
Grade
Course

S2 
MSTC Subject English

Communication English II
③

1) Succinctly summarize the
content of the unit
2) To be able to explain the
content of the unit in both an
academic and scientific context

Qualify and quantify 
original lab research, 
through academic writing, 
speaking, and data 
visualization

Demonstrate the ability to 
propose, test, analyze, and 
synthesize a STEM 
hypothesis, and communicate 
the results in academic & 
scientific EnglishClass Hours 4 / week

②

1) Understand a piece of non-
fiction writing (content & 
reading comprehension)
2) Fully demonstrate mastery
of unit (correct answers,
original and precise langauge)

Based on B1, demonstrate an 
understanding of how language 
and communication are 
communicated in multiple contexts: 
reports, poster sessions, 
conferences, and personal 
understanding

Formulate new questions 
based on existing STEM 
research, and contemporary 
non-fiction scientific articles 
and written passages

Competencies

① Inquiry, Investigation
Continually ask questions about word meaning, precise scientific langauge, 

and information about the worlld. Additionally, students will complete a 
scientfic abstract, based on MSTC original laboratory research.

①

1) Able to accurately answer
qualitative and quantitatve 
questions using grade-level  
STEM vocabulary
2) Able to competently write
standard, grade-level
compositions

1) To be able to independently read 
and write about content and 
assigned material
2) Explain and analyze published 
scientific papers and compare and 
contrast with one's own lab 
research

Recognize the the 
relationships bewteen 
academic English, STEM 
English, and how science is 
communicated in speaking & 
writing

② Communication
Through daily practice of speaking, writing, and listening in a STEM context, 
students will be able to ask, answer, understand, and empathize with each 

other, and their grade level.

③ Creativity
Grounded in term-long STEM projects, including social impacts of STEM, statistical analysis, 

and popular tech design, students will predict, hypothesize, and express their unique 
understanding of science and technology in numerous ways. Ⓐ Recognition Ⓑ Logical Thinking Ⓒ Creative Thinking

Term Month Unit Unit Goals Activities / Long-Term Projects

1

4
(4/5) "The Freedom to Be Yourself"

(6/7) "Designed to Change the World"

(5/6) Students will focus on vocabulary, analyze the text, and discuss the 
impact of different cultures, ideas, and technological innovations on the 

concept of "self" through vocabulary quizzes, customised worksheets, and 
class discussions.

(6/7) Students will focus on vocabulary, analyze the text, and discuss the 
need for innovative designs and groundbreaking technological processes in 

impoverished areas across the world through vocabulary quizzes, customised 
worksheets, and class discussions.

(4/5) Group Poster Presentation: In groups, students will present the 
evolution of a piece of STEM technology or a process. Timelines, 
hypotheses, scientific trials, and "how-to" structural engineering 

explanations are required. 
(6/7) Individually or in pairs, students will create an innovative 

design/invention/system to aid impoverished areas across the world. 
Students will present their innovative design/invention/system through 

blueprints & design schematics labeled in English.

5

6

7

2

9

(9/10) "Laughter is the Best Medicine"

(11/12) "The Underground Reporters"

(9/10) Students will focus on vocabulary, analyze the text, and discuss the 
effects of and causes of laughter through vocabulary quizzes. Psychology, 

psychiatry, and medical studies on stress, joy, and chemical repsonse will be 
addressed.

(11/12) Students will focus on vocabulary, analyze the text, and discuss the 
history of Klepy, a clandestine newspaper created during the Nazi occupation 

in 1940 by Jewish youths. Additonal resources on scientific blogs, social 
media, and academic science communication will be considered.

(9/10) Academic Essay: Individually, students will construct a 5 paragraph 
structured MSTC research essay on a topic of their choosing approved by 

the teacher. Abstract, hypothesis, data, results, and conclusion will be 
required.

(11/12) Science Newspaper: As a class, students will produce a mini 
science newspaper highlighting current developments in science, health, 
sports science, space and physics among other topics of interest. Non-

fiction writing rubrics will be utilized.

10

11

12

3

1

(1,2,3) "Handwriting in the Digital Age"

(1,2,3) Students will focus on vocabulary, analyze the text, and 
discuss how modern technology has impacted on how we think and 

process information, achieved through vocabulary quizzes, 
customised worksheets, and class discussions. Twice-weekly short 
speaking presentations on students' original laboratory research, 

based on the weekly STEM Journal, are required.

(1,2,3) Individiual Project: Students will review the different projects 
they have studied. Then individually, students will get a choice of 

their final project medium to showcase their opinion on the impact of 
modern technology on how we think and process information, also 

known as the "Philosophy of Technology." Students will ask and 
answer researchable questions, synthesize their data, their personal 

experience, and their knowledge of the scientific method to fully 
express their learning.

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 
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 

本科/MST 

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 

第２章 図形と方程式（数Ⅱ） 

第２節 円と直線 

第３節 軌跡と領域 

第３章 三角関数（数Ⅱ） 

第１節 一般角の三角関数 

第２節 三角関数の加法定理 

・円と直線，円と円の位置関係を理解する

・図形が点の集まりであることを前提に，領域を考える

・線形計画法を理解し，応用することが出来る

・弧度法で表された任意の角度をラジアンに直すことができる。

・単位円を用いて一般角での三角関数を求めることが出来る。

・三角関数のグラフy = Asin(θ+α) + Bを描くことができる

・円と直線の共有点を求められるようになる

・いろいろな与えられた条件をみたす点の軌跡を求められる

・加法定理を覚えて、使えるようになる。

・半角、倍角の公式を導き、使えるようになる。

・単位円を用いて三角関数の不等式を解くことができる。

2 

９ 

10 

11 

12 

第４章 指数関数と対数関数(数Ⅱ) 

第１節 指数と指数関数 

第２節 対数と対数関数 

第５章 微分と積分（数Ⅱ） 

第１節 微分係数と導関数 

第２節 導関数と応用 

第３節 積分 

・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。

・平均変化率と微分係数の定義を理解し，求められる。

・増減表を利用して関数の極値を求められる。

・微分の考えを方程式や不等式に応用できる。

・不定積分，定積分を求められる。

・指数関数を理解し、グラフに表現する。

・底の変換公式を利用する。

・対数関数を理解し、グラフに表現することができる。

・関数 y=x^n の導関数を定義から求める。

・定積分を利用して面積を求める事が出来る。

３ 

１ 

２ 

３ 

第３章 数列と極限（数Ⅲ） 

第１節 無限数列 

第２節 無限級数 

・数列の収束と発散を理解し，極限の計算が出来る。

・無限等比数列の性質を理解する。

・無限級数の定義を理解し，収束と発散を調べることが出来る。

・いろいろな数列に対して極限を求められる。

・無限等比級数の性質を理解する。

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 

 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。 

 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。 

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 

学年 

コース 

高校 2 年 

本科/MST 

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 

第１章 数列（数 B） 

第１節 等差数列・等比数列 

第２節 いろいろな数列 

第３節 漸化式と数学的帰納法 

・数列の規則性を見出そうとする

・等差数列，等比数列の一般項や和を求められる

・Σ記号の意味を理解し，計算することが出来る

・階差数列や群数列を理解する

・特定の漸化式において一般項を求められる

・数学的帰納法を利用して証明ができる

・いろいろな数列に触れる

・数列の考えを他の分野の問題に応用する

・漸化式を確率や図形の問題に応用する

2 

９ 

10 

11 

12 

第２章 平面上のベクトル(数 B) 

第１節 ベクトルとその演算 

第２節 ベクトルと図形 

第３章 空間上のベクトル(数 B) 

第１節 空間ベクトル 

・ベクトルの和，差，実数倍を計算できる

・ベクトルの 1次独立を理解する

・ベクトル方程式を用いて図形を考察できる

・空間における直線や平面の位置関係を理解する

・ベクトルの和，差，実数倍を計算できる

・内積の性質を理解し，計算することができる

・ベクトル方程式を用いて空間図形を考察できる

・内積の性質を理解し，応用する

・ベクトルを図形の問題に応用する

・空間ベクトルの 1次独立を考察する

・ベクトルを空間図形の問題に応用する

３ 

１ 

２ 

３ 

第１章 複素数平面（数Ⅲ） 

第１節 複素数平面 

第２節 平面図形と複素数 

・共役複素数の意味を理解する

・ド・モアブルの定理を理解する

・複素数平面を用いて点の周りでの回転を理解する

・極形式を計算する。

・和や積の図形的意味を考察する。

・複素数平面を図形の問題に応用する

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 

 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。 

 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。 

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 

学年 

コース 

高校 2 年 

MSTC 

教科 

科目 

理科 

化学 

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 

酸化還元反応の復習,  

電池と電気分解 

固体の構造 

状態変化・気体の性質 

溶液の性質, コロイド 

● 電子の授受により、生成する物質が分かる。

● 理想気体の性質について理解し、それをもとに実在気体につ

いて理解できる。 

● 結晶の構造について理解できる。

● 希薄溶液の性質について理解できる。

●実験

●問題演習

●探求活動

2 

９ 

10 

11 

12 

熱化学方程式 

反応速度 

化学平衡 

無機化学物質 (典型元素) 

● 化学エネルギーの概念を理解し，今まで習得してきた化学反

応に落とし込むことができる。 

● 個々の化学反応には進行する速度があり，これに関わるパラ

メータについて理解できる。 

● 化学反応における平衡状態について理解できる。

●実験

●問題演習

●探求活動

３ 

１ 

２ 

３ 

無機化学物質 (遷移元素) 

有機化合物（脂肪族） 

有機化合物（芳香族） 

● 化学反応における平衡状態について理解できる。

● 無機物質と有機化合物の違いについて理解できる。

● IUPAC 勧告に基づく基本的な命名法について理解できる。

● 分子の立体構造、異性体について理解できる。

● 有機化合物の性質について理解できる。

●実験

●問題演習

●探求活動

３ 

履修する高校化学と同内容

の最先端の研究に触れ，これ

を理解することができる。 

自らの研究活動内容に関す

る高校化学以上の知見と自

らの研究活動における結果

を比較し，その先にある研究

活動を進めることができる。 

人類が未だかつて得られな

かった知見を獲得し、それを

認識できる。 

２ 

自らの研究活動内容に関す

る化学の履修内容について，

その先にある大学教養レベ

ルの知識に触れ，理解するこ

とができる。

高校化学ならびに自らの研

究活動内容に関するそれ以

上の専門知識を自らの研究

活動に取り入れ，それにより

得た知見を考察することが

できる。 

高校化学以上の専門知識を

自らの研究活動に取り入れ，

それにより得た結果を考察

し，新しい実験を構築するこ

とができる。 

１ 

高校化学の基礎的な知識を

習得することができる。 

高校化学の基礎的な知識を

自らの研究活動に取り入れ

ることができる。 

高校化学と自らの研究活動

における結果を比較し，そこ

に存在する違いに気付くこ

とができる。 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応用・実践 Ｃ 批判・創造 

① 率先
自ら化学的素養を求める姿勢を示し，基本的事項を前向きに習得

することができる。 

② 生産性
基礎的な化学的知識を取り入れることにより，自らの研究活動の

質をより高めることができる。 

③ 創造性
化学のみならず，未知の事柄に対峙し，研究活動を通してそれらの

解決手法を模索することができる。 



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 2 年 
本科・MST 

教科 

科⽬ 

理科 
⽣物基礎 

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 

細胞とタンパク質と酵素 
代謝とエネルギー 
遺伝情報の発現 
遺伝⼦の発現調節 

●⽣命の基本単位である細胞について理解できる
●タンパク質の構造と機能について理解できる
●代謝とエネルギーの関係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

●実験（細胞分画法、酵素反応）
●問題演習
●探求活動

2 

９ 
10 
11 
12 

有性⽣殖 
発⽣としくみ 
動物の環境応答 
植物の環境応答 

●遺伝⼦と⽣殖について理解できる
●発⽣について転写と関連付けて理解できる
●刺激の受容と伝達、反応について理解できる
●環境と応答とホルモンの関連ついて理解できる

●問題演習
●探求活動

３ 

１ 
２ 
３ 

⽣物の多様性 
個体群と相互作⽤ 
⽣物の進化 

●⽣物の多様性と、その意義について理解できる
●個体群の外的要素に対する振る舞いを理解できる
●進化のメカニズムについて理解できる

●実験（進化系統樹の作成）
●問題演習
●探求活動

３ 

呼吸、光合成について分⼦レベルで
説明できる 
細胞分裂、組み換えについて説明で
きる 

減数分裂が進化の根源であることを
理解し、進化に意図がないことを説
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 

細胞とタンパク質の機能が関連して
いることを知っている 
セントラルドグマを説明できる
進化のメカニズムを説明できる 
個体群について説明できる 

細胞がさまざまな機能を持つことは
転写制御によるものだと理解できる 
呼吸と光合成の関係について説明で
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 
ホルモンの種類と機能を知っている

細胞機能が細胞⼩器官・タンパク質
の連鎖的な働きによって実現される
ものだと理解できる 
環境応答が細胞間の相互作⽤による
ものだと理解できる 

進化についてなぜ起こるの
か考察することができる 
発⽣の引き⾦など、きっかけ
となる要素に疑問がもてる 

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 

MST 

教科 

科目 
物理基礎 

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 

運動の法則・運動方程式 

運動エネルギー 

熱と仕事 

波の性質 

●力と運動の関係について説明し、運動の様子を式を用いて表すことができる。

●運動についえ、エネルギーの観点から説明できる。

●熱と仕事の関係について説明できる。

●波の性質について理解し、現象を説明できる。

●単元テスト

●実験

●探求活動

●問題演習

2 

９ 

10 

11 

12 

音と振動 

静電気と電流 

交流と電磁波 

エネルギーの変換と保存

●音について、波の性質を用いて説明できる。

●電流と電圧の関係について説明できる。

●交流について説明できる。

●様々なエネルギーについて説明できる。

●単元テスト

●実験

●探求活動

●問題演習

３ 

１ 

２ 

３ 

運動量と力積 

単振動 

円運動 

●運動量と力積の関係について理解し、衝突について説明できる。

●単振動について理解し、説明できる。

●円運動について理解し、説明できる。

●単元テスト

●実験

●探求活動

●問題演習

３ 

・複雑な物理現象を構成する要素に

分け、その関係を説明することがで

きる。 

・複雑な物理現象を構成する要素に

分け、その関係を説明し、考察するこ

とができる。 

・物理学に関する記事や論文を読
み、課題を解決するために必要な改
善点を具体的に提案することができ
る。 

２ 

・物理現象を説明するための物理量

どうしの関係について説明できる。 

・原理や法則を用いて物理現象を捉

え、実験を行い、結果について説明、

考察することができる。 

・物理学に関する記事や論文を読
み、課題を解決するために必要な改
善点を整理し、説明することができ
る。 

１ 

・物理現象を説明するために必要な

物理量と単位を知る。 

・物理量どうしの関係について知

る。 

・原理や法則を用いて物理現象を捉

え、説明することができる。 

・物理学に関する記事や論文を読

み、課題について説明することがで

きる。 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応用・実践 Ｃ 批判・創造 

① 探求心
様々な現象や課題に対し物理学的な観点から理解し、説明、考察を

行う。 

② 問題解決力
様々な現象や課題に対し物理学的な観点から理解し、解決に向け

て必要な方法を論じることができる。 

③ 創造性
様々な課題に対し物理学的な観点から理解し、解決に向けた提案

を行うことができる。 
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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２年 

本科理系/MSTC 

教科 

科目 

地理歴史 

地理 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 

地球儀や地図から捉える現代社会 

人々の生活と地形 

人々の生活と気候、産業・文化 

地球的課題と私たち 

●系統地理分野について大観し、基礎・基本的な知識を

身につける。 

●地形・気候については、地誌の学習に結びつけるた

め、それぞれの地域と結び付けて理解する。 

・講義形式を中心に行う。

授業の中で地理的思考を問う課題を配信する。

試験前に問題演習の課題を課す。

2 

９ 

10 

11 

12 

東アジアの地誌 

東南アジア・南アジアの地誌 

西アジア・アフリカの地誌 

ヨーロッパの地誌

●アジアの国々がいかにして発展したかを国ごとに整

理して理解する。 

●西アジアとアフリカにおいて、宗教と生活・文化の関

係を探求する。 

●ヨーロッパの歴史も踏まえ、EU の成り立ちと今後に

ついて理解を深める。 

・講義形式を中心に行う。

授業の中で地理的思考を問う課題を配信する。

試験前に問題演習の課題を課す。

３ 

１ 

２ 

３ 

アングロアメリカの地誌

ラテンアメリカ・オセアニアの地

誌 

身近な地域の課題 

●新大陸の広大な土地を生かした農業や、民族の多様

生について理解する。 

●地図の学習をもとに、日本の自然環境と各地域の防

災について探求する。 

・講義形式を中心に行う。

授業の中で地理的思考を問う課題を配信する。

試験前に問題演習の課題を課す。

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つ以上の地域の共通点・相違点

をふまえ、地域の特徴を説明できる 

②現状をふまえ、その世界の諸課題

の地理的因果関係を説明できる。 

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重要な地理用語の説明ができる。

②世界の諸地域の流れを理解できる

③単元内容を理解できる

〈Ｂ①をふまえ・・・〉 

①２つ以上の地域との共通点・相違

点を説明できる 

②地理的因果関係を説明できる。

③世界の諸課題の解決方法の現状を

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，地理用語を的確に

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地域の特色に気づける。

③異なる２つ以上の地域の関連性に

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世界の諸地域の様々な因果関係を

ふまえ、異なる地域との関連性に気

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
世界と日本の生活文化を知り、その根底にある地理的事情を理解

することで異文化理解に結びつける。 

② 探求心
「なぜ」そのようになるのか、地理的事情の本質を理解するために

常に地理的な思考を意識して探求する。 

③ 問題解決能力
現代社会の諸問題に対して、どのように解決していくべきか建設

的な意見を持つ。 
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