
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 

教科 

科目 

英語 

コミュニケーション英語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 

問題演習：精読 

問題演習：長文 

問題演習：読解 

問題演習：総合 

まずは英語長文を 1 文 1 文丁寧に理解していく力を養

う。次に長文を読んで問題を解く一連のプロセスを実

践し理解する。選択肢の根拠を本文に求めることがで

きるようになる。まとまった英文をリスニングして理

解できるようになる。 

共通テスト予想問題を用いた問題演習。文法の問題が

鳴りを潜め、長文と情報分析が中心の問題構成となっ

ており、読解の演習が必須となっている。そのため多く

の英文に触れ、ポイントとなる表現や注目すべき個所

などを解説していく。 

2 

９ 

10 

11 

12 

問題演習：入試問題導入 

問題演習：入試問題 

問題演習：入試問題 

問題演習：入試問題 

本番を想定し、実践とリフレクションを自立して行え

るようになる。復習に力を入れ、取り組んだ問題から自

身の成長に必要な物を余すことなく取り入れることが

できる。 

長文問題だけでなくリスニングにも精力的に取り組

み、共通テストで高得点を狙える素養を作る。いかに復

習するか、どれほど多くのものを吸収できるかという

視点を持って問題演習に取り組む。 

３ 

１ 

２ 

３ 

３ 

 

２ 

長文はきちんと文中に根拠を持って

選択肢を選別することができる。ま

た、それを他人に説明できる。 

速読ができ、所見の入試問題にも自

信を持って取り組む姿勢を持つ。発

音アクセントの異なる英語を耳にし

ても動じないリスニング力を持つ。 

英語も日本語も自由自在に読んだり

聞いたりができるようになり、受験

英語を越えた英語力を獲得する。 

１ 

英語の長文を読破し、問題の指示や

選択肢の英語を不足なく理解するこ

とができる。 

英語の長文を速く正確に読むことが

でき、内容を要約して解説できる。長

めの長文を聞き、内容に対する適切

な応答ができる。 

英文の内容から新たな発見や視点を

獲得し、見識を広める。英文と日本語

分の本質的な差異に気づき、楽しん

で英文を読める。 

Ａ 知識・技能 Ｂ 応用・実践 Ｃ 批判・創造 

① 探求心
多くの英文に触れ、入試への対応力を高めると同時に、文章のトピ

ックへの興味関心を高め、アンテナの高い生徒になる。 

② 問題解決力
英語の問題を通して読解力を高め、正解にたどり着くプロセスを

発見し、高いレベルのパフォーマンスが発揮できる。 

③ 異文化理解
英文を通して日本語と違った視点を獲得し、今までにない観点や

考え方、思考パターンを手に入れる。 



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 

Extensive 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

本科文系 / ICS



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/ICS 

教科 

科目 

社会 

政治・経済 

時間数 6 時間／週 

学期 月 単元 単元目標 主な活動 

１ 

４ 

５ 

６ 

７ 

国家成立の思想・国家の諸原則・

人権保障の原理・人権の歴史・世

界の政治制度日本国憲法の制定、

日本国憲法の三大原理、日本国憲

法の政治制度、 

・政治・法における抽象概念の理解

・共通テスト・難関私大入試レベルでの知識獲得と

論述力の養成

・講義・グループワーク・問題演習

2 

９ 

10 

11 

12 

経済体制の違い、市場経済の仕組

み、通貨・金融・財政の仕組み、国

民所得と景気変動、戦後の日本経

済と諸問題 国際経済の中の日本 

国際政治と地域紛争 

・経済の仕組み、制度の理解

・共通テスト・難関私大入試レベルでの知識獲得と

論述力の養成

・講義・グループワーク・問題演習

３ 

１ 

２ 

３ 

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、仕組みや効果

がもたらす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重要な政経用語の説明ができる

②政治・経済の仕組みが成立する流

れを理解できる→〈仕組みと効果の

理解〉 

③単元内容を理解できる

→〈正誤判定〉

①２つ以上の事象との共通点・相違

点を説明できる 

②社会事象に対応する仕組みやその

効果を説明できる。 

③社会事象に対応する仕組みやその

効果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，政治経済用語を

的確に答えることができる。 

①仕組みや制度の内容を読み取り，

内容や特徴を説明できる。 

②社会状況の関連性に気付ける。

③仕組みと効果について複数の関連

性に気付くことができる。 

①単元を通して，新たな問いを立て

ることができる。 

②現代の諸課題と政治・経済の関連

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 探求心
政治・経済が私たちの生活にどのように影響し、その効力を通して

現代社会を分析・理解しようとする。 

② 生産性
入試問題に対応する知識を習得し、短答、論述形式でアウトプット

することができる。 

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３年 

本科/ICS 

教科 

科目 

地理歴史 

世界史演習１ 

時間数 ２時間／週 

学期 月 単元 単元目標 主な活動 

１ 

・各種模擬試験対策として高校２

年次に学習した内容の復習・問題

演習 

・世界史演習２の授業で学習した

単元の問題演習 

・時事問題

・同時代に他地域ではどんなことが起こったの

か、また諸地域間の交流など、これまでに学習し

た内容の横のつながりを意識する。 

・問題演習を通じて実践力を身につける。

・現在起こっている世界の諸問題について、そ

の歴史的背景を知ることで、世界と歴史に対す

る関心をより高める。 

・世界で起こっている諸問題に対して、自分が、

何ができるのか考える。 

・学習ノートやプリントを利用して、これまで

に学んだ内容を思い起こす。 

・過去の模擬試験や大学入試問題を解く・

・教員の解説を聞く。

・ニュースを見て、それがなぜ起こっているの

か調べまとめる。 

・世界で起こっている諸問題に対し自分が、何

ができるのかを考える。 

・考えたことを実践してみる。

2 

・各種模擬試験対策として１学期

に学習した内容の復習・問題演習 

・世界史演習１の授業で学習した

単元の問題演習 

・時事問題

同上 同上 

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つ以上の地域との共通点・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
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
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。 



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/ICS 

教科 

科目 

地理歴史 

世界史演習２ 

時間数 ６時間／週 

学期 月 単元 単元目標 主な活動 

１ 

４ 

５ 

６ 

７ 

近代ヨーロッパ・アメリカ世界の

成立 

欧米における近代国民国家の発展 

アジア諸地域の動揺

帝国主義とアジアの民族運動 

・アメリカ・フランス二つの革命を通じて、人々が自らの手で社会を作

り上げていく自覚が芽生えてきたことを理解する。 

・ウィーン体制が、大国の利害・勢力均衡を優先させた現状維持の保守

反動体制であることを理解する。 

・欧米列強による植民地化の過程を理解し、その影響が途上国における

現在の経済的自立を妨げていることを知る。また、民衆による反植民地

の戦いを理解する。 

・植民地支配を基盤とする帝国主義の膨張と、民族主義の抵抗並びに解

放への過程を理解する。

各単元の重要ポイントを示し、オリジナルPPを

利用して講義を進める。その際可能な限り視聴

覚教材を利用する。生徒は山川出版社『世界史 

学習ノート』を利用して理解したことをまとめ

ていく。アウトプットの機会として声に出して

確認し、週2～３回のGoogle Forms（OL小テス

ト）、週に1回の朝学単元テストに臨む。その

他、興味を持ったことを調べ、まとめ、発表す

ることを推奨する。 

2 

９ 

10 

11 

二つの世界大戦 

冷戦と第三世界の独立 

現在の世界 

・国家間の利害対立としての戦争を概観し、戦後の秩序構築に向けての

各国の努力を理解するとともに、世界と日本の将来について考える。 

・20世紀後半の国際政治の流れを大きく捉え、現代の戦争の特質と平和

の意義について考える。 

・広い視野と長い時間軸の中で、現代とは何かを問い直すとともに、将

来の世界と日本のあるべき姿について考える。

同上 

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つ以上の地域との共通点・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
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
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３年 

本科/ICS 

教科 

科目 

地理歴史 

日本史演習１ 

時間数 ２時間／週 

学期 月 単元 単元目標 主な活動 

１ 

・日本史演習２の授業で学習した

単元の問題演習 

・各種模擬試験対策として高校２

年次に学習した内容の復習・問題

演習 

・問題演習を通じて実践力を身につける。

・同時代に他地域ではどんなことが起こったのか、ま

た諸地域間の交流など、これまでに学習した内容の横

のつながりを意識する。 

・過去の模擬試験や大学入試問題を解く。

・学習ノートやプリントを利用して、これまでに学ん

だ内容を思い起こす。 

・教員の解説を聞く。

2 

・日本史演習１の授業で学習した

単元の問題演習 

・各種模擬試験対策として１学期

に学習した内容の復習・問題演習 

・問題演習を通じて実践力を身につける。

・同時代に他地域ではどんなことが起こったのか、ま

た諸地域間の交流など、これまでに学習した内容の横

のつながりを意識する。 

・過去の模擬試験や大学入試問題を解く。

・学習ノートやプリントを利用して、これまでに学ん

だ内容を思い起こす。 

・教員の解説を聞く。

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つ以上の地域との共通点・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
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
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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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/ＩＣＳ 

教科 

科目 

地理歴史 

日本史演習２ 

時間数 ６時間／週 

学期 月 単元 単元目標 主な活動 

１ 

４ 

５ 

６ 

７ 

第６章 幕藩体制の確立 

第７章 幕藩体制の展開 

第８章 幕藩体制の動揺 

第９章 近代国家の成立 

●幕藩体制がどのように確立し，展開し・動揺していっ

たのかを理解する。 

●江戸幕府滅亡後，明治政府がどのように国民国家を

形成していったのか理解する。 

〇講義で知識をインプットし，ワーク問題でアウトプ

ットする。 

2 

９ 

10 

11 

12 

第９章 近代国家の成立 

第 10 章 二つの世界大戦とアジア 

第 11 章～ 現代の日本と世界 

テーマ史

●日本が帝国主義国家の一員となった過程を理解す

る。 

●２つの世界大戦の過程を理解する

〇講義で知識をインプットし，ワーク問題でアウトプ

ットする。 

３ 

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
世界史の学習を通じて、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
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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