
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 
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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 
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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。 
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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/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。 
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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 

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 
電池と電気分解 
状態変化・気体の性質 
固体の構造 

●電⼦の授受により、精製する物質が分かる。
●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。

●実験（酸化還元滴定、ボルタ電池、電気分解）
●問題演習
●探求活動

2 

９ 
10 
11 
12 

溶液 
化学反応と熱・光エネルギー 
反応の速さとしくみ 
化学平衡 

●希薄溶液の性質について理解できる。
●熱化学について基本的な事象・現象を理解できる。
●化学反応における平衡状態について理解できる。

●実験（触媒反応）
●問題演習
●探求活動

３ 

１ 
２ 
３ 

化学平衡 
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。
●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（銀鏡反応、ヨードホルム反応）
●問題演習
●探求活動

３ 

気体の性質や平衡状態について、数
値化ならびにグラフ化することがで
きる。 
基本的な物質の命名法について理解
する。 

既存の化学変化や物理変化を応⽤し
た⼯業的精製法について調査し、そ
の効果について理解し考察すること
ができる。 

C2 によって作問された演習問題を
解き合い、さらに改良された演習問
題を作出することができる。 

２ 

化学反応におけるエネルギーの出⼊
りや平衡状態について理解し、説明
することができる。 
気体、液体の性質について整理し、説
明することができる。 

質量作⽤の法則を濃度、圧⼒、電離、
溶解の平衡とつなげ、整理すること
ができる。 
溶解がどのような現象かマクロな視
点とミクロな視点で説明できる。 

履修した内容を踏まえ、⼀般的な演
習問題の内容を批判的に捉え、その
問題点を改変することができる。 

１ 

気体、液体、固体それぞれの基本的な
性質に関する知識を獲得する。 
酸化還元反応の基本的知識を確認す
る。 
基本的な有機化合物を覚える。 

固体と気体の溶解度の違いについて
考察することができる。 
希薄溶液の性質をミクロな視点で考
察することができる。 

理想気体の状態⽅程式が実
在気体に適⽤できないこと
を予測できる。 
化学反応、反応速度に関わる
条件を⾒いだすことができ
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
化学に関する既存の知識を⽤い、社会に役⽴てられるアイデアを
模索することができる。 

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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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。 



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 
本科理系 

教科 

科⽬ 

理科 
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 

運動の表し⽅ 
⼒の合成と分解 
運動の法則・運動⽅程式 
運動エネルギー 

●⾝近な物理現象の物理量を理解できる
●物体に働く⼒のつり合いを理解できる
●質量、⼒、加速度の関係と、運動の三法則を理解でき
る 
●⼒学的エネルギー保存則を理解できる

●問題演習
●探究活動

2 

９ 
10 
11 
12 

熱と仕事 
波の性質 
⾳と振動 
静電気と電流 

●熱と温度について、分⼦運動の観点から理解できる
●波の性質について、直線状に伝わる場合を中⼼に理
解できる 
●気柱の共鳴と⾳源の振動数を関連付けて理解できる
●電気現象の物理量とそれらの関係を理解できる

●問題演習
●探究活動

３ 

１ 
２ 
３ 

交流と電磁波 
エネルギーの変換と保存
放射線の性質と原⼦⼒の利⽤ 

●電流が磁界から受ける⼒について理解できる
●⾝近なエネルギー変換の例を挙げられる
●原⼦⼒発電の原理を知り、エネルギーの利⽤につい
て物理学的な観点から考えることができる 

●問題演習
●探究活動

３ 

物体の運動と様々なエネルギーにつ
いて理解するとともに， 科学的に探
究するために必要な観察，実験など
に関する技能を⾝に付ける 

教科で触れる法則を⽤いて、様々な
⾃然現象のメカニズムを説明づける
ことができる 

完成された物理学知識をただ受け取
るだけでなく、⾃明ではないと感じ
られる点を⾒出して⾃分なりに追及
することができる。 

２ 

⾃然法則を⾒出すための物理学的⽅
法を理解できる。 
⾃然現象のメカニズムや⾃然法則に
ついて理解できる 

図やモデル、数式によって⾃然現象
を表現することができる。 
物理現象に関するデータやグラフを
読み取ることができる。 

エネルギー利⽤や科学技術のリスク
について、物理学の知識に基づいて
考えを深めることができる。 

１ 

物理学の対象となる典型的な⾃然現
象を知る。 

⾼精度な現象の予測や法則
発⾒が、数量化と数学的⼿法
によって実現していること
を知る。 

⼀つ⼀つの物理学的概念に
ついて、じっくりと批判的に
考察することができる。 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応⽤・実践 Ｃ 批判・創造 

① 問題解決⼒
不思議な現象について物理学的な観点と⽅法でアプローチし、分
析することができる。 

② 創造性
物理学に関する既存の知識を⽤い、社会に役⽴てられるアイデア
を模索することができる。 

③ 探究⼼
物理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。 


	S2_English_Expression_2_2021
	S2_Geography_A_2021
	S2_RC_Basic_Physics_2021
	S2_RC_Chemistry_2021
	S2_RC_ICS_English_Communication_2_2021
	S2_RC_MSTC_Basic_Biology_2021
	S2_RC_MSTC_Math_2_2021
	S2_RC_MSTC_Math_B_2021



