できる
●セントラルドグマについて理解できる

●問題演習
●探求活動

2 

９ 
10 

11,12 

体内環境の維持 
体内環境を保つ仕組み 
体内環境を守る仕組み 

●恒常性について理解できる
●肝臓、腎臓、⼼臓のつくりと働きを理解できる
●ホルモンによる調節を理解できる
●免疫について理解できる

●問題演習
●探求活動

３ 

１ 
２ 
３ 

植⽣の多様性と遷移 
バイオームとその分布 
⽣態系とその保全 

●植⽣とその多様性について理解できる
●遷移について理解できる
●物質循環について理解できる
●⽣物の多様性の重要性について理解できる

●問題演習
●探求活動

３ 

免疫について説明できる 
⾃律神経とホルモンについて説明で
きる 

DNA が遺伝情報を持つ分⼦である
ことを、タンパク質、細胞、器官など
より⾼次な構造をもちいて説明でき
る。 
フィードバックを説明できる

⾃⾝が疑ったことについて、調査し、
仮説をたてることができる。また、そ
の仮設を検証するための実験を構築
することができる 

２ 

酵素がタンパク質であること、機能
をもっていることを知っている 
セントラルドグマを説明できる
細胞分裂について説明できる 
植⽣分布を知っている 

体温調節や⾎糖値調節がどのように
して⾏われるか、⼀連の流れを説明
することができる 

⽣体で起こるイベントの完
成度の⾼さを疑うことがで
きる 

１ 

細胞⼩器官の種類と機能を知ってい
る 
⼼臓、肝臓、腎臓の部位の名前を知っ
ている 

呼吸と光合成に酵素が関わっている
こと、重要であることが理解できる 
森林の遷移がなぜおこるのかを順を
追って説明できる 

恒常性をもたらす⼒は何な
のか、疑い、議論することが
できる 
免疫システムのような複雑
なシステムをいかに獲得し
たのか考察できる 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応⽤・実践 Ｃ 批判・創造 

① 創造性
⽣物学の知識を⽤いて、未知の⽣命現象について背景にあるメカ
ニズムを考察することができる

② 探究⼼
⽣命現象や⽣物間の関わり合いについてワクワクする⼼をもち、
物事の本質を追求する姿勢を持つことができる 

③ 異⽂化理解
⽣命体、環境、またはそれぞれの相互作⽤といった多くの視点から
⼀つの現象を⾒つめる事ができる。 
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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２年 

本科/インターナショナル 

教科 

科目 

世界史 B 

歴史 

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 

古代オリエント 

ギリシア世界 

ローマ世界

インドの古典文明

中国の古典文明 

●オリエント史の学習を通して古代世界の特質を理解

する。

●ギリシア・ローマの政治制度やキリスト教などが現在

の世界に与えている影響を理解する。

●インド・中国の古代文明の特質を理解する。

講義および問題演習 

2 

９ 

10 

11 

12 

中国の分裂と隋・唐 

イスラーム世界の形成と発展

ヨーロッパ中世世界

宋の成立からモンゴル帝国 

アジア諸地域の繁栄

●東アジア史については日本など周辺地域との関係か

ら理解する。 

●イスラーム世界の特質について現代への影響から理

解する。 

●中世ヨーロッパの特質について考察する。

講義および問題演習 

３ 

１ 

２ 

３ 

近世ヨーロッパ ●「世界の一体化」の視点からヨーロッパ史を学習する。 

●ルネサンスや宗教改革などが価値観の転換を生み出

したことを理解する。

●主権国家体制の成立と発展についてその問題点と共

に理解する。

講義および問題演習 

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。 

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 



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２年 

本科/ICS 

教科 

科目 

地歴公民 

日本史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 

第 1 章 開国と明治維新 

〃 

第 2 章 立憲国家の成立 

〃 

●江戸幕府が崩壊し、近代日本国家がどのように成立した

かを理解する。 

●自由民権運動を通じて、日本の立憲国家が成立していく

過程を理解する。 

●日清・日露戦争を通じ、日本が欧米列強と肩を並べてい

く過程を理解する。 

●講義形式授業

●グループワーク

2 

９ 

10 

11 

12 

第 3 章 第一次世界大戦と日本 

第 4 章 昭和の恐慌と満州事変 

第 5 章 第二次世界大戦と日本 

〃 

●帝国主義がすすみ第一次世界大戦が起こった原因・経

過・意義について理解する。 

●戦後恐慌から満州事変がおこっていく過程を理解する。

●第二次世界大戦が起こった原因・経過・意義について理

解する。 

●講義形式授業

●グループワーク

３ 

１ 

２ 

３ 

第 6 章 占領下の日本 

第 7 章 経済繁栄と保守長期政権

第 8 章 現代の世界と日本 

●戦後の冷戦がすすむなかで、占領下におかれた日本が復

興していく過程を理解する。 

●独立を回復した日本が民主主義と平和主義のもと国際

社会に寄与してきた過程を理解する。 

●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、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 探究心
教科書に記載されている歴史的事項について、絶えず問いを見出

し、歴史の本質を追究しようとする。 

② 異文化理解
日本史の学習を通じて、現代の国際社会で起こっている諸問題に

ついて興味・関心を持とうとする。 

③ 創造性
日本史の学習を通じ、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２年 

本科/ICS 

教科 

科目 

地歴公民 

日本史Ｂ 

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 

第Ⅰ部 原始・古代 

第 1 章 日本文化のあけぼの 

  〃 

第 2 章 律令国家の形成 

第 3 章 貴族政治と国風文化 

●人類の誕生から更新世・完新世へとすすんだ日本の社会

の過程を理解する。 

●律令国家の形成がどのように成立したのかを理解する。

●支配層としての貴族政治の変遷と貴族文化について理

解する。 

●講義形式授業

●グループワーク

2 

９ 

10 

11 

12 

第 3 章 貴族政治と国風文化 

第Ⅱ部 中世 

第 4 章 中世社会の成立 

第 5 章 武家社会の成長 

〃 

●武家政権がうまれ封建制度が確立していく過程を理解

する。 

●中世後期における武家政権が東アジアとの外交、社会の

変動とともに変化していく過程を理解する。 

●講義形式授業

●グループワーク

３ 
１ 

２ 

３ 

第Ⅲ部 近世 

第 6 章 幕藩体制の確立 

〃 

〃 

●ヨーロッパにおけるルネサンス・宗教改革・大航海時代

と日本における幕藩体制の確立についての関係性を理解

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、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 探究心
教科書に記載されている歴史的事項について、絶えず問いを見出

し、歴史の本質を追究しようとする。 

② 異文化理解
日本史の学習を通じて、現代の国際社会で起こっている諸問題に

ついて興味・関心を持とうとする。 

③ 創造性
日本史の学習を通じ、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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