
Grade
Course

S3 
MSTC Subject English

Communication English III
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 Initiative Students self-direct themselves to engage with globalization issues, 
scientific innovations, and information about the world. 

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, preparing for university-level speaking & writing.

③ Innovativeness To capstone their MSTC experience, students design, explain, and test an original piece of 
popular technology, literally creating an item or process that is new and groundbreaking.

Ⓐ Recognition Ⓑ Logical Thinking Ⓒ Creative Thinking

Term Month Unit Unit Goals Activities / Long-Term Projects

1

4

"Mobile Application Design: Idea, 
Schematic, Product, Implementation, 
Impact (ISPII)"

Students will focus on vocabulary, analyze the text, and discuss 
telecommunications (mobile phones, text messaging, and access to wireless 
information) and its impact on cultures and the world as a whole through 
vocabulary quizzes, customised worksheets, and class discussions.
On the JT side, students will aim to obtain reading skills by practicing reading 
long passages. 

In groups, students will create an innovative application 
(Android/iOS/another comparable operating system) to solve an issue or 
problem in modern society. Students will present and pitch their innovative 
app. Students must ask themselves what is necessary, the relevant 
audience, and the technical knowledge necessary to design, manufacture, 
sell, and promote the application.
On the JT side, students will analyze the passages in the textbook and 
make translations in Japanese.

5

6

7

2

9

"Philosophy of STEM Communication"

Students will focus on vocabulary, analyze examples of academic, scientfic, 
engineering manuals, technical writing, and university lectures on STEM 
topics. They will then discuss the impact of Modern Technology and AI on 
society and employment through vocabulary quizzes, customised worksheets, 
and class discussions.
On the JT side, students will aim to obtain reading skills by practicing reading 
long passages. 

Individually, students will plan, write, and proofread a 1000 word structured 
research essay on a topic of their choosing approved by the teacher. The 
queston must include fact-checked data, multiple hypotheses, multiple data 
sets and statistical charts, and a full list of citations. The essays are peer-
reviewed several times, just as in authentic university research laboratories.
On the JT side, students will analyze the passages in the textbook and 
make translations in Japanese.

10

11

12

3

1

2

3



MITA International School Syllabus 201 

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 高校 3 年 

  コース

教科 

科目 

英語 

Science Reading 

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 

不定詞 

分詞、分詞構文 

動名詞、関係詞 

助動詞、名詞構文 

毎回の授業にて課される英文和訳、パラグラフ要約を

通して語彙力と精読力の強化を図る。同時に既習の重

要文法事項を復習することで文法の定着を図る。様々

なトピックの英文を読み、見識を広げるとともに、入試

問題を本格的に始めるための取り掛かりとする。 

・英文構造解析

・英文和訳

・パラグラフ・リーディング

・様々なジャンルにおける長文の読解

2 

９ 

10 

11 

12 

代名詞、副詞節 

接続詞、否定 

比較、倒置 

仮定法、強調 

毎回の授業にて課される英文和訳、パラグラフ要約を

通して語彙力と精読力の強化を図る。同時に既習の重

要文法事項を復習することで文法の定着を図る。様々

なトピックの英文を読み、見識を広げるとともに、入試

問題を本格的に始めるための取り掛かりとする 

・英文構造解析

・英文和訳

・パラグラフ・リーディング

・様々なジャンルにおける長文の読解

３ 

１ 

２ 

３ 

３ 

関係副詞の特殊な用法を理

解している。副詞節の持つ意

味や細やかな表現を理解し

論理的なつながりの中で和

訳できる。 

部分否定、全否定などのニュ

アンスの違いを理解できる。 

直接法と仮定法の違いを理

解し、節や句を用いた複雑な

表現を理解できる。 

２ 

副詞節を用いた構文を多

く習得し、様々な表現を習得

できている。関係詞を使いこ

なし、後置修飾関係を完全に

理解する。 

比較表現を正確に読み取り、

文中の物事の関係性を理解

できる。 

１ 

不定詞 3 用法及び動名詞を理

解して文意を理解している。

助動詞の使用法や性質を理

解している。 

代名詞が文中で何を意味す

るのか理解できる。副詞節の

構造と役割を理解できる。 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応用・実践 Ｃ 批判・創造 

① 探求心
文理問わず、様々なジャンルの英文に触れることで自分の中の新

しい世界を切り開く 

② 異文化理解
英文を通して、日本とは異なる文化や言語体系などを理解する 

③ コミュニケーション
クラスメートと切磋琢磨することで互いの成長を深める

本科理系 / MSTC



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 3 年 

本科/MSTC 

教科 

科目 

数学 

数学 III 

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 

部分積分法・置換積分法 

積分法のまとめ、極限の応用 

無限級数、区分求積法、 

関数の連続性と微分可能性 

微分法とグラフ、凹凸など 

積分方まで一通り学習し、数学 III の微積分が感覚的に

わかる。 

極限の応用を学習し、応用レベルでの数学 III に触れる

ことで、 

① ノートを取ることで、数学の理解をノート上に実現

する。

② 演習をすることで、実際に手を動かしながら、その

難しさを実感する。

2 

９ 

10 

11 

12 

数式の中での積分法 

総合演習 

総合演習 

総合演習 

積分法により、関数の大域的性質を様々な角度から捉

えること目標とする。 

① ノートを取ることで、数学の理解をノート上に実現

する。

② 演習をすることで、実際に手を動かしながら、その

難しさを実感する。

３ 

１ 

２ 

入試演習 

入試演習 

特定の単元目標はない とにかく入試に向けて頑張る 

３ 

微分、積分のトータルの学習が行え

る。 

微分によって増減を知り、極限によ

って関数の振る舞いを見て、囲む部

分を関数の大域的情報を得られる。 

グラフと積分を通じて、関数の大域

的な性質をどのように捉えるかを見

ることが出来る。 

総合学習を通じた、高校数学の知識

の批判と融合をすることができる。 

２ 

中間値の定理、平均値の定理などの

存在定理を活用することが出来る。 

グラフを描くことで、関数の局所的

性質をどのようにとらえるかを知る

ことができる。 

漸化式を解くということと、解けな

い漸化式の持つ意味とは何か？を考

えることができる。 

１ 

積分法（5 つの積分公式と 4 つの積

分計算方法の習得）の基本を知って

いる。 

無限級数と極限、グラフの中の極限

など、極限の応用を考えることがで

きる。 

連続性と微分可能性の関係、直観的

理解と厳密の差、ふるまいとしての

極限と、極限値の意味などを知るこ

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
局所と大域という、今まで重要視しなかった関数の文化を数学 III

を通じて直観的に把握し、その先に流れる厳密への試金石にする。 

② 革新性
一定の計算規則だけでなく、学問の本質としての数学の自由さを

学び、実践することで、数学奥深く流れる美しさを実感する。 

③ コミュニケーション
極限、局所的または大域的情報等から数式を尊重し、式の中に流れ

る価値観を絶対的なものとせず、常に式と対話できるようにする。 



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 3 年 

本科/MSTC 

教科 

科目 

数学 

数学 III（曲線） 

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 

2 次曲線（放物線・楕円） 

2 次曲線（楕円・） 

極座標の扱い方 

逆関数、色々な曲線 

パラメタで表される曲線と微積分 

歴史的見地から 2 次曲線の学習の必要性や重要性に触

れ、2 次曲線の美しい性質を魅入られるようになる。 

極の扱い方や、極座標を通じて、様々な曲線のパラメタ

から見える性質を学ぶことができる。 

③ ノートを取ることで、数学の理解をノート上に実現

する。

④ 演習をすることで、実際に手を動かしながら、その

難しさを実感する。

2 

９ 

10 

11 

12 

総合演習 

総合演習 

総合演習 

総合演習 

微分法・積分法を活用しながら、様々な曲線の扱い方

と、なぜその曲線が入試頻出になるのかなど、数学の背

景的学習をすることができる。 

③ ノートを取ることで、数学の理解をノート上に実現

する。

④ 演習をすることで、実際に手を動かしながら、その

難しさを実感する。

３ 

１ 

２ 

入試演習 

入試演習 

特定の単元目標はない とにかく入試に向けて頑張る 

３ 

極率という世界からの曲線の捉え方

を知ることができる。 

極座標を様々な極の立場から捉える

ことができる。 

離心率など高度な内容に踏み込むこ

とができる。 

様々な図形や、図形の一部の中に 

色々な曲線を見出すことで、全体の

数学的背景を探ることができる。 

２ 

色々な曲線に対して、接線を引くこ

とができる。 

微分法を縦横に使いこなすことがで

きる。 

微小量の取り扱い方などを、時に厳

密に、時に感覚的に変えることが出

来る。 

公式を、単なる作業基盤ではなく、  

数学的背景や、直観的微積分学を通

じてその意味を探ることが出来る。 

１ 

2 次曲線の基本知識を持っている 

色々な曲線の表示形式を知ることが

出来る。 

数学 I・A・II・B の背景に流れる 

曲線の様々な性質を見ることが出来

る。 

2 次曲線の各図形の違いや共通点を

模索することができる。 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応用・実践 Ｃ 批判・創造 

④ 異文化理解
局所と大域という、今まで重要視しなかった関数の文化を数学 III

を通じて直観的に把握し、その先に流れる厳密への試金石にする。 

⑤ 革新性
一定の計算規則だけでなく、学問の本質としての数学の自由さを

学び、実践することで、数学奥深く流れる美しさを実感する。 

⑥ コミュニケーション
極限、局所的または大域的情報等から数式を尊重し、式の中に流れ

る価値観を絶対的なものとせず、常に式と対話できるようにする。 



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 3 年 

MST 

教科 

科目 
物理 

時間数 5 時間／週 

学期 月 単元 単元目標 主な活動 

１ 

４ 

５ 

６ 

７ 

万有引力 

熱力学・光波 

電磁気(電場と電位) 

電磁気(コンデンサー・電流) 

●惑星の運動について、力と運動の関係を用いて説明することができる。

●気体の変化について、微視的・巨視的な観点から説明できる。

●光の干渉による現象について、式を用いて説明できる。

●コンデンサーを含む回路について、電流と電圧の関係を説明できる。

●単元テスト

●実験

●問題演習

2 

９ 

10 

11 

12 

電磁気(電流と磁場) 

原子・分子 

入試問題演習 

●電磁誘導の原理について説明できる。

●原子・分子の性質について理解し、説明できる。

●問題演習に取り組み、必要な知識の確認と考察を行う。

●単元テスト

●実験

●問題演習

３ 

１ 

２ 

３ 

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。 



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３年 

RC/MSTC 

教科 

科目 

理科 

生物 

時間数 ５時間／週 

学期 月 単元 単元目標 主な活動 

１ 

４ 

５ 

６ 

７ 

生態と環境 

生物の進化と系統 

・「生態と環境」「生物の進化と系統」の基本的な内容を

理解する。 

・観察・実験を通じて生物学的な課題を探究する。

・生徒同士の協働学習、自由進度学習

・探究的な観察・実験

・学習方法に関する情報共有

・基本知識のアセスメントテスト

・問題演習

2 

９ 

10 

11 

12 

基礎知識の確認 

問題演習 

・全範囲にわたって、基礎知識を確認し、定着させる。 

・観察・実験を通じて生物学的な課題を探究する。

・実践的な問題演習を通じて論述力、考察力を向上さ

せる。 

・生徒同士の協働学習、自由進度学習

・探究的な観察・実験

・学習方法に関する情報共有

・基本知識のアセスメントテスト

・問題演習

３ 

１ 

２ 

３ 

３ 

単元の全体像を把握し、概

念を整理し理解できる。 

実験結果を適切にまとめ、

解釈することができる。 

基本的な知識や概念を活用

して高度な思考を要する問

題を解くことができる。 

学習した内容を基に創造的

な発想をすることができる。 

２ 

基本的な概念を説明するこ

とができる。 

基本的な実験を行うことが

できる。 

実験結果や与えられた情報

をもとに適切に図表を解釈

し考察することができる。 

学習する内容に対して疑問

をもち、自分の考えを展開す

ることができる。 

１ 

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

をもち表現することができ

る。 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応用・実践 Ｃ 批判・創造 

① 探究心
生物学の学習を通じて、様々な問いをもち、それに自分なりの思考

を展開しながら、生物学の本質を探究していく。 

② 問題解決力
学び方に関しての問題を自ら発見し、それに対して試行錯誤しな

がら学び方を改善する。 

③ コミュニケーション
生徒同士で適切にコミュニケーションをとり、互いの課題の解決

のために協働する。 
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