
政治 講義

10 20 1学年1学期～2学期 必修

政治の基本知識について理解することを目的とする。

憲法の内容や政治制度について理解を深め、類似点と相違点を把握する。

政治についての基本的な知識を身に付ける。主要国の政治制度の特徴を正しく把握する。

日本国憲法の特色、基本的人権の分類、統治機構を正しく理解し、正誤判断が確実に行える。

 1 政治の基本概念　 2 政治制度論　 3 政治過程論①　 4 政治過程論②

 5 日本国憲法の特色①　 6 確認テスト1･採点･解説・やり直し

 7 基本的人権総論①　 8 包括的基本権　 9 平等権　10 精神的自由権①　11 精神的自由権②　

12 経済的自由権　　13 人身の自由　　14 社会権①　　15 社会権②

16 能動的権利と受益権　17 憲法改正の手続き　18 確認テスト2･採点･解説・やり直し

19 国会の機構と運営①　　20 国会の機構と運営②　　21 内閣の機構と運営

22 裁判所の機構と運営①　23 裁判所の機構と運営②　24 地方自治

25 確認テスト3･採点･解説・やり直し　26 まとめ

回 時間

作成者

佐竹 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回の授業までに問題集を使い、学習範囲内の問題を解いて理解しておくこと。

［授業時間外に必要な学修内容］

村松武

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

テキスト政治（大原出版株式会社）
［使用教材等］

シラバスID 321



経済 講義

10 20 1学年1学期～2学期 必修

経済の仕組みや理論、歴史を理解することを目的とする。

①経済の歴史を正確に理解する。②経済の仕組みや理論を把握する。

③経済の歴史や仕組み、理論に関する記述を分析し、内容の正誤を判断できる。

 1 経済社会の変容と経済体制（経済社会のしくみ、体制や理論）

 2 現代の企業（企業の形態、企業の巨大化、中小企業の現状）

 3 現代の市場（市場メカニズム、寡占市場、市場の失敗）

 4 確認テスト1･採点･解説・やり直し

 5 国民所得（国民所得と国富、国民経済計算）

 6 経済成長と景気循環（経済成長、景気循環、インフレーションとデフレレーション）

 7 通貨制度と金融政策（通貨制度、金融制度、日本銀行の役割と金融政策）

 8 財政制度と財政政策（財政の役割、財政制度、財政政策）

 9 確認テスト2･採点･解説・やり直し

10 貿易と外国為替（国際分業と貿易、国際収支、外国為替と為替相場）

11 日本経済の動向①（戦後の経済民主化と復興、高度経済成長、石油危機後の日本経済）

12 日本経済の動向②（産業構造の転換、現代の諸問題）

13 国際経済の動向①（国際通貨・金融体制、貿易の自由化）

14 国際経済の動向②（地域的経済統合と経済協力、国際経済の課題）

15 確認テスト3･採点･解説・やり直し

16 まとめ

回 時間

作成者

吉田 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回の授業までに問題集を使い、学習範囲内の問題を解いて理解しておくこと。

［授業時間外に必要な学修内容］

吉田佳代

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

テキスト経済（大原出版株式会社）
［使用教材等］

シラバスID 322



歴史Ⅰ(西洋史・中国史) 講義

10 20 1学年1学期～2学期 必修

①西洋史・中国史全般の理解をすることを目的とする。②人物・出来事を正確に理解するとともに時系列

を把握し、各時代の出来事について類似点、相違点を把握する。

西洋史・中国史上の人物・出来事を、正確に時系列で理解する。各時代の人物・出来事につき、類似点と

相違点を正しく把握する。各時代についての記述を分析し、内容の正誤を判断することができる。

　１．古代文明　　　２．古代地中海世界①　　３．古代地中海世界②　　４．古代のまとめ

　５．中世ヨーロッパ①　　６．中世ヨーロッパ②　　７．中世ヨーロッパ③　　８．中世のまとめ

　９．近代ヨーロッパ（ルネサンス・大航海時代・宗教改革）

　10．16～18世紀のヨーロッパ（絶対主義・イギリス市民革命）

　11．市民社会の成長（アメリカ独立革命・フランス革命とナポレオン・産業革命）

　12．19世紀の欧米（ウィーン体制・イタリア・ドイツの国家統一・アメリカの発展）

　13．近代のまとめ

　14．現代世界（帝国主義・列強による世界分割・第一次世界大戦・ロシア革命）

　15．ヴェルサイユ体制とアジアの民族運動

　16．世界恐慌・ファシズムの台頭・第二次世界大戦　　17．現代のまとめ

　18．中国史Ⅰ（殷・周・秦・漢・三国時代・南北朝時代）

　19．中国史Ⅱ（隋・唐・宋・モンゴル帝国・元）

　20．中国史Ⅲ（明・清・中華民国）アジア周辺諸国（朝鮮・東南アジア・インド）

　21．イスラム史・中国史アジア史まとめ　　22．総まとめ

回 時間

作成者

長谷川 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回の授業までに問題集を使い、学習範囲内の問題を解いて理解しておくこと。

［授業時間外に必要な学修内容］

長谷川正彦

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

テキスト世界史（大原出版株式会社）
［使用教材等］

シラバスID 323



歴史Ⅱ(日本史) 講義

10 20 1学年1学期～2学期 必修

日本史全般の理解をすることを目的とする。人物・出来事を正確に理解するとともに時系列を把握し、各

時代の出来事について類似点、相違点を把握する。

日本史上の人物・出来事を、正確に時系列で理解する。各時代の人物・出来事につき、類似点と相違点を

正しく把握する。各時代についての記述を分析し、内容の正誤を判断することができる。

1 原始（大和政権と古墳文化）

 2 古代①（聖徳太子の政治と飛鳥文化、大化の改新と白鳳文化）

 3 古代②（律令体制の完成と天平文化、平安時代と国風文化）

 4 確認テスト1･採点･解説・やり直し

 5 中世①（鎌倉時代の政治社会と鎌倉文化）

 6 中世②（室町時代の政治社会と室町文化）

 7 確認テスト2･採点･解説・やり直し

 8 近世①（織豊政権と桃山文化、江戸幕府の成立と寛永文化）

 9 近世②（文治政治への転換と元禄文化）

10 近世③（幕藩体制の動揺と化政文化）

11 確認テスト3･採点･解説・やり直し

12 近代①（幕末・明治維新）

13 近代②（立憲体制の成立と明治期の文化）

14 近代③（日清・日露戦争と資本主義経済の発展）

15 近代④（第一次世界大戦と大正デモクラシー）

16 近代⑤（経済恐慌と軍部の台頭）

17 現代（日本の民主化と独立から国際社会への復帰）

18 確認テスト4･採点･解説・やり直し

19 まとめ

回 時間

作成者

村松 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回の授業までに問題集を使い、学習範囲内の問題を解いて理解しておくこと。

［授業時間外に必要な学修内容］

村松　武

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

テキスト日本史（大原出版株式会社）
［使用教材等］

シラバスID 324



地理 講義

10 20 1学年1学期～2学期 必修

地理全般の理解をすることを目的とする。世界の地形や、世界各国における産業及び生活について類似

点、相違点を把握する。日本における地形、農業、漁業、生活について把握する。

世界に広がる地形、気候区分や植生を正しく把握する。世界各国の農業や工業、漁業について相違点を理

解し、正しく把握する。地理についての記述を分析し、内容の正誤を判断することができる。

1 地形

2 世界の気候・植生・土壌

3 地図の特色と利用　　4 確認テスト1･採点･解説・やり直し

5 食糧の生産と消費

6 エネルギー資源と原料資源　　7 確認テスト2･採点･解説・やり直し

8 工業化と工業地域　　9 確認テスト3･採点･解説・やり直し

10 村落と都市

11 人口の地域的特色

12 国土と住民

13 交通・通信と貿易

14 世界の環境問題　　15確認テスト4･採点･解説・やり直し

16 日本の国土

17 日本の人口

18 日本の産業

19 日本の諸地域　　20 確認テスト5･採点･解説・やり直し

21 まとめ

回 時間

作成者

麻由 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回の授業までに問題集を使い、学習範囲内の問題を解いて理解しておくこと。

［授業時間外に必要な学修内容］

太田麻由

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

テキスト地理（大原出版株式会社）
［使用教材等］

シラバスID 325



文章理解 講義

10 20 1学年1学期～2学期 必修

文章を読み、短時間で内容を正確に理解することを目的とする。

①内容把握：文章の要旨や合致しているものを選択肢から判断出来る。②文章整序：意味が通るように文

章を並べ替えることが出来る。③空欄補充：補充すべき語句を選択肢から判断出来る。

 1 内容把握①（接続詞①）

 2 内容把握②（接続詞②）

 3 内容把握③（強調表現①）

 4 内容把握④（強調表現②）

 5 内容把握⑤（具体例①）

 6 内容把握⑥（具体例②）

 7 確認テスト1･採点･解説・やり直し

 8 文章整序①（指示語①）

 9 文章整序②（指示語②）

10 文章整序③（接続語①）

11 文章整序④（接続語②）

12 確認テスト2･採点･解説・やり直し

13 空欄補充①（1つの空欄）

14 空欄補充②（複数の空欄）

15 確認テスト3･採点･解説・やり直し

16 まとめ

回 時間

作成者

吉田 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回の授業までに問題集を使い、学習範囲内の問題を解いて理解しておくこと。

［授業時間外に必要な学修内容］

太田麻由

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

テキスト文章理解（大原出版株式会社）
［使用教材等］

シラバスID 326



国語 講義

10 20 1学年1学期～2学期 必修

文法や漢字・語句、文学史について理解することを目的とする。

①文法や文学史を正確に理解する。②漢字を正確に読み、書くことができる。

③語句の読み方やその意味を正確に把握する。

 1 文法①（文の成り立ち、品詞）

 2 文法②（品詞の識別、意味用法の理解）

 3 文法③（敬語）

 4 確認テスト1･採点･解説・やり直し

 5 漢字・語句①（四字熟語、ことわざ、故事成語、慣用句）

 6 漢字・語句②（対義語・同義語・同音異義語）

 7 確認テスト2･採点･解説・やり直し

 8 文学史①（上代の文学、記紀・万葉集、中古文学、中世文学）

 9 文学史②（近世文学、近現代の文学）

10 確認テスト3・採点・解説・やり直し

11 まとめ

回 時間

作成者

吉田 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回の授業までに問題集を使い、学習範囲内の問題を解いて理解しておくこと。

［授業時間外に必要な学修内容］

太田麻由

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

テキスト国語（大原出版株式会社）
［使用教材等］

シラバスID 327



物理学 講義

10 20 1年1学期～2学期 必修

①物理学の基礎や基本的な計算問題を、テキストを通して理解し、把握していく。②定期的に確認テスト

を行い、理解度・習熟度を測る。③講師が現象を実演することで、知識の効果的な定着をめざす。

①公式を理解している。②それぞれの単位について理解する。③基本的な計算問題を解くことが出来る。

 1 運動の表現①（運動の表現）

 2 運動の表現②（重力下での運動）

 3 力

 4 確認テスト1・採点・解説・やり直し

 5 運動方程式

 6 エネルギー（仕事）

 7 運動量①（運動量と運動量保存の法則）

 8 運動量②（はねかえり係数）

 9 確認テスト2・採点・解説・やり直し

10 波動①（音、ドップラー効果）

11 波動②（光、レンズ）

12 電気（電流と電圧）

13 原子（原子核崩壊と放射線）

14 確認テスト3・採点・解説・やり直し

15 まとめ

回 時間

作成者

里紗 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回の授業までに問題集を使い、学習範囲内の問題を解いて理解しておくこと。

［授業時間外に必要な学修内容］

山本里紗

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

テキスト物理（大原出版株式会社）
［使用教材等］

シラバスID 328



化学 講義

10 20 1学年1学期～2学期 必修

化学の基礎や計算問題を、テキストを通して理解し、把握していく。

定期的に確認テストを行い、理解度・習熟度を測る。

原子の構造を理解する。

基本的な計算問題を解くことが出来る。

 1 物質の構造①（物質の分類）

 2 物質の構造②（元素の周期律）

 3 物質の構造③（化学結合）

 4 確認テスト1・採点・解説・やり直し

 5 物質の状態（物質の三態）

 6 物質の変化①（化学変化とエネルギー）

 7 物質の変化②（酸と塩基の反応）

 8 物質の変化③（酸化と還元）

 9 物質の変化④（金属のイオン化傾向）

10確認テスト2・採点・解説・やり直し

11 無機化合物①（非金属元素とその化合物）

12 無機化合物②（典型金属元素とその化合物）

13 無機化合物③（遷移金属元素とその化合物）

14 確認テスト3・採点・解説・やり直し

15 まとめ

回 時間

作成者

里紗 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回の授業までに問題集を使い、学習範囲内の問題を解いて理解しておくこと。

［授業時間外に必要な学修内容］

山本里紗

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

テキスト化学（大原出版株式会社）
［使用教材等］

シラバスID 329



生物学 講義

10 20 1学年1学期～2学期 必修

①生体の構造やしくみ、遺伝や、身体の内部環境について、理解し把握していく。②定期的に確認テスト

を行い、理解度・習熟度を測る。③タブレット端末を用いることで、知識の効果的な定着をめざす。

生体の構造、代謝のしくみなどについて理解する。

自然や人間についての基本事項を把握し、記述に対して内容の正誤を判断することが出来る。

 1 生体の構造①（細胞）

 2 生体の構造②（細胞膜の働き）

 3 生体内の代謝（酵素、呼吸、消化）

 4 確認テスト1・採点・解説・やり直し

 5 生殖と発生

 6 遺伝と変異①（メンデルの法則）

 7 遺伝と変異②（遺伝子の本体と変異）

 8 刺激の受容と反応（神経系とそのはたらき）

 9 確認テスト2・採点・解説・やり直し

10 内部環境①（体液と循環系）

11 内部環境②（肝臓と腎臓のはたらき）

12 内部環境③（自律神経系とホルモンによる調節）

13 確認テスト3・採点・解説・やり直し

14 生物の集団

15 生物の進化と系統

回 時間

作成者

里紗 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回の授業までに問題集を使い、学習範囲内の問題を解いて理解しておくこと。

［授業時間外に必要な学修内容］

山本里紗

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

テキスト生物（大原出版株式会社）
［使用教材等］
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地学 講義

10 20 1学年1学期～2学期 必修

地球、岩石、大気、宇宙についてテキストを通して理解し、把握していく。

定期的に確認テストを行い、理解度・習熟度を測る。

日本の四季や、惑星について分類することができる。

地球、岩石、大気、宇宙について理解し、記述問題の内容の正誤を判断することができる。

 1 地球の姿と動く大地①（地球の形と内部構造）

 2 地球の姿と動く大地②（動く大地、地震、プレートと日本列島）

 3 岩石（火成岩とマグマ）

 4 確認テスト1・採点・解説・やり直し

 5 大気と海洋①（大気の構造と地球の熱収支）

 6 大気と海洋②（雲と降雨）

 7 大気と海洋③（地球をめぐる大気）

 8 大気と海洋④（気象現象と日本の四季）

 9 大気と海洋⑤（海洋と海水）

10 確認テスト2・採点・解説・やり直し

11 太陽系と宇宙の構造①（地球の運動）

12 太陽系と宇宙の構造②（太陽系と惑星）

13 太陽系と宇宙の構造③（恒星の世界）

14 確認テスト3・採点・解説・やり直し

15 まとめ

回 時間

作成者

里紗 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回の授業までに問題集を使い、学習範囲内の問題を解いて理解しておくこと。

［授業時間外に必要な学修内容］

山本里紗

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

テキスト地学（大原出版株式会社）
［使用教材等］
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数学Ⅰ 講義

30 60 1学年1学期～2学期 必修

論理的な思考力により、情報を整理、処理できる力を養う。

与えられた情報を正確に理解する。

情報を整理し、論理的思考によって正しい結論を導くことができる。

 1 論理①　　　　　2 論理②　　

 3 順序①　　　　　4 順序②

 5 対応①　　　　　6 対応②

 7 位置と方位①　　8 位置と方位②

 9 勝敗　　　　　　10 カード・ゲーム

11 ウソの発言①　　12 ウソの発言②

13 推理・手順①　　14 推理・手順②

15 暗号　　　　　　16 折り紙

17 回転の軌跡　　　18 正多面体

19 平面図形の構成　20 サイコロ

21 見取図と投影図

22 積木

23 立体の切断

24 回転体

25 一筆書き

回 時間

作成者

福澤 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回の授業までに問題集を使い、学習範囲内の問題を解いて理解しておくこと。

［授業時間外に必要な学修内容］

福澤謙太郎

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

テキスト判断推理（大原出版株式会社）
［使用教材等］

シラバスID 332



数学Ⅱ 講義

30 60 1学年1学期～2学期 必修

基礎的な計算力を身に付け、設問から課題を解決する方法を導き出す力を身に付ける。

また、数学力を利用し、効率的にデータの分析を行える能力を習得する。

四則演算、方程式などがミスなく解ける。

文章問題の出題意図を素早くつかみ、正しい解答を導き出すことができる。

 1 方程式・不等式①　　2 方程式・不等式　　3 方程式・不等式③

 4 確認テスト1･採点･解説・やり直し

 5 整数・計算パズル①　　6 整数・計算パズル②　　7 整数・計算パズル③　　8 整数・計算パズル④

 9 確認テスト2･採点･解説・やり直し

10 割合と比①　　11 割合と比②　　12 割合と比③（濃度）

13 確認テスト3･採点･解説・やり直し

14 速さ①　　15 速さ②　　16 速さ③　　17 速さ④

18 確認テスト4･採点･解説・やり直し

19 仕事算①　　20 仕事算②

21 確認テスト5･採点･解説・やり直し

19 場合の数①　　20 場合の数②　　21 場合の数③　　22 場合の数④

23 確認テスト5･採点･解説・やり直し

24 確率①　　25 確率②　　26 確率③

27 確認テスト6･採点･解説・やり直し

28 まとめ

回 時間

作成者

佐竹 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回の授業までに問題集を使い、学習範囲内の問題を解いて理解しておくこと。

［授業時間外に必要な学修内容］

佐竹考太

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

テキスト数的処理数的推理編（大原出版株式会社）
［使用教材等］
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教養演習 講義・実習等

40 80 1学年1学期～2学期 必修

就職活動に必要な一般知識の習得を目的とする。

知能科目及び知識科目について、習熟度を把握する。

就職活動に必要な一般知識の習得をする。

知能科目及び知識科目について、習熟度を把握する。

 1 直前模擬試験公務員総合（１～１０）

 2 公務員模擬試験初級（１～５）

 3 公開模擬試験一般職（１～５）

 4 実力判定試験一般職（１～５）

 5 直前模擬試験一般職（１～５）

 6 実戦力判定秋受験（１～５）

 7 応用力判定秋受験（１～５）

 8 まとめ

 ※模擬試験は使用例を示す。

回 時間

作成者

麻由 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回の授業までに問題集を使い、学習範囲内の問題を解いて理解しておくこと。

［授業時間外に必要な学修内容］

太田麻由 村松武

出席状況、取組姿勢が適切と判断される場合、模擬試験の得点に基づく指標により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

各種模擬試験（大原出版株式会社）
［使用教材等］
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論作文 講義

10 20 1学年1学期～2学期 必修

論作文の書き方を理解することを目的とする。

正しい日本語表現を身につけ、自分の考えなどを書き表す。

文章表記や文章の構成を正確に理解する。

志望先に関する情報収集を行うことができる。

 1 論作文の基礎①（表記）

 2 論作文の基礎②（構成）

 3 論作文の基礎③（内容）

 4 文章作成1･採点･解説・やり直し

 5 情報収集①（テーマ別情報）

 6 情報収集②（志望先情報）

 7 情報収集③（白書対策）

 8 情報収集④（情報収集ノートの作成）

 9 情報収集④（求められる人材）

10 文章作成2･採点･解説・やり直し

11 論作文①

12 採点・解説・やり直し

13 論作文②

14 採点・解説・やり直し

15 まとめ

回 時間

作成者

麻由 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

ビジネス社会で求められる文章能力を高めていくこと。文字の美しさ、文法上の正確さ、構成力、表現

力、内容等の改善を図ること。日頃から、自己分析や官公庁の業務把握を行うこと。

［授業時間外に必要な学修内容］

太田麻由

出席状況、課題提出、取組姿勢、作品の水準により評価する。
［成績評価の方法と基準］

テキスト論作文（大原出版株式会社）
［使用教材等］
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体育実技 実習

10 20 1学年1学期～2学期 必修

運動を通して、健康の増進と体力の維持向上を図る。

集団競技によって協調性を養う。

自身の能力を活かしてスポーツを楽しむことができる。

集団内における役割を自覚し、協調性をもって競技に臨むことができる。

 1 規律訓練・体操

 2 球技①（バレーボール）

 3 球技②（バレーボール）

 4 球技③（バレーボール）

 5 球技④（バスケットボール）

 6 球技⑤（バスケットボール）

 7 球技⑥（バスケットボール）

 8 球技⑦（卓球・バドミントン）

 9 球技⑧（卓球・バドミントン）

10 球技⑨（卓球・バドミントン）

回 時間

作成者

福澤 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。集団行動の意識を持って取り組むこと。怪我防止のため、授業前の準備体

操、授業後の整理運動を行うこと。体調を崩した場合は、直ちに担当教員へ申し出ること。

［履修にあたっての留意点］

日頃から身体を動かす時間を確保すること。怪我防止のため、ストレッチ体操を行うこと。健康増進・体

調管理を意識するとともに、体力試験がある者は提携施設を利用しトレーニング時間を確保すること。

［授業時間外に必要な学修内容］

太田麻由

出席、取組姿勢、集団行動の出来具合により評価する。
［成績評価の方法と基準］

特定の教材は用いない。
［使用教材等］
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ビジネス実習 実習

240 480 1学年2学期～3学期 必修

ビジネス社会において求められる実務能力を習得する。また実社会において生じている様々な事象、問題

について企業等の実務担当者から学ぶ。官公庁・企業での就労に役立つ能力の習得を目的とする。

ＰＣについて、Windowsの基本操作を理解し、ビジネス社会で求められるレベルの文書を作成できる。

実社会の事象、問題点について検討分析し、具体的な解決手法を考え、提案を行える能力を身につける。

1.Windowsの基本操作　　2.アプリの基本操作　　3.Internet　Explorerの基本操作　　4.Word入門

5.文字の入力　　6.文章の入力　　7.特殊な入力　　8.文書の作成　　9.文書の保存と読み込み、印刷

10.Wordの活用　　11.編集機能　　12.表の編集　　13.画像・テキストボックスの挿入

14.練習問題1～5　　15.練習問題6～10

16.模擬問題1～2　　17.模擬問題3～4

18.模擬問題5～6　　19.模擬試験1　　20.模擬試験2

21.ビジネス実習授業1

22.事例検討1　　23.問題分析1　　24.課題作成1

25.ビジネス実習授業2

26.事例検討2　　27.問題分析2　　28.課題作成2

29.ビジネス実習授業3

30.事例検討3　　31.問題分析3　　32.課題作成3

回 時間

作成者

村松 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

授業で行った課題と同水準のものを復習すること。操作が苦手な者、ＰＣに触れる機会が少ない者は、放

課後に学校所有の機材で復習することを薦める。

［授業時間外に必要な学修内容］

太田麻由 吉田佳代他

出席、取組姿勢、課題提出、本試験成績による。前三者に問題が無く、検定試験に合格した者は優とし、

不合格の者は良とする。前三者が十分でない者でも、努力の姿勢が認められた者は可とする。その余の者

は不可とする。

［成績評価の方法と基準］

Word＆Excel　2016（実教出版）

Word文書処理技能認定試験3級問題集（サーティファイ）

［使用教材等］
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倫理 講義・実習等

10 20 1学年1～2学期 必修

ビジネス社会における理想的な就労のあり方を学ぶ。また職場において求められる実務能力、とりわけ理

想的なマナー、振る舞い、接遇技術、電話応対技術を実習し、習得することで職業倫理観を身につける。

現実社会での就労問題を知り、正社員として理想的な就労意識、姿勢を理解する。

ビジネス社会における理想的なマナー、振舞、接遇技術、電話応対技術を理解し、実践できる。

 1 就労事例研究①　　 2 問題分析①　　3 課題作成①

 4 就労事例研究②　　 5 問題分析②　　6 課題作成②

 7 就労事例研究③　　 8 問題分析③　　9 課題作成③

10 職場のマナー　　11 仕事の進め方　　12 「ほう・れん・そう」とは

13 挨拶の種類　　　14 笑顔・お辞儀　　15 正しい敬語

16 応対の基本　　　17 電話応対のマナー　　18 電話の受け方

19 電話のかけ方　　20 状況別電話応対１　　21 状況別電話応対２

22 電話応対練習１　　23 電話応対練習２　　24 電話応対練習３

25 電話応対練習４　　26 電話応対練習５　　27 電話応対練習６

28 電話応対効果測定（模擬試験）　　29 電話応対効果測定（本試験）

30 まとめ

回 時間

作成者

村松 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

官公庁への就職を目指す者として、就労問題に関心を持つこと。新聞や書籍で理解を深めること。就労先

で求められるビジネスマナー、スキルの習得に向けて意識を高め、実践を重ねること。

［授業時間外に必要な学修内容］

村松　武 太田麻由他

出席、取組姿勢、課題提出、課題成果により評価する。前三者に問題が無く、課題の出来が優れている者

は優、良好な者は良とする。当初の出来が不十分ながらも再度の取組で良好な成績を修めた者は可とし、

その余の者は不可とする。

［成績評価の方法と基準］

ビジネスマナー（大原出版）

事例研究については、担当者により指示をする。

［使用教材等］
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憲法 講義

20 40 1学年2学期～3学期 必修

法学の基礎学習として、法の概念を学ぶ。また日本国憲法の全体像を把握するとともに、基本的人権と統

治機構の主要な内容を理解する。

法の基本概念を理解する。法律の基本構造、用語を理解する。憲法の全体像を把握する。基本的人権の内

容を正確に理解する。統治機構の内容を正確に理解する。象徴天皇制、憲法尊重擁護義務等を理解する。

1.法とは何か

2.法の分類

3.制定法の構造

4.憲法の全体像

5.基本的人権①

6.基本的人権②

7.基本的人権③

8.確認テスト1･採点･解説・やり直し

9.統治機構①　立法権

10.統治機構②　行政権

11.統治機構③　司法権、地方自治

12.象徴天皇制

13.憲法尊重擁護義務、憲法改正手続

14.確認テスト2･採点･解説・やり直し

回 時間

作成者

村松 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回授業までに学習内容を復習し、理解を深めること。

［授業時間外に必要な学修内容］

村松　武

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

テキスト入門憲法（大原出版）
［使用教材等］
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民法 講義

20 40 1学年2学期～3学期 必修

民法の基礎を学習することにより、法的思考力を身に着ける。

民法の趣旨、基本条文を解釈できる。

日々の生活がどのように法律により規定されているかを理解できる。

　１～２．民法とは（公法と私法の違い、私法の一般法としての位置づけ）

　３～５．総則（権利能力・意思能力・制限行為能力者）

　５～７．総則（意思表示）

　８～10．総則（代理）

　11～13．総則（時効）

　14～15．親族（婚姻・離婚）

　16～17．親族（親子・養子）

　18～19．相続・遺贈

　20．　　まとめ

　

回 時間

作成者

長谷川 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回授業までに学習内容を復習し、理解を深めること。

［授業時間外に必要な学修内容］

長谷川正彦 村松　武

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

大原出版　宅建士民法テキスト

行政書士民法テキスト

［使用教材等］
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刑法 講義

20 40 1学年2学期～3学期 必修

刑法の全体像を把握するとともに、刑法総論全般と各論の主要な内容を理解する。

刑法の全体像を把握する。刑法概念、罪刑法定主義、刑法の適用範囲、犯罪の成立要件を正確に理解す

る。総論の基本論点、各論の主要論点を理解する。刑法以外の法適用時に、応用する力を身につける。

 1 刑法の概念

 2 罪刑法定主義

 3 刑法の適用範囲

 4 犯罪の成立要件

 5 まとめ・確認テスト

 6 犯罪の成立・不成立１

 7 犯罪の成立・不成立２

 8 犯罪の成立・不成立３

 9 未遂犯

10 中止犯・不能犯

11 共犯

12 刑罰

13 まとめ・確認テスト２

14 生命・身体に対する罪１

15 生命・身体に対する罪２

16 自由及び私生活の平穏に対する罪

17 財産に対する罪

18 まとめ・確認テスト３

回 時間

作成者

村松 先生
授  業  概  要

科目名・授業タイトル 授業の形式・方法 担当教員

授業の回数 授業時数 対象学年 必修/選択

［目的・ねらい］

［到達目標］

［授業計画と内容］

欠席・忘れ物をしないこと。欠席時は次回授業までにフォローするとともに、担当教員を訪ね、指示内容

を確認すること。

［履修にあたっての留意点］

次回授業までに学習内容を復習し、理解を深めること。

［授業時間外に必要な学修内容］

村松　武

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切と判断される場合、定期試験の成績により次の通り評価する。

優：９０点以上、良：８０点以上、可：６０点以上、不可：６０点未満

出席状況、課題提出状況、取組姿勢が適切で無い場合は、不可とする。

［成績評価の方法と基準］

『刑法の基礎』（大原法律公務員専門学校浜松校）
［使用教材等］
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I．２年制公務員科
１．進級基準
⑴出欠席基準
①前期（　４月～９月）欠席換算１０日以内
②後期（１０月～３月）欠席換算１０日以内
⑵資格基準
①漢字検定３級以上
⑶履修科目基準
①全ての科目において不可のないこと
注：年度末の進級審査会において、上記の基準を総合的に判断して進級の是
非を決定する。

注：学納金（翌年度に納期を迎えるものを除く）の滞納がある場合には、原
則として進級を認めない。

２．卒業基準
⑴出欠席基準
①前期（　４月～９月）欠席換算１０日以内
②後期（１０月～３月）欠席換算１０日以内
⑵履修科目基準
①全ての科目において不可のないこと
⑶就職準備プログラム基準
①全ての科目において不可のないこと
注：年度末の卒業審査会において、上記の基準を総合的に判断して卒業の是
非を決定する。

注：学納金の滞納がある場合には、原則として卒業を認めない。

Ⅱ．１年制公務員科
１．卒業基準
⑴出欠席基準
①前期（　４月～９月）欠席換算１０日以内
②後期（１０月～３月）欠席換算１０日以内
⑵履修科目基準
①全ての科目において不可のないこと
⑶就職準備プログラム基準
①全ての科目において不可のないこと
注：年度末の卒業審査会において、上記の基準を総合的に判断して卒業の是
非を決定する。

注：学納金の滞納がある場合には、原則として卒業を認めない。
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大原法律公務員専門学校浜松校　学科別進級・卒業基準
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