
２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/6 「現代の国語」を学習するにあたって
第１回4/8（金）、4/24（日）

作品を通して、文章理解力・読解力

を育む。

難語句等の理解と、使い方の解説。

自己紹介文の作成をし、表現力を

身につける。

2 4/6 「生きもの」として生きる① 第１回

4月20日3 4/13 「生きもの」として生きる②

4 4/20 羅生門① 第２回

5月6日5 4/27 羅生門②

6 5/4 羅生門③
第３回

5月18日7 5/11 羅生門④
第２回5/20（金）、6/12（日）

評論文に関しては、論理構成を把

握しながら読解することを心掛け

る。

国語常識問題を通して、基礎的な

語彙力の養成をする。

8 5/18 水の東西① 第４回

6月1日9 5/25 水の東西②

10 6/1 砂に埋もれたル・コルビュジエ① 第５回

6月15日11 6/8 砂に埋もれたル・コルビュジエ②

12 6/15 「私作り」とプライバシー①
第６回

6月29日13 6/22 「私作り」とプライバシー②
第３回7/1（金）、7/17（日）

作品が描かれた背景と説明を中

心に解説し、作品理解に結びつけ

る。

感想文を作成させ、文章力を身に

つける。

14 6/29 「本当の自分」幻想①

15 7/6 「本当の自分」幻想②

16 7/6 期末試験について

17 7/6 期末試験について

18 7/27 実用的な手紙文の書き方

19 8/17 夢十夜① 期末試験：9/5（月）

試験範囲は第2週～第11週、

レポート第1回～第6回20 8/17 夢十夜②

教 科 科 目 担 当 者

国語 現代の国語 単位数：２単位 石綿 泰之

指導目標

１．実社会に必要な国語の知識や技能を身に着けるようにする。

２．論理的に考える力や深く共感したり豊かに想像したりする力を伸ばし、他者との関わりの中で伝え合う力を高め、

自分の思いや考えを広げたり深めたりすることができるようにする。

３．言語がもつ価値への認識を深めるとともに、生涯にわたって読書に親しみ自己を向上させ、我が国の言語文化の担

い手としての自覚をもち、言葉を通して他者や社会に関わろうとする態度を養う。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 第一学習社 現代の国語

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 国語便覧

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

１ 4/5 入門講座
第１回 5/15(日)  5/11（水）

レポート作成上の注意。

『鏡』の読解を通して、文体や内容の特色をと

らえる。さらに作者について解説し、作品の独

自性を理解する。

２ 4/5 言葉を友人に持とう①
第１回

4 月 19 日
３ 4/12 言葉を友人に持とう②

４ 4/19 美しい時間①
第２回

5 月 6 日
５ 4/26 美しい時間②

６ 5/3 鏡①
第３回

5 月 17
７ 5/10 鏡②

第２回 6/26（日）6/22（水）

『空缶』の読解。

登場人物それぞれの立ち位置によって、原

爆の受け止め方が異なる点に注意しつつ読

解する。他の原爆小説を紹介し、ジャンル

としての理解を深める。

８ 5/17 鏡③
第４回

5 月 31 日
９ 5/24 読書案内１

10 5/31 他人の夏①
第５回

6 月 14 日11 6/7 他人の夏②

12 6/14 空缶①
第６回

6 月 28 日13 6/21 空缶②
第３回 8/28（日））8/31（水）

期末試験についての注意。

『他人の夏』の読解を通して、小説の基礎的な

読み方を解説する。
14 6/28 旅について

15 7/5 女生徒

16 7/5 期末試験について

17 7/5 期末試験について

18 7/26 人生 読書案内３・２

19 8/16 伊豆の踊子①
期末試験：  9/6(火)
試験範囲：第 2 週～第 11 週、レポート 1 回～5 回

※スクーリングは A・W のクラスごとに実施する。20 8/16 伊豆の踊子②

教  科 科  目 担 当 者

国語 現代文Ａ 単位数：2単位 金子 真奈美

指導目標

青春文学の名作を、その作品が生まれた時代背景とともに学ぶことで、豊かな人間性を育む一助とする。

高校通信講座 あり 講座数：全 20 回 教科書 教育出版 現代文Ａ

スクーリング 1 単位時間×3 回 合格時間数 1 時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6 回 合格枚数 6 枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合 70％ 評 定 100 点法 5 段階評定



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日付 高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

１ 4/6 入門講座
第1回
4月20日

第1回 4/10（日） 5/11(水）

レポート作成上の注意。

小説の解釈方法①

「主人公の輪郭をとらえる。」

人物の性格、心理、思想をおさえ、人物像に迫る。

２ 4/6 私という「自分」①

３ 4/13 私という「自分」②

４ 4/20 相棒① 第2回
5月6日５ 4/27 相棒②

６ 5/4 相棒③
第3回
5月18日７ 5/11 鼻①

第2回 5/29（日） 6/22（水）

８ 5/18 鼻② 第4回
6月1日

小説の解釈方法②

「人間関係の把握と全体の構成」

主人公をめぐる人間関係を把握し、全体を貫く筋を見

出す。

９ 5/25 鼻③

10 6/1 新しい地球観① 第5回
6月15日11 6/8 新しい地球観②

12 6/15 情けは人の・・・① 第6回
6月29日 第3回 7/3（日） 8/31（水）

13 6/22 情けは人の・・・② 小説の解釈方法③

「全体の主題」

作品の構成を確かめ、作者の思想や主張が語られている部

分、作者がその作品を書く態度について検討する。

14 6/29 僕らの時代のメディア・リテ

ラシー①

15 7/6 僕らの時代のメディア・リテ

ラシー②

16 7/6 期末試験に向けて

17 7/6 期末試験に向けて

18 7/27 こころ①

19 8/17
こころ② 期末試験：  9/5（月）

試験範囲は第2週～第13週、レポート1回～6回
※スクーリングは、それぞれA・Wのクラスごとに実施する。20 8/17 こころ③

教 科 科 目 担 当 者

国語 現代文B① 単位数：2単位 金子 真奈美

指導目標

近代以降の様々な文章を的確に理解し、適切に表現する能力を高めるとともに、ものの見方、感じ方、考え方を深め、

進んで読書することによって、国語の向上を図り、人生を豊かにする態度を育てる。

1.文章を読んで、構成、展開、要旨などを的確にとらえ、その論理性を評価する。

2.文章を読んで、書き手の意図や、人物、背景、心情の描写などを的確にとらえ、表現を味わう。

3.文章を読んで批評することを通して、人間、社会、自然などについて自分の考えを深めたり、発展させたりする。

4.目的や課題に応じて、収集した様々な情報を分析、整理して資料を作成し、自分の考えを効果的に表現する。

5.語句の意味、用法を的確に理解し、語彙を豊かにするとともに、文体や修辞などの表現上の特色をとらえ、自分の表

現や推敲に役立てる。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 第一学習社 標準 現代文B
スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数1時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/5 入門講座（古典の世界）～三つの柱と学習方法～
第１回 4/24（日）4/27（水）

古典の基礎知識と勉強法につい

て学習する。中でも第二回放送講

座で解説している「古典文法」に

ついて第三回講座で取り上げた

「古今著聞集」のプリントを使っ

て更に詳しく解説し、効率の良い

学習方法を伝授する。

2 4/5 「古典文法特別講座」① ～用言編～
第１回

4月19日3 4/12 「古今著聞集」小式部内侍が大江山の歌の事

4 4/19 「伊勢物語」①初冠
第２回

5月6日5 4/26 「伊勢物語」②通い路の関守

6 5/3 「徒然草」①奥山に、猫またといふものありて
第３回

5月17日7 5/10
「徒然草」②奥山に、猫またといふものありて 第２回 6/12（日）6/15（水）

第三回レポートまでの要点を解

説する。「伊勢物語」については、

平安時代の恋愛事情等、当時の常

識解説を交えて理解を深め、「古

今著聞集」で扱った和歌の仕組み

と効果について解説し、古文世界

への一層の興味関心を抱かせる。

8 5/17 「方丈記」①ゆく川の流れ
第４回

5月31日9 5/24 「方丈記」②ゆく川の流れ

10 5/31 「枕草子」①春はあけぼの
第５回

6月14日11 6/7 「枕草子」②春はあけぼの

12 6/14 「竹取物語」①かぐや姫の昇天
第６回

6月28日13 6/21
「竹取物語」②かぐや姫の昇天 第３回 7/17（日）7/20（水）

第四回から第五回レポートまで

の要点を解説する。「枕草子」と

「徒然草」について同じ「随筆」

でありながらその世界観の違い

を「方丈記」との比較を含めて説

明する。「竹取物語」については

教科書に載っていない部分のあ

らすじとその後の様子について

解説する。

14 6/28 「万葉集」「古今和歌集」「新古今和歌集」①

15 7/5 「万葉集」「古今和歌集」「新古今和歌集」②

16 7/5 期末試験について

17 7/5 期末試験対策講座

18 7/26 「古典文法特別講座」②～助動詞基本編～

19 8/16 漢文訓読の基礎と漢詩① 期末試験：

試験範囲は第2週～第11週、

レポート第1回～第5回20 8/16 漢文訓読の基礎と漢詩②諸家の思想「孔子と論語」

教 科 科 目 担 当 者

国語 古典B
単位数：２単位

（４単位分割科目）
神田 秀樹

指導目標 古典としての古文と漢文を読む能力を養うとともに、ものの見方、感じ方、考え方を広くし、古典についての

理解や関心を深めることによって人生を豊かにする態度を育てる。

1.古典に用いられている語句の意味、用法及び文の構造を理解する。

2.古典を読んで、内容を構成や展開に即して的確にとらえる。

3.古典を読んで、人間、社会、自然などに対する思想や感情を的確にとらえ、ものの見方感じ方考え方を豊かにする。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 第一学習社標準古典Ｂ

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

１ 4/6 国語総合を学習するにあたって
第１回 4/8（金）    4/10（日）

評論文を通して、文章理解・読解力を育む。

難語句等の理解と、使い方の解説。

第一回レポートまでの要点を解説する。評論１「ダイヤ

モンドと希望」に関しては、特に論理構成を把握しなが

ら読解することを心掛ける。

自己紹介文の作成をし、表現力を身につける。

２ 4/6 評論１

ダイヤモンドと希望① 第１回

4月20日
３ 4/13 評論１

ダイヤモンドと希望②

４ 4/20 小説１

指① 第２回

5月6日
５ 4/27 小説１

指②

６ 5/4 評論２

水の東西① 第３回

5月18日
７ 5/11 評論２

水の東西②

第２回 5/20（金）     5/29（日）

第二回レポートまでの要点を解説する。

小説を通して、文章理解・読解力を育む。

小説１「指」に関しては、登場人物の視点や心理描写を

的確に捉えながら作品を理解する。

国語常識問題を通して、語彙力の養成をする。

８ 5/18 詩①
第４回

6月1日９ 5/25 詩②

10 6/1 小説２

清兵衛と瓢箪① 第５回

6月15日11 6/8 小説２

清兵衛と瓢箪②

12 6/15 小説３

ナイン① 第６回

6月29日13 6/22 小説３

ナイン②

第３回 7/1（金）    7/3（日）

第三回から第五回レポートまでの要点を解説する。小

説２「清兵衛と瓢箪」については作品が描かれた背景

と作者志賀直哉への説明を中心に解説し、作品理解に

結びつける。

感想文を作成させ、文章力を身につける。

14 6/29 短歌・俳句

折々のうた

15 7/6 短歌・俳句

作品

16 7/6 期末試験に向けて

17 7/6 期末試験に向けて

18 7/27 手紙を書く

19 8/17 小説４

なめとこ山の熊①
期末試験：  9/5（月）

試験範囲：第2週～第11週、レポート1回～5回
※スクーリングについて、（日）（金）は、それぞれ登校クラスごと

実施。
20 8/17 小説４

なめとこ山の熊②

教 科 科 目 担 当 者

国語 国語総合①
単位数：２単位

（４単位分割科目）
石綿 泰之

指導目標

国語を適切に表現し的確に理解する能力を育成し、伝え合う力を高めるとともに、思考力や想像力を伸ばし、心情を豊

かにし、言語感覚を磨き、言語文化に対する関心を深め、国語を尊重してその向上を図る態度を育てる。

1.様々な角度から検討して自分の考えをもち、根拠を明確にするなど論理の構成や展開を工夫して意見を述べる。

2.論理の構成や展開を工夫し、論拠に基づいて自分の考えを文章にまとめる。

3.文章に描かれた人物、情景、心情などを表現に即して読み味わう。

4.言語文化の特質や、我が国の文化と外国の文化との関係について気付き、伝統的な言語文化への興味・関心を広げる。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 教育出版 国語総合

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 国語便覧

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/6
国語表現を学習するにあたって 第１回

小論文読解を通して、文章理解・読解

力を育む。

難語句等の理解と、使い方の解説。

第 2 回レポートまでの要点を解説す

る。

身近な文章を作成させ、表現力を身に

つけさせる。

2 4/6 小論文（1）
第１回

4月20日3 4/13 小論文（2）

4 4/20 小論文（3）
第２回

5月6日5 4/27 小論文（4）

6 5/4 声の表現（1）
第３回

5月18日7 5/11
声の表現（2） 第２回

第4回レポートまでの要点を解説す

る。

読解を通して、文章理解・読解力を

育む。

国語常識問題を通して、語彙力の養成

をする。

身近な文章を作成させ、表現力を身に

つけさせる。

8 5/18 言葉遊びと創作（1）
第４回

6月1日9 5/25 言葉遊びと創作（2）

10 6/1 言葉遊びと創作（3）
第５回

6月16日11 6/8 言葉遊びと創作（4）

12 6/15 エッセイを書く（1）
第６回

6月29日13 6/22
エッセイを書く（2） 第３回

春学期通信教育講座の要点を解説

する。

小論文読解を通して、文章理解・読解

力を育む。

身近な文章を作成させ、表現力を身に

つけさせる。

14 6/29 自己との対話（1）

15 7/6 自己との対話（2）

16 7/6 期末試験は実施しません

17 7/6 期末試験は実施しません

18 7/27 会話・会議・発表 期末試験：実施しません

※スクーリングについて、（日）（水）は、それぞれ登

校クラスごと実施。試験がないため、スクーリング時の

課題を平常点とみなします。

19 8/17 世界との対話（1）

20 8/17 世界との対話（2）

教 科 科 目 担 当 者

国語 国語表現 単位数：２単位 日塔 瑞乃

指導目標

国語で適切かつ効果的に表現する能力を育成し、伝え合う力を高めるとともに、思考力や想像力を伸ばし、言語感覚を磨き、

進んで表現することによって国語の向上や社会生活の充実を図る態度を育てる。

1.話題や題材に応じて情報を収集し、分析して、自分の考えをまとめたり深めたりする。

2.主張や感動などが効果的に伝わるように、論理の構成や描写の仕方などを工夫して書く。

3.目的や場に応じて、言葉遣いや文体など表現を工夫して効果的に話したり書いたりする。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 国語表現 改訂版 教育出版

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6 回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 なし 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画       東海大学付属望星高等学校 

回 配信日 
高校通信教育講座 

（学習項目） 

レポート 

（締切期日） 

スクーリング 

（日程と内容） 

1 4/8 地理を学ぶ（入門講座） 
 【第1回】 A：4/10(日) W：4/8(金) 

・地球上の位置と時差 

・地図の役割と種類 

 

 

 

 

 

 

※スクーリングにはロイロノートを利用できるタブレット、 

スマートフォン、PCなどを持参すること。 

※スクーリングの内容は変更する場合があります。 

2 4/8 地球上の位置と時差 
第1回 

4月22日 
3 4/15 地図の役割と種類 

4 4/22 現代世界の国家と領域 
第2回 

5月6日 
5 4/29 グローバル化する世界 

6 5/6 世界の地形と人々の生活① 
第3回 

5月20日 
7 5/13 世界の地形と人々の生活② 

【第2回】 A：5/29(日) W：5/20(金) 

・世界の地形と人々の生活 

 

 

 

 

 

 

 

※スクーリングにはロイロノートを利用できるタブレット、 

スマートフォン、PCなどを持参すること。 

※スクーリングの内容は変更する場合があります。 

8 5/20 世界の気候と人々の生活 
第4回 

6月3日 
9 5/27 地球環境問題 

10 6/3 資源エネルギー問題 
第5回 

6月17日 
11 6/10 人口問題 

12 6/17 都市・居住問題 
第6回 

7月1日 
13 6/24 自然災害と防災① 

【第3回】 A：7/3(日) W：7/1(金) 

・世界の気候と人々の生活 

 

 

 

 

 

 

 

※スクーリングにはロイロノートを利用できるタブレット、 

スマートフォン、PCなどを持参すること。 

※スクーリングの内容は変更する場合があります。 

14 7/1 自然災害と防災② 
 

15 7/8 世界の気候と人々の生活（追究事例） 

16 7/8 期末試験について① 

17 7/8 期末試験について② 

18 7/29 世界の言語・宗教と人々の生活（追究事例） 

19 8/19 歴史的背景と人々の生活（追究事例） 
期末試験： 9/6(火)  1時間目(9:30～10:20) 

試験範囲：【通信講座】第2週～第13週 

【レポート】第1回～第6回 
20 8/19 世界の産業と人々の生活（追究事例） 

教  科 科  目 担 当 者 

地理歴史 地理総合 単位数：2単位 緑川 孝浩 

指導目標  

1.生活文化の多様性や地球的課題への取り組みを理解し、地理情報システムなどを用いて地理的技能を身に付ける。 

2.地理に関わる事象を多面的・多角的に考察し、地理的な課題の解決に向けて議論する力を養う。 

3.我が国の国土に対する愛情、世界の諸地域の多様な生活文化を尊重することの大切さについての自覚を深める。 

高校通信教育講座  あり 講 座 数：全20回 教 科 書 『新地理総合』 『新詳高等地図』 

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数：1時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用 

レ ポ ー ト 全6回 合格枚数：6枚 副 教 材 なし 

期 末 試 験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定 



２０２２年度春学期 教育計画 東海大学付属望星高等学校

回 配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(〆切期日)
スクーリング

（日程と内容）

１ 4/8 入門講座:「歴史総合」とはどんな科
目？・「江戸時代までの日本と世界」

第１回 4/8（金）・ 4/10（日）

「歴史の扉」・「近代化への問い」：

日常生活や身近な地域などにみら

れる諸事象が時間的な推移や空間的

な結びつきの中で歴史とつながって

いること、そして資料に基づいて歴

史が叙述されていることを理解す

る。また産業社会と国民国家の形成

を背景として人々の生活や社会の在

り方が変化したことを理解する。

２ 4/8 世界史上の三大革命とその影響 第１回

4/22３ 4/15 19世紀の世界と日本の開国

４ 4/22 世界の中の明治維新 第２回

5/6５ 4/29 近代国家日本の確立

６ 5/6 帝国主義の時代と東アジア
第３回

5/20７ 5/13 東アジアの変動と日本の産業革命

８ 5/20 第一次世界大戦と日本
第４回

6/3

第２回 5/20（金）・5/29（日）

「国際秩序の変化や大衆化への問

い」：

満州事変以後の日本はなぜ戦争に

向かったのか？その時代背景と原

因を考察し小論文にまとめること

によって個人や集団の社会参加が

拡大し国家間の関係が変化したこ

とを理解する。

９ 5/27 ヴェルサイユ・ワシントン体制とアジ

アの民族運動

10 6/3 社会運動と普通選挙の実現
第５回

6/1711 6/10 世界恐慌からファシズムの時代へ

12 6/17 軍部の台頭と戦時体制の確立
第６回

7/113 6/24 第二次世界大戦とその時代
第３回 7/1（金）・7/3（日）

「グローバル化への問い」・「現代的

な諸課題の形成と展望」：

科学技術の革新を背景に人・商品・資

本・情報等が国境を越えて一層流動す

るようになり、人々の生活や社会の在

り方が変化したことを理解する。

14 7/1 戦後の世界と日本の民主化

15 7/8 植民地の独立と多極化する世界

16 7/8 期末試験について

17 7/8 期末試験について

18 7/29 日本の高度経済成長と世界経済
期末試験：9/6（火）

試験範囲：第 2週〜第 13週

レポート第 1回〜第 6回
※スクーリングは、（日）（金）

それぞれ登校クラスごとに実施。

19 8/15 冷戦の終息と日本の経済大国化

20 8/15 地域紛争と国際秩序の変容

教科 科目 担当

地理歴史 歴史総合
単位数:
2単位

北田 邦夫

指導目標

社会的事象の歴史的な見方・考え方を働かせ、課題を設定したり解決したりする活動を通して、広い

視野に立ち、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の有為な形成者

に必要な公民としての資質・能力を育成する。

高校通信講座 あり 講座数：全 20回 教科書 実教出版 歴史総合

スクーリング 1時間×3回 合格時間数 1時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合 70％ 評 定 100点法 5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画       東海大学付属望星高等学校 

回 配信日 
高校通信教育講座 

（単元・学習内容） 

レポート 

(締切期日) 

スクーリング 

（日程と内容） 

1 
(1週) 4/4 

入門講座 
【p,60～p,62】 

 第1回 4/10(日)  4/27(水) 

 

『中国の歴史①』 

 

通信教育講座で取り上げられな

かった中国の歴史を学ぶ。内容

が幅広いため、第1回目のスクー

リングと第 2 回目のスクーリン

グで授業を行う予定である。第1

回目の授業内容は、古代から中

世にかけての中国史を取り上げ

る。 

2 
(2週) 

4/4 
大航海時代とルネサンス① 
【p,62～p,63・p,92～p,96】 

第１回 

4月18日 
3 

(3週) 
4/11 

ルネサンス②と宗教改革 
【p,96～p,99】 

4 
(4週) 

4/18 
イギリス革命 
【p,100・p,102】 

第2回 

5月6日 
5 

(5週) 
4/25 

アメリカ独立革命 
【p,118～p,119】 

6 
(6週) 

5/2 
フランス革命① 
【p,120～p,121】 

第3回 

5月16日 
7 

(7週) 
5/9 

フランス革命② 
【p,121～p,123】 

第2回 5/29(日)  6/15(水) 

 

『中国の歴史②』 

 

通信教育講座で取り上げられな

かった中国の歴史を学ぶ。内容

が幅広いため、第1回目のスクー

リングと第 2 回目のスクーリン

グで授業を行う予定である。第2

回目の授業内容は、中世から現

代にかけての中国史を取り上げ

る。 

8 
(8週) 

5/16 
ウィーン体制・二月革命と二月帝政 
【p,126～p,127・p,130～p,131】 第4回 

5月30日 
9 

(9週) 
5/23 

イギリス産業革命 
【p,110～p,113・p,128】 

10 
(10週) 

5/30 
イタリア・ドイツの統一 
【p,132～p,133】 第5回 

6月13日 
11 

(11週) 
6/6 

第一次世界大戦 
【p,158～p,161・p,172～p,176】 

12 
(12週) 

6/13 
ファシズムの台頭と第二次世界大戦 
【p,186～p,195】 第6回 

6月27日 
13 

(13週) 
6/20 

戦後世界の出発 
【p,195～p,196】 

第3回 7/3(日)  7/20(水) 

 

『現代の中東問題』 

 

レポート外である、「中東問題」

具体的にはパレスチナで起こる

問題について、解説し、どのよう

な問題が隠れているのかを理解

し、現代世界で起こっている問

題について考える。 

 

 

14 
(14週) 

6/27 
東西冷戦構造 
【p,197】 

 

15 
(15週) 

7/4 
変容する冷戦 
【p,198・p,208】 

16 
(16週) 

7/4 期末試験に向けて 

17 
(17週) 

7/4 期末試験に向けて 

18 
(18週) 

7/25 
ベトナム戦争とプラハの春 
【p,201・p,209・p,211・p,220～p,221】 

19 
(19週) 

8/15 
現代の中東問題① 
【p,202・p,216】 

期末試験日時： 9/5（月） 

＜試験範囲＞ 

レポート：第1回〜第6回 

通信講座：第2回〜第13回(2週～13週) 

20 
(20週) 

8/15 
現代の中東問題② 
【p,216～p,217・p,224】  

教  科 科  目 担 当 者 

地理歴史  世界史A( E) 単位数： ２ 単位 椿 友輔 

指導目標：近現代史を中心に、地理的な見方や、日本とのかかわりを把握しながら、歴史的見方や考え方を養い、将来に

向けて国際的視野に立てる人格を育成する。 

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 第一学習社 高等学校改訂版世界史A 

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数：１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用 

レポート 全 6 回 合格枚数 6枚 副教材 なし 

期末試験 あり 期末試験評価割合：70％ 評 定 100点法５段階評定 



２０２２年度春学期 教育計画       東海大学付属望星高等学校 

回 配信日 
高校通信教育講座 

（単元・学習内容） 

レポート 

(締切期日) 

スクーリング 

（日程と内容） 

1 
(1週) 4/4 

入門講座 
【p,60～p,62】 

 第1回 4/24(日) 4/27(水) 

 

『中国の歴史①』 

 

通信教育講座で取り上げられな

かった中国の歴史を学ぶ。内容

が幅広いため、第1回目のスクー

リングと第 2 回目のスクーリン

グで授業を行う予定である。第1

回目の授業内容は、古代から中

世にかけての中国史を取り上げ

る。 

2 
(2週) 

4/4 
大航海時代とルネサンス① 
【p,62～p,63・p,92～p,96】 

第１回 

4月18日 
3 

(3週) 
4/11 

ルネサンス②と宗教改革 
【p,96～p,99】 

4 
(4週) 

4/18 
イギリス革命 
【p,100・p,102】 

第2回 

5月6日 
5 

(5週) 
4/25 

アメリカ独立革命 
【p,118～p,119】 

6 
(6週) 

5/2 
フランス革命① 
【p,120～p,121】 

第3回 

5月16日 
7 

(7週) 
5/9 

フランス革命② 
【p,121～p,123】 

第2回 6/12(日) 6/15(水) 

 

『中国の歴史②』 

 

通信教育講座で取り上げられな

かった中国の歴史を学ぶ。内容

が幅広いため、第1回目のスクー

リングと第 2 回目のスクーリン

グで授業を行う予定である。第2

回目の授業内容は、中世から現

代にかけての中国史を取り上げ

る。 

8 
(8週) 

5/16 
ウィーン体制・二月革命と二月帝政 
【p,126～p,127・p,130～p,131】 第4回 

5月30日 
9 

(9週) 
5/23 

イギリス産業革命 
【p,110～p,113・p,128】 

10 
(10週) 

5/30 
イタリア・ドイツの統一 
【p,132～p,133】 第5回 

6月13日 
11 

(11週) 
6/6 

第一次世界大戦 
【p,158～p,161・p,172～p,176】 

12 
(12週) 

6/13 
ファシズムの台頭と第二次世界大戦 
【p,186～p,195】 第6回 

6月27日 
13 

(13週) 
6/20 

戦後世界の出発 
【p,195～p,196】 

第3回  7/17(日) 7/20(水) 

 

『現代の中東問題』 

 

レポート外である、「中東問題」

具体的にはパレスチナで起こる

問題について、解説し、どのよう

な問題が隠れているのかを理解

し、現代世界で起こっている問

題について考える。 

 

 

14 
(14週) 

6/27 
東西冷戦構造 
【p,197】 

 

15 
(15週) 

7/4 
変容する冷戦 
【p,198・p,208】 

16 
(16週) 

7/4 期末試験に向けて 

17 
(17週) 

7/4 期末試験に向けて 

18 
(18週) 

7/25 
ベトナム戦争とプラハの春 
【p,201・p,209・p,211・p,220～p,221】 

19 
(19週) 

8/15 
現代の中東問題① 
【p,202・p,216】 

期末試験日時： 9/5（月） 

＜試験範囲＞ 

レポート：第1回〜第6回 

通信講座：第2回〜第13回(2週～13週) 

20 
(20週) 

8/15 
現代の中東問題② 
【p,216～p,217・p,224】  

教  科 科  目 担 当 者 

地理歴史  世界史A( S) 単位数： ２ 単位 椿 友輔 

指導目標：近現代史を中心に、地理的な見方や、日本とのかかわりを把握しながら、歴史的見方や考え方を養い、将来に

向けて国際的視野に立てる人格を育成する。 

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 第一学習社 高等学校改訂版世界史A 

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数：１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用 

レポート 全 6 回 合格枚数 6枚 副教材 なし 

期末試験 あり 期末試験評価割合：70％ 評 定 100点法５段階評定 



２０２２年度春学期 教育計画     東海大学付属望星高等学校

回 配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(〆切期日)
スクーリング

（日程と内容）

１ 4/8
人類の出現（入門講座）

第１回 5/15  4/6
人類の誕生

約 1000万年前～500万年前、グレート

リフトバレーの形成が始まる。

大地溝帯形成後、大地溝帯周辺高原地帯

はインド洋からの東風をうけ湿潤,東ア

フリカ～中央アフリカは草原（サバン

ナ）が広がるサバナ気候,アフリカ北部

は砂漠が広がる砂漠気候。ヒトの祖先、

樹上から地上に降り、直立二足歩行を始

める。人類の移動と広がり、文明の伝播

を学習させる。

２ 4/8
オリエント世界の形成 第１回

4月 22日
３ 4/15

ギリシア世界

４ 4/22
ローマ世界 第２回

5月 6日
５ 4/29

南アジア世界の形成

６ 5/6
東アジア世界のあけぼの 第３回

5月 20日
７ 5/13

中央ユーラシア世界の形成と展開

第２回  6/26  5/18
騎馬遊牧民とオアシス民の共存

馬具の発明（紀元前 9～8 世紀頃）→

馬に直接乗って戦う。徒歩で行っていた

10 倍以上の家畜管理が可能、100 日以

上かかっていた場所へ 7 日間で到達可

能、戦車と騎馬によって軍事力が倍増。

東西交通路、中国・メソポタミアを支配。

騎馬遊牧民とオアシス民の共存。西域

の産物（アラビア馬、胡麻、胡椒、葡

萄等）を通じて東西経済・社会の担い

手であったことを学習させる。

８ 5/20
東アジア世界の変動と再編（１） 第４回

6月 3日
９ 5/27

東アジア世界の変動と再編（２）

10 6/3
イスラーム世界の形成と拡大（１） 第５回

6月 17日
11 6/10

イスラーム世界の形成と拡大（２）

12 6/17
アジア諸地域の栄華と熟成（１）

第６回

7月 1日

13 6/24
アジア諸地域の栄華と熟成（２）

第３回  8/28  7/6
イスラーム文明

ムスリムとは、イスラームを信仰する教

徒、「神に身を捧げた者」の意味。生活全

てが神と共にあるという信仰。六信（ムス

リムが信じること）、五行（ムスリムが行

う義務）、イスラーム法による禁忌を通じ

て、イスラームに対する正しい知識を学習

させる。

14 7/1
世界の一体化の進展とアジアの変容（１）

15 7/8
世界の一体化の進展とアジアの変容（２）

16 7/8
期末試験に向けて

17 7/8
期末試験に向けて

18 7/29
アジアの民族運動（１）

19 8/19
アジアの民族運動（２）

期末試験：  9/6
試験範囲：第 2週〜第 11週 レポート第 1回〜第 5回

※スクーリングは、（日）（水）それぞれ登校クラスごと

に実施。期末試験は、AWとも 9/9（木）実施。
20 8/19

アジアの民族運動（３）

教 科 科目 担当

地歴歴史 世界史 B① 単位数：2単位

（４単位分割科目）
田村 基成

（指導目標）通史学習を中心に、東洋史・西洋史に関する歴史的な事実を学び、正しい歴史観・世界観

の形成を目指すとともに、将来に向けて国際的視野に立てる人格を育成する。

高校通信講座 あり 講座数：全 20回 教科書 帝国書院 新詳世界史 B
スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数 1時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6枚 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合 70％ 評 定 100点法 5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画       東海大学付属望星高等学校 

回 配信日 
高校通信教育講座 

（学習項目） 

レポート 

（締切期日） 

スクーリング 

（日程と内容） 

1 4/8 地理を学ぶ（入門講座） 
 【第1回】 A：4/24(日) W：4/27(水) 

●世界の気候区分 

ケッペンによる気候区分を中心に扱い、世界の

気候区分を考察する。熱帯（Ａ）、乾燥帯（Ｂ）、

温帯（Ｃ）、冷帯（Ｄ）、寒帯（Ｅ）の5つの気候

帯と、それぞれの気候区について理解し、それら

が地球上のどの位置に分布しているのかを判別

する。また、気候は農業と密接な関係があるため、

ホイットルセイによる農業地域区分についても

合わせて理解することにより、地理的な思考力を

養う。 

2 4/8 世界の大地形 
第1回 

4月22日 
3 4/15 小地形と地形図 

4 4/22 日本の自然の特徴 
第2回 

5月6日 
5 4/29 気候の成り立ち 

6 5/6 世界の気候区分① 
第3回 

5月20日 
7 5/13 世界の気候区分② 

【第2回】 A：6/12(日) W：6/15(水) 

●大気大循環とハイサーグラフ 

 大気大循環は、太陽から地球への熱の供給が

原因となって発生する現象であり、高圧帯と低

圧帯を発生させる。ここでは、気圧帯と気流の

関係を理解させ、そこで生じる特徴について考

察する。ハイサーグラフの読み取りにより地理

的な技能を習得する。 

8 5/20 世界の農林水産業① 
第4回 

6月3日 
9 5/27 世界の農林水産業② 

10 6/3 資源エネルギー問題 
第5回 

6月17日 
11 6/10 現代世界の諸地域（東アジア①） 

12 6/17 現代世界の諸地域（東アジア②） 
第6回 

7月1日 
13 6/24 現代世界の諸地域（南アジア） 

【第3回】 A：7/17(日) W：7/20(水) 

●半年間の復習および期末試験に向けて 

自然地理学を中心に学習した春学期の内容に

ついて、要点を整理しながら復習する。特に第10

週～第15週にわたって学習する現代世界の諸地

域については、通信講座では扱えきれない内容を

補完する。 

14 7/1 現代世界の諸地域（西アジア・中央アジア） 
 

15 7/8 現代世界の諸地域（アフリカ） 

16 7/8 期末試験について① 

17 7/8 期末試験について② 

18 7/29 地球儀と地図 

19 8/19 時差の利用 
期末試験： 9/6(火)  6時間目(15:10～16:00) 

試験範囲：【通信講座】第2週～第13週 

【レポート】第1回～第6回 

※スクーリングの内容は変更する場合があります。 
20 8/19 地球に生きる私たち 

教  科 科  目 担 当 者 

地理歴史 地理Ｂ① 
単位数：2単位 

（　4単位分割科目 ） 
緑川 孝浩 

指導目標  

1.生活文化の多様性や地球的課題への取り組みを理解し、地理情報システムなどを用いて地理的技能を身に付ける。 

2.地理に関わる事象を多面的・多角的に考察し、地理的な課題の解決に向けて議論する力を養う。 

3.我が国の国土に対する愛情、世界の諸地域の多様な生活文化を尊重することの大切さについての自覚を深める。 

高校通信教育講座  あり 講 座 数：全20回 教 科 書 『新詳地理Ｂ』 『新詳高等地図』 

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数：1時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用 

レ ポ ー ト 全6回 合格枚数：6枚 副 教 材 なし 

期 末 試 験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定 



２０２２年度春学期 教育計画    東海大学付属望星高等学校

○シラバス 授業進度表

回 配信

日付

高校通信教育講座

学習項目

レポート

締切期日

スクーリング

日程と内容

１ 4/5 入門講座「歴史を見る方法」
第１回 4/10、4/27
「鎖国」と「開国」

近代日本への歩みを大きく進めた日

本の「開国」の意味を、「鎖国」と対比

させることによって、それが持つ味を

世界史的見地から再認識する。

２ 4/5 異国船の接近と幕藩体制の動揺 第１回

4/19３ 4/12 開国と社会の変動

４ 4/19 明治維新と近代国家の形成
第２回

5/6５ 4/26 自由民権運動と大日本帝国憲法の制
定

６ 5/3 条約改正と日清・日露戦争
第３回

5/17７ 5/10 大日本帝国の展開
第２回  5/29、6/15
日清戦争・日露戦争

明治期の２つの戦争について、なぜ戦

争しなければならなかったのか、この戦

争によって日本の立場は国際社会にお

いてどのように変化したかについて考

える。

８ 5/17 第一次世界大戦と日本 第４回

5/31９ 5/24 民衆運動の展開と大衆文化の形成

10 5/31 経済恐慌と中国への侵略 第５回

6/1411 6/7 第２次世界大戦と日本

12 6/14 戦後の政治と社会
第６回

6/2813 6/21 経済国家としての発展
第３回 7/3、7/20
近代日本の戦争と敗戦

日本が近代国家として出発した明治

以降に日本が戦った戦争について、特に

アジア太平洋戦争の意味とその位置づ

けを確認し、敗戦が決定的になっていた

のになぜ日本はその戦争を続けたのか、

その背景を読み解く。

14 6/28 現代の日本と世界

15 7/5 南からみた日本史（琉球と沖縄）

16 7/5 期末試験について

17 7/5 期末試験について

18 7/25 北からみた日本史（アイヌと北海道）

19 8/16 婦人参政権への路 期末試験範囲：第２回〜第１１回

レポート第１回〜第５回

20 8/16 日本人の食文化について

.

教科 科目 担当

地理歴史 日本史 A（E） 単位数：2単位 田村 基成

指導目標

19 世紀以降の日本と東アジア・欧米世界との関わりの中で歴史的な事実を学び、生徒の主体的な歴

史観・世界観の形成を目指すとともに、将来に向けて国際的視野に立てる人格を育成する。

高校通信講座 あり 講座数：全 20回 教科書 実教出版高校日本史Ａ新訂版

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数 1時間 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法 5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画    東海大学付属望星高等学校

.

教科 科目 担当

地理歴史 日本史Ａ（Ｓ） 単位数：2単位 田村 基成

指導目標

19 世紀以降の日本と東アジア・欧米世界との関わりの中で歴史的な事実を学び、生徒の主体的な歴

史観・世界観の形成を目指すとともに、将来に向けて国際的視野に立てる人格を育成する。

高校通信講座 あり 講座数：全 20回 教科書 実教出版 高校日本史Ａ新訂版

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数 1時間 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合 70％ 評 定 100点法 5段階評定

回 配信

日付

高校通信教育講座

学習項目

レポート

締切期日

スクーリング

日程と内容

１ 4/5 入門講座「歴史を見る方法」
第１回 4/24、4/27
「鎖国」と「開国」

近代日本への歩みを大きく進めた

日本の「開国」の意味を、「鎖国」と

対比させることによって、それが持つ

味を世界史的見地から再認識する。

２ 4/5 異国船の接近と幕藩体制の動揺 第１回

4/19３ 4/12 開国と社会の変動

４ 4/19 明治維新と近代国家の形成
第２回

5/6５ 4/26 自由民権運動と大日本帝国憲法の制
定

６ 5/3 条約改正と日清・日露戦争
第３回

5/17７ 5/10 大日本帝国の展開
第２回  6/12、6/15
日清戦争・日露戦争

明治期の２つの戦争について、なぜ

戦争しなければならなかったのか、こ

の戦争によって日本の立場は国際社会

においてどのように変化したかについ

て考える。

８ 5/17 第一次世界大戦と日本 第４回

5/31９ 5/24 民衆運動の展開と大衆文化の形成

10 5/31 経済恐慌と中国への侵略 第５回

6/1411 6/7 第２次世界大戦と日本

12 6/14 戦後の政治と社会
第６回

6/2813 6/21 経済国家としての発展
第３回 7/17、7/20
近代日本の戦争と敗戦

日本が近代国家として出発した明治

以降に日本が戦った戦争について、特

にアジア太平洋戦争の意味とその位置

づけを確認し、敗戦が決定的になって

いたのになぜ日本はその戦争を続けた

のか、

その背景を読み解く。

14 6/28 現代の日本と世界

15 7/5 南からみた日本史（琉球と沖縄）

16 7/5 期末試験について

17 7/5 期末試験について

18 7/25 北からみた日本史（アイヌと北海道）

19 8/16 婦人参政権への路 期末試験範囲：第２回〜第１１回

レポート第１回〜第５回

20 8/16 日本人の食文化について



２０２２年度春学期 教育計画 東海大学付属望星高等学校

回 配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(〆切期

日)

スクーリング

（日程と内容）

１ 4/8 入門講座・日本列島に人が住みはじめた頃
第１回 4/24（日） 4/6（水）

『一遍上人絵伝』から読み解

く中世日本

絵巻物『一遍上人絵伝』を

用いて絵画史料の魅力を確認

するとともに、そこから読み

取れる歴史的事実に注目し、

鎌倉時代を中心とする日本の

中世社会とその経済について

考察する。

２ 4/8 縄文・弥生時代の社会と文化
第１回

4月22日３ 4/15 古墳の時代と飛鳥時代の政治・文化

４ 4/22 律令国家の形成・成立と文化
第２回

5月 6日
５ 4/29 古代国家の展開と文化

６ 5/6 中世社会の形成と武士の登場
第３回

5月20日７ 5/13 鎌倉幕府の成立と中世社会の発展
第２回 6/12（日）5/18（水）

三つの肖像画が意味する中世

日本の権力構造

後醍醐天皇・足利義満・足利

義持の３人の肖像画に込めら

れた意味を読み解き、中世日

本の公武二元支配と権力構造

への理解を深める。

８ 5/20 蒙古襲来と鎌倉時代の文化
第４回

6月 3日９ 5/27 室町幕府の成立と東アジア

10 6/3 下剋上の社会と文化
第５回

6月17日11 6/10 大航海時代の日本と信長の天下布武

12 6/17 秀吉による全国統一と安土桃山時代の文化
第６回

7月 1日13 6/24 江戸幕府の成立と幕藩体制の確立
第３回 7/17（日）7/6（水）

神？になろうとした信長

近世日本を準備した信長が最

も熾烈に戦った一向一揆との対

決の流れの中から、彼が目指し

た社会、一向宗が目指した社会

を生徒に考察させ、近世という

時代がどのような時代だったの

かを理解させる。

14 7/1 幕府政治の転換と産業の発達

15 7/8 都市・交通の発達と町人文化

16 7/8 期末試験に向けて

17 7/8 期末試験に向けて

18 7/29 幕藩体制の動揺と経済・社会の変化
期末試験： 9/8（木）

試験範囲：第 2週〜第 11週

レポート第 1回〜第 5回
※スクーリングは、（日）（水）
それぞれ登校クラスごとに実施。

19 8/15 学問の発達と民衆文化

20 8/15 異国船の接近と幕藩体制の危機

教科 科目 担当

地理歴史 日本史 B① 単位数：２単位 北田 邦夫

指導目標

通史学習を中心に、日本と東アジアを中心とする世界に関する歴史的な事実を学び、生徒の主体的な

歴史観・世界観の形成を目指すとともに、将来に向けて国際的視野に立てる人格を育成する。

高校通信講座 あり 講座数：全 20回 教科書 実教出版 高校日本史 B新訂版

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数 1時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合 70％ 評 定 100点法 5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画       東海大学付属望星高等学校 

回 配信日 
高校通信教育講座 

（単元・学習内容） 

レポート 

(締切期日) 

スクーリング 

（日程と内容） 

1 4/8 公共を学ぶ～公共的な空間に生きる私たち 
 第１回 5/15（日） 4/22（金） 

【公共的な空間のとらえ方】 

私たちの生きる社会とはどのような社会なの

か？地球環境問題や人口問題、資源エネルギ

ー問題など現代社会の諸課題に対する関心

を高め，それらを意欲的に追究し，自己の

生き方と関連させながら考察する。多面的

多角的に考察するために、教科書以外の生

徒たちの身近にあるテーマを取り入れる。 

2 4/8 公共的な空間をつくる私たち 
第１回 

4月22日 3 4/15 
公共的な空間における人間としてのあり方

生き方 

4 4/22 公共的な空間における基本的原理 第２回 

5月 6日 5 4/29 法や規範の意識と役割 

6 5/6 司法参加の意義 
第３回 

5月20日 7 5/13 私たちと選挙 
第２回 6/26（日） 6/10（金） 

【人間としてよく生きる】 

身近にあるテーマから『人間の尊厳』につ

いて考えることで、現代社会の諸課題の現

状や課題，社会の在り方を多面的多角的に

考察する。私たちにとっての幸福，正義，公

正なとはどのようなことかついて理解し，

その知識を身に付ける。また、自己の生き

方について考察する 

8  5/20 さまざまな政治体制と日本の国会・内閣 第４回 

6月 3日 9 5/27 国際社会と国家主権 

10 6/3 
国際平和のために日本は何ができるのだろ

うか 
第５回 

 6月17

日 11 6/10 市場経済の機能と限界 

12 6/17 経済のグローバル化～国際分業と貿易 
第６回 

7月 1日 13 6/24 フェアトレードを考える～グローバル化する経済 
第３回 8/28（日） 7/15（金） 

【共にいきる社会をめざして】 

国際社会において、他人ごとではないグロー

バル化を実感する。宗教・言語・人権など国

際理解と持続可能な社会の形成に参画する

という観点から課題を追求する活動を通

して，現代社会に対する理解を深めるとと

もに，現代に生きる人間としての在り方生

き方について考察を深める。 

14 7/1 地球環境問題と資源・エネルギー問題  

15  7/8 生命倫理 

16 7/8 期末試験 

17  7/8 期末試験 

18 7/29 契約と消費者の権利、雇用と労働問題 

19 8/19 社会の変化と職業観 期末試験：９月５日（月） 

試験範囲は第2週～第13週、レポート第1回～第6回 

20 8/19 
持続可能な社会保障制度を維持するには 

どうずべきだろう？ 

 

教  科 科  目 担 当 者 

　　公民  公 共 単位数： ２単位      名和 優子 

指導目標 ：人間と社会の在り方についての見方・考え方を働かせ，現代の諸課題を追究したり解決したりする活動 を

通して，広い視野に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会 の有為な形成者に

必要な公民としての資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

①諸資料から，倫理的主体などとして活動するために必要となる情報を適切かつ効果的に調べ まとめる技能を身に付ける。 

②選択・判断の手掛かりとなる考え方や公共的な空間における基本的原理を活用して，事実を基に多面的・多角的に考察し公正に判断する力

を養う。 

③現代社会に生きる人間としての在り方生き方についての自覚や，公共的な空間に生き国民主権を担う公民としての自覚などを深める。 

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 第一学習社 高等学校 新公共 

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用 

レポート 全 6 回 合格枚数 6枚 副教材 なし 

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定 

 



２０２２年度 春学期 学習予定表（各週の講座は月日欄の午前零時以降視聴できます） 

○シラバス 授業進度表 

回 配信

日付 

高校通信教育講座 

（学習項目） 

レポート 

(締切期日) 

スクーリング 

（日程と内容） 

１ 4/8 
 

入門～現代社会をいきるために 

 

 

 第１回 4/24（日） 4/13（水） 

【現代社会のとらえ方】 

私たちの生きる社会とはどのような社会な

のか？地球環境問題や人口問題、資源エネ

ルギー問題など現代社会の諸課題に対する

関心を高め，それらを意欲的に追究し，自己

の生き方と関連させながら考察する。多面

的多角的に考察するために、教科書以外の

生徒たちの身近にあるテーマ（物語や映画、

人物紹介）を取り入れる。 

２ 4/8 
地球環境問題 

 第１回 

4月 23日 
３ 4/15 

資源エネルギー問題 

 

４ 4/22 
青年期と自己の形成 

 第２回 

5月 7日 
５ 4/29 

現代の民主政治と日本国憲法 

 

６ 5/6 
現代の経済社会と国民生活① 

～現代の企業 第３回 

5月 21日 
７ 5/13 

現代の経済社会と国民生活② 

～金融の役割 

 第２回 6/12（日） 6/1（水） 

【人間としてよく生きる】 

生徒たちの身近にあるテーマをから『人間

の尊厳』について考えることで、現代社会の

諸課題の現状や課題，社会の在り方を多面

的多角的に考察する。私たちにとっての幸

福，正義，公正なとはどのようなことかつい

て理解し，その知識を身に付ける。また、自

己の生き方について考察する 

８ 5/20 
公正な裁判の保障 

 第４回 

6月 4日 
９ 5/27 

日本の政治機構と政治参加 

 

10 6/3 
平和主義とわが国の安全 

 第５回 

6月 17日 
11 6/10 

第二次世界大戦後の国際政治 

 

12 6/17 
世界経済～その現状と課題 

 第６回 

7月 2日 
13 6/24 

国際連合と国際協力 

 

 第３回 7/17（日） 7/13（水） 

【共にいきる社会をめざして】 

ＣＭから現代社会を考える。広告とは何か、

そこから得られる情報や訴えかえられてい

ることは何かを考えることで、国際社会に

おいて、他人ごとではないグローバル化を

実感する。宗教・言語・人権など国際理解と

持続可能な社会の形成に参画するという観

点から課題を追求する活動を通して，現代

社会に対する理解を深めるとともに，現代

に生きる人間としての在り方生き方につい

て考察を深める。 

14 7/1 
知的財産権を考える 

 

 

15 7/8 
職業生活と社会参加 

 

16 7/8 
期末試験に向けて 

 

17 7/8 
期末試験に向けて 

 

18 7/29 
人間の安全保障 

～難民と地雷問題 

19 8/19 
地球人として① 

 

期末試験：9月 5日（月） 

試験範囲：第 2週～第 13週とレポート第 6回目まで 

※スクーリング（日）（金）それぞれ登校クラスごとに

実施。期末試験は同一日。 20 8/19 
地球人として② 

 

年度 学期 科目 担当 

２０２２ 春  現代社会 
単位数 

２ 
 名和 優子 

（到達目標）人間の尊重と科学的な探求の精神に基づいて，広い視野に立って，現代の社会と人間について

の理解を深めさせ，現代社会の基本的な問題について主体的に考察し公正に判断するとともに自らの人間と

しての在り方生き方について考察する力の基礎を養い，良識ある公民として必要な能力と態度を育てる。 

高校通信講座 あり 講座数：全 20回 教科書 実教出版 最新現代社会 

スクーリング 1時間×3回 合格時間数 1時間以上 教 材  なし 

レポート 全 6 枚 合格枚数 6枚  

期末試験 あり  



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日) スクーリング

1 4/4 入門 ～学び方～
第１回 4/22(金)、5/15(日)

高校数学でまずポイントとなる

因数分解の演習を行い、定着を図

る。
2 4/4 多項式の加法・減法・乗法 第１回

4月18日3 4/11 因数分解

4 4/18 実数 第２回

5月6日5 4/25 根号（ルート）を含む式の計算

6 5/2 １次不等式
第３回

5月16日7 5/9 集合
第２回 6/10(金)、6/26(日)

関数を理解し、軸・頂点がもとめ

られるよう練習する。8 5/16 命題と条件 第４回

5月30日9 5/23 ２次関数とグラフ①

10 5/30 ２次関数とグラフ② 第５回

6月13日11 6/6 ２次関数の最大・最小

12 6/13 ２次関数の決定
第６回

6月27日13 6/20 ２次方程式
第３回 7/15(金)、8/28(日)

期末試験に向けて演習を行う。

14 6/27 ２次不等式

15 7/4 応用①（３次式の展開と因数分解）

16 7/4 期末試験について

17 7/4 期末試験について

18 7/25 応用②（２重根号）

19 8/15 応用③（グラフの移動） 期末試験： 9/6（火）2時間目

試験範囲は第1週～第14週、

レポート第1回～第6回20 8/15 応用④（絶対値を含む方程式、不等式、関数）

教 科 科 目 担 当 者

数学 数学Ⅰ①
単位数：2単位

（４単位分割科目）
中野 寿子

指導目標

数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

1.各章の基本的な概念や原理・法則を理解するとともに，事象を数学化したり，数学的に解釈したり，数学的に処理し

たりする技能を身に付けるようにする。

2.数や式を多面的にみたり目的に応じて適切に変形したりする力，図形の性質や計量について論理的に考察し表現する

力，事象を的確に表現してその特徴を表，式，グラフを相互に関連付けて考察する力，適切な手法を選択して分析を行

い，問題を解決したり，解決の過程や結果を考察し判断したりする力を養う。

3.数学のよさを認識し数学を活用しようとする態度，粘り強く考え数学的論拠に基づいて判断しようとする態度，問題

解決の過程を振り返って考察を深めたり，評価・改善したりしようとする態度や創造性の基礎を養う。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 数研出版 NEXT数学Ⅰ

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6 回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画(2013 ｶﾘｷｭﾗﾑ)  東海大学付属望星高等学校

回
配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/4 プレリュード
第１回：4/22（金）、5/15（日）

高校数学でまずポイントとなる因数分解の演

習を行い、定着を図る。2 4/4 文字を使った式 第１回

4月 18日3 4/11 整式の乗法

4 4/18 因数分解① 第２回

5月 6日5 4/25 因数分解②

6 5/2 実数
第３回

5月 16日7 5/9 方程式と不等式
第２回：6/10（金）、6/26（日）

8 5/16 不等式 第４回

5月 30日

関数を理解し、軸・頂点が求められるように

練習する。

9 5/23 2次方程式

10 5/30 関数とグラフ① 第５回

6月 13日11 6/6 関数とグラフ②

12 6/13 関数とグラフ③ 第６回

6月 27日
第３回：7/15（金）、8/28（日）

13 6/20 平方完成 期末試験に向けて演習を行う。

14 6/27 2次関数の最大値・最小値

15 7/4 2次関数の最大最小(2)

16 7/4 期末試験について

17 7/4 期末試験について

18 7/25 数と式、面白トピックス

19 8/15 連立不等式、面白トピック

ス

期末試験：9/6（火） 2時間目

試験範囲は第 2週～第 15週、レポート 1回～6回

※スクーリングは、（日）・（金）の登校クラスごとに実施。
20 8/15 2次関数・2次方程式、2次

不等式

教  科 科  目 担 当 者

数学 数学Ⅰ①
単位数：2単位

（4単位分割科目）
中野 寿子

指導目標

基礎的な知識の習得と技能の習熟をはかり、事象を数学的に考察する能力を培い、数学を活用する態度

を育てる。

高校通信講座 あり 講座数：全 20回 教科書 東京書籍 新数学Ⅰ

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100 点法 5 段階評定



２０２２年度春学期 学習計画表   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/4 入門講座

2 4/4 ３次の乗法公式と因数分解・二項定理・分数式の計

算 第１回

4月18日

第1回 4/10(日)，4/27(水)
初めに数学Ⅱにおける学習方法

やレポートの解答方法（解答過程

をしっかり記述する等）について

説明。さらに、提出締切日が近い

レポート問題の解説。

3 4/11 複素数・２次方程式

4 4/18 解と係数の関係・整式の除法
第２回

5月6日5 4/25 因数定理・高次方程式

6 5/2 一般角・三角関数
第３回

5月16日

第2回 5/29(日)，6/15(水)
ここでは、第４回レポート問題で

取り扱う「三角関数のグラフ」の

解説。
7 5/9 三角関数の相互関係・弧度法

8 5/16 三角関数のグラフ
第４回

5月30日9 5/23 三角関数の性質・三角関数を含む方程式

10 5/30 加法定理・加法定理の応用
第５回

6月13日

第3回 7/3(日)，7/20(水)
期末試験に向けて、これまで学

習した範囲を振り返り、学習のポ

イントとなる個所をチェックし、

復習する。試験範囲が広いため、

試験の出題傾向と対策プリント

を配布する。

11 6/6 直線上の点の座標・平面上の点の座標

12 6/13 直線の方程式・２直線の関係
第６回

6月27日13 6/20 円の方程式・点と直線との距離

14 6/27 円と直線・軌跡
※第13週の「点と直線との距離」は、

基礎学力対策補充項目。

15 7/4 不等式の表す領域

16 7/4 期末試験に向けて１

教 科 科 目 担 当 者

数学 数学Ⅱ①
単位数：2単位

（４単位分割科目）
田邉 統久

指導目標

数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

1.各章の基本的な概念や原理・法則を体系的に理解するとともに，事象を数学化したり，数学的に解釈したり，数学的

に処理したりする技能を身に付けるようにする。

2.等式や不等式が成り立つことなどについて論理的に考察する力，方程式を用いて図形を簡潔・明瞭・的確に表現した

り，図形の性質を論理的に考察したりする力，事象を的確に表現してその特徴を数学的に考察する力，事象を数学的に

考察したり，問題解決の過程や結果を振り返って統合的・発展的に考察したりする力を養う。

3.数学のよさを認識し数学を活用しようとする態度，粘り強く柔軟に考え数学的論拠に基づいて判断しようとする態度，

問題解決の過程を振り返って考察を深めたり，評価・改善したりしようとする態度や創造性の基礎を養う。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 東京書籍 新数学Ⅱ

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



17 7/4 期末試験に向けて２
期末試験：9/5(月)～9/8（木）内の1時間

試験範囲：第2週～第13週、レポート1回～6回
※スクーリングについては、（日）（水）は、

それぞれ登校クラスごと実施。

※期末試験は登校クラス関係なく合同で実施。

18 7/25 連立不等式の表す領域

19 8/15 等式・不等式の証明

20 8/15 発展問題

（３章：三角方程式・不等式）



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/4 入門講座（内容・履修注意について）
第１回：4/27（水）、5/15（日）

スクーリング当日までに配信さ

れた内容について、復習および重

要なポイントおよび入試に出題さ

れる内容について問題演習中心に

授業を行う。

１．分数関数、無理関数のグラフの

ポイント

２．極限の定義を理解し、極限の計

算問題に挑戦する。

３．無限級数が収束する場合があ

ることに感動して、実際にどのよ

うに求めるかを学習する。

2 4/4
分数関数

無理関数 第1回

4月18日
3 4/11 逆関数と合成関数

4 4/18 数列の極限
第2回

5月6日5 4/25 数列{
nr }の極限

6 5/2 無限級数

第3回

5月9日

第4回

5月16日

7 5/9 関数の極限
第2回：6/15（水）、6/26（日）

スクーリング当日までに配信さ

れた内容について、復習および重

要なポイントおよび入試に出題さ

れる内容について問題演習中心に

授業を行う。

１．関数の極限の演習。数学Ⅱで学

んだ指数対数関数のグラフを用い

て極限を求められるように学習す

る。

２．微分法の定義を理解する。微分

が公式を用いて計算できるように

学習する。

３．グラフの接線、法線を求め、増

減表を基にグラフを描けるように

学習する。

8 5/16
いろいろな関数と極限

関数の連続性

第5回

5月23日

第6回

5月30日
9 5/23

導関数

積と商の微分法

10 5/30
合成関数の微分

三角関数の導関数

第7回

6月6日

第8回

6月13日
11 6/6

対数・指数の微分

高次導関数

12 6/13 接線の方程式，平均値の定理
第9回

6月27日

13 6/20
関数の増減，関数の極大極小

第２次導関数とグラフ(1)

第3回：7/20（水）、8/28（日）

期末試験に備えて、基本事項を演

教 科 科 目 担 当 者

数学 数学Ⅲ
単位数：5単位

（5単位分割科目）
河野 旭

指導目標

数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

1.各章の概念や原理・法則を体系的に理解するとともに，事象を記号化したり，数学的に解釈したり，数学的に処理し

たりする技能を身に付けるようにする。

2.極限について考察したり，関数関係をより深く捉えて事象を的確に表現し，数学的に考察したりする力，事象を数学

的に考察したり，問題解決の過程や結果を振り返って統合的・発展的に考察したりする力を養う。

3.微分については数学のよさを認識し積極的に数学を活用しようとする態度，粘り強く柔軟に考え数学的論拠に基づい

て判断しようとする態度，問題解決の過程を振り返って考察を深めたり，評価・改善したりしようとする態度や創造性

の基礎を養う。また、高校で習ったすべての関数に慣れ、グラフを描けることを目標にする。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 東京書籍 数学Ⅲ

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数2時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全9回 合格枚数 9枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



14 6/27
第２次導関数とグラフ(2) 習を通じて確認する。第１回、第２

回で取り上げることができなかっ

た。重要事項や入試で必須の内容

を取り上げて、演習する。

通信講座期末テスト対策で取り

上げた問題の質問等があればお答

えします。

15 7/4
最大・最小，方程式・不等式への応用媒介変数で表された関

数の微分

16 7/4 期末テストに向けて①

17 7/4 期末テストに向けて②

18 7/25
節末・章末問題解説

（P.78, 97, 114）

19 8/15
節末・章末問題解説

（P.115, 116, 141, 142）
期末試験：9/5（月）１０：３５～１１：２５

試験範囲：第2 週～第14週、レポート第1 回～

第9回
20 8/15

節末・章末問題解説

（P.143, 161, 173, 174, 175）



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/4 入門講座
第1回 5/15（日） 4/22（金）

初めに数学Ａにおける学習方法

やレポートの解答方法（解答過

程をしっかり記述する等）につ

いて説明。

第１回レポート問題の解説、

第２回レポート問題の前半部分

の解説。

2 4/4 集合／集合の要素の個数／場合の数 第１回

4月18日3 4/11 順列

4 4/18 組合せ 第２回

5月6日5 4/25 事象と確率

6 5/2 確率の基本性質
第３回

5月16日7 5/9 独立な試行と確率
第2回 6/26（日） 6/10（金）

第3 , 4回レポート問題の解説、

第5回レポート問題を少し解説。8 5/16 条件付き確率／期待値 第４回

5月30日9 5/23 三角形の角の二等分線と辺の比／三角形の外心・内心・重心

10 5/30 チェバ・メネラウスの定理 第５回

6月13日11 6/6 円に内接する四角形

12 6/13 円と直線
第６回

6月27日13 6/20 ２つの円
第3回 8/28（日） 7/15（金）

期末試験に向けてこれまで学習

した範囲を振り返り、学習のポ

イントとなる個所をチェック

し、復習する。試験範囲が広いた

め、試験の出題傾向と対策プリ

ントを配布する。

14 6/27 直線と平面／多面体

15 7/4 最大公約数・最小公倍数／ユークリッドの互除法

16 7/4 期末試験に向けて１

17 7/4 期末試験に向けて２

18 7/25 約数と倍数／素数と素因数分解／整数の割り算

19 8/15 1次不定方程式 期末試験： 9/8（木）

試験範囲は第2週～第13週、

レポート第1回～第6回20 8/15 記数法／座標の考え方

教 科 科 目 担 当 者

数学 数学A 単位数：２単位 田中 沙樹子

指導目標

数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

1.各章の基本的な概念や原理・法則を体系的に理解するとともに，数学と人間の活動の関係について認識を深め，事象

を数学化したり，数学的に解釈したり，数学的に処理したりする技能を身に付けるようにする。

2.図形の性質を見いだし，論理的に考察する力，確率の性質などに基づいて事象の起こりやすさを判断する力，事象に

数学の構造を見いだし，数理的に考察する力を養う。

3.数学のよさを認識し数学を活用しようとする態度，粘り強く考え数学的論拠に基づいて判断しようとする態度，問題

解決の過程を振り返って考察を深めたり，評価・改善したりしようとする態度や創造性の基礎を養う。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 数研出版 NEXT数学A

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6 回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画 東海大学付属望星高等学校

回 配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

１ 4/4 入門講座
第１回 4/24（日）4/22（金）

初めに数学Ａにおける学習方法やレポー

トの解答方法（解答過程をしっかり記述す

る等）について説明。

第１回レポート問題の解説、第２回レポ

ート問題の前半部分の解説。

２ 4/4
集合／集合の要素と個数／和

と積の法則 第１回

4 月 18 日
３ 4/11 順列／順列の利用

４ 4/18 重複順列／円順列／組合せ／

組合せの利用 第２回

5 月 6 日
５ 4/25 組分け／道順の問題／復習問

題

６ 5/2 確率の意味／確率の計算
第３回

5 月 16 日７ 5/9 確率の加法定理／余事象の確

率

第２回 6/12（日）6/10（金）

第 3 , 4 回レポート問題の解説、第 5 回

レポート問題を少し解説。
８ 5/16 独立な試行の確率／反復試行

の確率 第４回

5 月 30 日
９ 5/23 条件付き確率／復習問題

10 5/30 三角形と比／三角形の重心・外

心・内心 第５回

6 月 13 日
11 6/6 角の二等分線と線分の比／円

周角の定理

12 6/13
円に内接する四角形／円と直

線／接線と弦のつくる角（接弦定

理）
第６回

6 月 27 日

13 6/20 方べきの定理／２つの円
第３回 7/17（日）7/15（金）

期末試験に向けてこれまで学習した範

囲を振り返り、学習のポイントとなる個

所をチェックし、復習する。試験範囲が

広いため、試験の出題傾向と対策プリン

トを配布する。

14 6/27 基本の作図／いろいろな作図

15 7/4 直線や平面の位置関係／多面

体

16 7/4 期末試験に向けて１

17 7/4 期末試験に向けて２

18 7/25 約数と倍数／最大公約数と最

小公倍数

19 8/15 ユークリッドの互除法／方程

式の整数解

期末試験：9/8（木）

試験範囲：第 2 週～第 13 週、レポート 1 回～6 回

※スクーリングについて、（日）（金）は、それぞれ登

校クラスごと実施。
20 8/15 分数と小数／２進法と 10 進法

教  科 科  目 担 当 者

数学 数学 A 単位数：２単位 田中 沙樹子

指導目標

「順列・組合せ・確率」においては、具体的な場合の数を求めたり、確率を算出できること。

「平面図形」においては、いろいろな図形に親しみ、その性質を理解し、長さ・角度を求めること。

高校通信講座 あり 講座数：全 20 回 教科書 東京書籍 新数学Ａ

スクーリング 1 単位時間×3 回 合格時間数 1 時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6 回 合格枚数 6 枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合 70％ 評 定 100 点法 5 段階評定



2022年度春学期 教育計画 東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

（締切期日）

スクーリング

（日程と内容）

1 4/4 入門講座
第1回
Aクラス：4月24日
Wクラス：4月6日
数学 B の学習方法やレポート

の取り組み方に関する説明を

する。

主に等差数列に関する解説お

よび類題の演習をする。

2 4/4 数列／等差数列 第1回

3 4/11 等差数列の和 4月18日

4 4/18 等比数列／等比数列の和 第2回

5 4/25 複利法／自然数の平方の和 5月6日

6 5/2 和の記号Σ／記号Σの性質 第3回

7 5/9 分数で表された数列の和／階差数列と数列の和 5月16日 第2回
Aクラス：6月12日
Wクラス：5月18日
主に和の記号Σ，階差数列，漸

化式に関する解説および類題

の演習をする。

レポートで間違いの多かった

問題や気を付けてほしいこと

について説明する。

8 5/16 漸化式 第4回

9 5/23 数学的帰納法 5月30日

10 5/30 有向線分とベクトル／ベクトルの加法・減法・実数倍 第5回

11 6/6 ベクトルの成分 6月13日

12 6/13 ベクトルの内積 第6回

13 6/20 位置ベクトル／ベクトルの図形への応用 6月27日 第3回
Aクラス：7月17日
Wクラス：7月6日
主にベクトルに関する解説お

よびレポートで間違いの多か

った問題や気を付けてほしい

ことについて説明する。

期末試験に向けて，復習問題に

取り組む。

14 6/27 ベクトル方程式

15 7/4 空間座標／空間のベクトル

16 7/4 期末試験に向けて1

17 7/4 期末試験に向けて2

18 7/25 ベクトルの内積／位置ベクトルと空間の図形

19 8/15 第1章「数列」章末問題 期末試験について

実施日：9月8日(木)
試験範囲：通信講座第2〜13週，全レポート20 8/15 第2章「ベクトル」章末問題

教 科 科 目 担 当 者

数学 数学B 単位数：2単位 迫田 将一

指導目標

数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

1.各章の基本的な概念や原理・法則を体系的に理解するとともに，数学と社会生活との関わりについて認識を深め，事象

を数学化したり，数学的に解釈したり，数学的に処理したりする技能を身に付けるようにする。

2.事象を数学的に表現し考察する力，母集団の傾向を推測し判断したり，標本調査の方法や結果を批判的に考察したりす

る力，日常の事象や社会の事象を数学化し，問題を解決したり，解決の過程や結果を振り返って考察したりする力を養う。

3.数学のよさを認識し数学を活用しようとする態度，粘り強く柔軟に考え数学的論拠に基づいて判断しようとする態度，

問題解決の過程を振り返って考察を深めたり，評価・改善したりしようとする態度や創造性の基礎を養う。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 東京書籍 新編数学B
スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70% 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/4
入門講座（数学活用について） 第１回：4/6(水)、4/24(日)

整数の２～９までの倍数の見分

け方、ｎ進法、四角数と三角数につ

いての問題を演習しながら理解を

深める。古代エジプトやメソポタ

ミア文明そして古代ギリシャ、ロ

ーマ文明に思いをはせ、数学の有

効性について考える。

2 4/4 エジプトとバビロニアの数字
第１回

4月18日3 4/11 ローマの数字と５進法

4 4/18 “0”の発見と位取り

コンピュータと２進法 第２回

5月6日
5 4/25 四角数と三角数

フィボナッチの数列

6 5/2 古代の測量と図形の面積

ピラミッドの高さ 第３回

5月16日
7 5/9

三平方の定理の誕生

ピタゴラスと三平方の定理

第２回：5/18(水)、6/12(日)
三平方の定理で実際にわからな

い長さを求められる便利さを実

感し。フィボナッチ数列や勾配

の有効性について考える。

8 5/16 円周率と円の面積 第４回

5月30日9 5/23 黄金比と２次方程式

10 5/30 坂道の角度を求めよう
第５回

6月13日11 6/6 建物の高さを求めよう

12 6/13 地図を読もう
第６回

6月27日13 6/20
福引の賞金と期待値 第３回：7/6(水)、7/17(日)

平面図形の面積を求める。２次

方程式の解の公式で解を求め

る。掃除を使い身近なものの高

さや距離を求める。古代人の知

恵に脱帽する１時間となる。

14 6/27 単利法のしくみ

複利法のしくみ

15 7/4 ローンの返済

本の大きさいろいろ

16 7/4 期末試験に向けて①

17 7/4 期末試験に向けて②

18 7/25 樹形図で考えよう

19 8/15 試合数は全部でいくつか

点字のしくみ

期末試験：9/8(木)１１：４０～１２：３０

試験範囲は第2週～第13週、

レポート第1回～第6回
20 8/15 最短距離の道順

７つの橋は渡れるか

教 科 科 目 担 当 者

数学 数学活用 単位数：２単位 中野 寿子

指導目標

数学と人間とのかかわりや数学の社会的有用性についての認識を深めるとともに，事象を数理的に考察する能力を養い，

数学を積極的に活用する態度を育てる。また、計算を効率よく行うにはどうすればよいかを過去の数学者の実践をもと

に学ぶ。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 実教出版 数学活用

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/7 入門講座 化学とは①
第１回 4月10日(日) 10:30～

5月11日(水) 13:00～

2 4/7 粒子の結合と結晶 ①

原子、イオン、イオン結合、イオン結晶 第１回

4月21日

＜溶液とコロイド＞

実験において必要になる、器具

の洗い方を習得し、コロイド溶液

の性質を確認する実験を行いま

す。また、混合物の分離方法の１つ

であるろ過の原理について理解を

深めます。

実験中や実験後に、手洗い・うがい・洗顔

の必要がありますので、教材・筆記用具の他

に、タオルを持ってきてください。

3 4/14 粒子の結合と結晶 ②

分子、共有結合、分子間力、分子結晶

4 4/21 粒子の結合と結晶 ③

共有結合結晶、金属、金属結合、アモルファス 第２回

5月6日5 4/28 物質の状態変化

熱運動、三態、状態変化、気液平衡、蒸気圧

6 5/5 気体 ①

気体の体積と温度と圧力と物質量の関係 第３回

5月19日7 5/12 気体 ②

混合気体の量的関係、理想気体と実在気体

第２回 5月29日(日) 9:30～
6月22日(水) 13:00～

8 5/19 溶液 ①

溶解、溶解度、濃度 第４回

6月2日

＜酸化還元と電池＞

酸化還元反応を実験で確認し、

また、化学電池を作る実験を通し

て、電池の原理について理解を深

めます。

実験中や実験後に、手洗い・うがい・洗顔

の必要がありますので、教材・筆記用具の他

に、タオルを持ってきてください。

9 5/26 溶液 ②

希薄溶液の束一性、コロイド溶液

10 6/2 化学反応とエネルギー ①

反応熱、熱化学方程式、ヘスの法則 第５回

6月16日11 6/9 化学反応とエネルギー ②

結合エネルギー、化学反応と光

12 6/16 電池と電気分解 ①

酸化還元反応、金属のイオン化傾向、電池 第６回

6月30日13 6/23 電池と電気分解 ②

電気分解とその量的関係

第3回 7月3日(日) 9:30～
8月31日(水) 13:00～

14 6/30 化学反応の速さとしくみ ①

反応速度、反応条件と反応速度

＜反応熱＞

吸熱反応と発熱反応を利用して

いる加熱剤や冷却材を作る実験を

通して、吸熱反応や発熱反応、反応

熱、熱化学方程式について理解を

深めます。

実験中や実験後に、手洗い・うがい・洗顔

の必要がありますので、教材・筆記用具の他

に、タオルを持ってきてください。

15 7/7 化学反応の速さとしくみ ②

化学反応のしくみ、活性化エネルギー

16 7/7 期末テストについて① (事務連絡)

17 7/7 期末テストについて②

18 7/28 化学平衡 ①

可逆反応、化学平衡、平衡定数

教 科 科 目 担 当 者

理科 化学①
単位数：2単位

（４単位分割科目）
渡辺 礼子

指導目標 ：化学的な事物・現象に関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行うことなどを

通して，化学的な事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

1.化学の基本的な概念や原理・法則の理解を深め，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

ようにする。

2.観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。

3.化学的な事物・現象に主体的に関わり，科学的に探究しようとする態度を養う。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 数研出版『新編 化学』

スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数4時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 第一学習社『スクエア最新図説化学』

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



19 8/18 化学平衡 ②

平衡移動とその原理

期末試験：９月７日(水) 9:30～
試験範囲：粒子の結合と結晶、物質の状態変化、

気体、溶液、化学反応とエネルギー、

電池と電気分解
20 8/18 化学平衡 ③

電離平衡、電離定数と電離度、塩の加水分解



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/7
化学と人間生活(日常生活や社会を支える身近な物
質の性質を調べる活動を通して，物質を対象とす
る科学である化学の特徴について理解する)

第１回A：4/24，W：4/13
化学と人間生活のかかわりに

ついて関心を高め、物質の構成と

化学結合について学ぶ。

観察、実験などを通して物質を

探究する方法の基礎を身につけ

る。

2 4/7 物質の構成と化学結合①
(混合物と純物質、物質とその成分について）

第1回
4月21日3 4/14

物質の構成と化学結合②
（物質の三態と熱運動粒子の熱運動と温度との関
係，粒子の熱運動と物質の三態変化との関係につい
て）

4 4/21 物質の構成粒子①
(原子の構造及び陽子，中性子，電子の性質について) 第2回

5月6日5 4/28 物質の構成粒子②
（イオンの生成を電子配置と関連について）

6 5/5
物質の構成粒子③
（元素の周期律及び原子の電子配置と周期表の族
や周期との関係について） 第3回

5月19日
7 5/12 粒子の結合①

（イオン結合とイオンからなる物質について）

第２回A：6/12， W：6/1
物質の構成と化学結合につい

て学び。ろ過などの分離法を利用

して、物質の性質を探究する。

化学結合と物質の性質との関

係を理解させ，物質について多角

的な見方ができるようにする。

8 5/19 粒子の結合②
（分子と共有結合、共有結合の物質） 第4回

6月2日9 5/26 粒子の結合③
（分子の極性、水素結合）

10 6/2 粒子の結合④
（高分子化合物、金属結合と金属） 第5回

6月16日11 6/9 物質量と化学反応式①
（原子量・分子量・式量、物質量）

12 6/16 物質量と化学反応式②
（溶液の濃度、化学反応式と物質量） 第6回

6月30日13 6/23 酸と塩基の反応①
（酸・塩基、水の電離と水溶液のpH）

第３回A：7/17， W：7/13
粒子の結合・酸と塩基について学

び、化学実験方法に必要な技術に

ついて、実験を通じて学ぶ。
14 6/30 酸と塩基の反応②

（中和反応、塩）

15 7/7 酸化還元反応①
（酸化と還元、酸化剤と還元剤）

16 7/7 期末試験に向けて

教 科 科 目 担 当 者

理科 化学基礎 単位数：2単位 武政 晃弘

指導目標

物質とその変化に関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行うことなどを通して，物質

とその変化を科学的に探究するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

1.日常生活や社会との関連を図りながら，物質とその変化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，実験などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。

2.観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。

3.物質とその変化に主体的に関わり，科学的に探究しようとする態度を養う。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 数研出版 新編化学基礎

スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数4時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



17 7/7 期末試験に向けて

18 7/28
酸化還元反応②
（化学反応に関する実験などを行い，化学反応式が
化学反応に関与する物質とその量的関係を表すこ
とを見いだす）

19 8/18
酸化還元反応③
（酸化還元反応の利用、金属のイオン化傾向やダニ
エル電池）

期末試験：9/7（水）

試験範囲：第2週～第11週、

レポート1回～5回
20 8/18 環境と化学



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/7 受講するにあたり、知っておくこと
第１回 4/24(A)，5/13(Wf)

教科書ｐ17～19
「振り返りと基本事項」

＜選択制実験＞

・p26：ポケットラボ②

「高吸水性樹脂の吸水量」

・p44：ポケットラボ②

「繊維の染まりやすさ」

・p71：ポケットラボ①

「DNA分子モデルの製作」

・p77：ポケットラボ②

「血糖濃度の観察」

2 4/7
第Ⅰ章 物質の科学

第2節 衣料と食品

身近な繊維の性質と構造

第１回

4月21日
3 4/14 天然繊維と人工繊維

4 4/21 栄養素、炭水化物、タンパク質、脂質、その他の栄養素

第２回

5月6日5 4/28

第Ⅱ章 生命の科学

第１節 人の生命現象

  タンパク質の働きと構造、遺伝子とDNA、
タンパク質の合成

6 5/5   血糖濃度の調節、糖尿病、病原体の排除、
第３回

5月19日7 5/12 免疫の仕組みとヒトの視覚
第２回 6/12(A)，6/24(Wf)

・水熱量計を使った比熱の測定

＜選択制実験＞

・p84：ポケットラボ②

「盲斑の確認」

・p101：ポケットラボ②

「アルコール発酵と温度」

・p113：ポケットラボ①

「温度による熱運動の違い」

・p118：ポケットラボ②

「金属とガラスの熱伝導性」

8 5/19
第Ⅲ章 熱や光の科学

第1節 熱の性質とその利用

  温度と熱運動、熱容量と比熱、

第４回

6月2日
9 5/26 熱の伝わり方、仕事や電流と熱の発生

10 6/2 エネルギーの移り変わり、エネルギー資源の有効活用

第５回

6月16日11 6/9
第Ⅳ章 地球や宇宙の科学

第１節 自然景観と自然災害

  日本列島の成り立ち、火山活動と地表の変化

12 6/16 火山災害・地震災害 と防災
第６回

6月30日13 6/23 水のはたらきと地表の変化、気象災害と防災
第３回 7/17(A)，9/2(Wf)

・中和滴定

＜選択制実験＞

・p131：ポケットラボ①

「太陽の直径の測定」

・p136, p139, p141：
ポケットラボ③,④,⑤

14 6/30 これからの科学と人間生活 課題の設定

15 7/7 これからの科学と人間生活 研究と報告書の作成

16 7/7 期末試験に向けて

17 7/7 期末試験に向けて

18 7/28 情報伝達技術の発展 ＜ネットワーク社会の到来＞

19 8/18 エネルギー資源の活用と交通手段の発展 期末試験：試験範囲は第 2週～第 13週、レポート第 1回～第 6回

     9月 7日 (水) ５ｈ 14：05～14：55 予定20 8/18 医療技術の発展

教 科 科 目 担 当 者

理 科 科学と人間生活 単位数：2単位 松本一生

指導目標

・自然と人間生活とのかかわり，および科学技術が人間生活に果たしてきた役割について，身近な事物・現象に関する観察・実験などを通して理解させ，科学的な見方や考え方を養うとともに，

科学に対する興味・関心を高める。

1.科学技術の発展が，今日の人間生活に対してどのように貢献してきたかについて理解させる。

2.身近な自然の事物・現象および日常生活や社会の中で利用されている科学技術を取り上げ，科学と人間生活とのかかわりについて認識を深めさせる。

3.自然と人間生活とのかかわり，および科学技術が人間生活に果たしてきた役割についての学習を踏まえて，これからの科学と人間生活とのかかわり方について考察させる。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 高等学校 科学と人間生活(科人 705)

スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数4時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画          東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)

スクーリング

（日程と内容）

1 4/7 入門講座

第１回

4 月21 日

第１回 A：5/15 W：5/11

2 4/7 生体の構成とタンパク質 【ガイダンスと生物基礎の復習】

基本的な事象を、どのように掘り下げ、どの

ように探究するかなど科学的視点の涵養をテ

ーマとした面接指導を展開する。生物基礎と比

較して、肉眼では観察できない上に、複雑な事

象が多く含まれているので、見えないものを可

視化してイメージをできるようにする練習を

していく。

3 4/14 酵素の働き

4 4/21 細胞の構造 第２回

5 月6 日5 4/28 生体膜とタンパク質

6 5/5 代謝とエネルギー・呼吸 第３回

5 月19 日
7 5/12 発酵・呼吸商 第２回 A：6/26 W：6/22

8 5/19 光合成 第４回

6 月2 日

【生体の構成と代謝】

生物基礎でおおよその流れは学習済みだ

が、化学反応式や物質量の計算、各種イオン

やそれの配置伴う電位の変化など、化学基礎

及び物理基礎の基本的な知識や活用力が求

められる分野でもあるため、その辺りの補足

も行う予定である。

9 5/26 光合成以外の同化

10 6/2 DNAの構造と複製 第５回

6 月16 日11 6/9 転写と翻訳

12 6/16 遺伝子の発現調節 第６回

6 月30 日13 6/23 バイオテクノロジー 第３回 A：8/28 W：8/31

14 6/30 生命の起源 【セントラルドグマ】

遺伝情報を何の物質がどのように持ってい

るかを復習した上で、形質が発現するまでのメ

カニズムを理解することが目的である。また、

世間を騒がせた新型コロナウイルスの増殖方

法を情報伝達の視点から紹介し、転写・逆転写・

翻訳の理解を深める。

15 7/7 生物の変遷

16 7/7 期末試験について

17 7/7 期末試験対策

18 7/28 生物の変遷②

19 8/18 進化のしくみ① 期末試験： 9 月7 日（水）

試験範囲： 第2 週～第13 週

レポート第1 回～第6 回20 8/18 進化のしくみ②

教 科 科 目 担 当 者

理科 生物①
単位数：２単位

（４単位分割科目）
輿水 健太

指導目標： 生物や生物現象に関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行うことなどを通して，生物や生物現象を

科学的に探究するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

1.生物学の基本的な概念や原理・法則の理解を深め，科学的に探究するために必要な観察，実験などに関する基本的な技能を身に付

けるようにする。

2.観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。

3.生物や生物現象に主体的に関わり，科学的に探究しようとする態度と，生命を尊重し，自然環境の保全に寄与する態度を養う。

高校通信講座 あり 講座数：全20 回 教科書 数研出版 改訂版生物

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6 回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100 点法5 段階評定



２０２２年度春学期 教育計画          東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)

スクーリング

（日程と内容）

1 4/7 入門講座

第１回

4 月21 日

第１回  1 年次  A：4/24 Wf：5/13

2 年次以上 A：4/24 W：4/13

2 4/7 生物の共通性と多様性 【代謝とエネルギー】

初回のスクーリングであることを鑑み、前半ではガ

イダンスを行う。後半では生物の共通性と多様性に

触れ、全生物が共通して利用する ATP とその流れに

関する学習を行う。呼吸や光合成など「代謝には必

ずエネルギーの出入りが伴う」点がこの範囲の核で

ある。

3 4/14 細胞の構造

4 4/21 生命活動とエネルギー 第２回

5 月6 日5 4/28 呼吸と光合成

6 5/5 遺伝子と DNA
第３回

5 月19 日7 5/12 遺伝情報の複製と分配
第２回 1 年次      A：6/12 Wf：6/24

2 年次以上 A：6/12 W：6/1

8 5/19 遺伝情報の発現 第４回

6 月2 日

【DNA は体の設計図】

DNA を遺伝物質として保持するのは、全生物共

通である。その DNA の構造的な特徴や、含まれる

遺伝情報が体を形成するまでに起きる情報伝達

の流れを復習する。世間を騒がせている各種ウイ

ルスが、どのように増殖していくのかについても遺

伝情報の伝達経路と共に触れ、メディアの情報を

正しく理解するための素地を養う。

9 5/26 体内での情報伝達と調整

10 6/2 体内環境の維持 第５回

6 月16 日11 6/9 免疫のはたらき

12 6/16 植生と遷移・バイオーム
第６回

6 月30 日13 6/23 生態系と生物の多様性
第３回 1 年次    A：7/17 Wf：9/2

2 年次以上 A：7/17 W：7/13

14 6/30 生態系のバランスと保全 【体内環境と恒常性】

体外環境は変化しても、体温や血糖値など体内

環境は一定に保たれることは、生活していく上で当た

り前のことの様に感じる。しかし、そこには体内の見え

ない所で様々な機構がバランス良く働いている。こ

の授業では、先に述べたような「人間の体の当たり

前」を科学的に理解することを目標とし、生活していく

中で改善すべきことを考察する。

15 7/7 人間の活動と生態系（１）

16 7/7 期末試験に向けて

17 7/7 期末試験に向けて

18 7/28 人間の活動と生態系（２）

19 8/18 人間の活動と生態系（３） 期末試験： 9 月7 日（水）

試験範囲： 第2 週～第13 週

レポート第1 回～第6 回20 8/18 探究のプロセス

教 科 科 目 担 当 者

理科 生物基礎 単位数：２単位 輿水 健太

指導目標：生物や生物現象に関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行うことなどを通して，生物や生物現象を科

学的に探究するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

1.日常生活や社会との関連を図りながら，生物や生物現象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

関する基本的な技能を身に付けるようにする。

2.観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。

3.生物や生物現象に主体的に関わり，科学的に探究しようとする態度と，生命を尊重し，自然環境の保全に寄与する態度を養う。

高校通信講座 あり 講座数：全20 回 教科書 数研出版 新編生物基礎

スクーリング 1 単位時間×3 回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6 回 合格枚数 6 枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100 点法5段階評定



２０２２年度 春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/7 入門講座
第１回 A：4/24、W：4/13

第１編 運動とエネルギー

第１章 運動の表し方

・速さと速度

・速度の合成

・加速度

・落体の実験結果とその運動

2 4/7 運動の表し方（１） 第1回
4月21日3 4/14 運動の表し方（２）

4 4/21 運動の表し方（３） 第2回
5月6日5 4/28 運動の法則（１）

6 5/5 運動の法則（２）
第3回

5月19日7 5/12 運動の法則（３）
第２回 A：6/12、W：6/1

第1編 運動とエネルギー

第３章 仕事と力学的エネルギー

・仕事と疲れ

・運動エネルギーと仕事

・位置エネルギー

・力学的エネルギーの保存

8 5/19 仕事と力学的エネルギー（１） 第4回
6月2日9 5/26 仕事と力学的エネルギー（２）

10 6/2 熱とエネルギー（１） 第5回
6月16日11 6/9 熱とエネルギー（２）

12 6/16 波の性質
第6回

6月30日13 6/23 音
第３回 A：7/17、W：7/13

第３編 波

第１章 波の性質

・波の伝搬

・張力と波の速さ

・音波

・反射と定常波

第２章 音

・音の高さと振動数

・共鳴箱

・固有振動

14 6/30 身の回りの物理（１）

15 7/7 身の回りの物理（２）

16 7/7 期末試験に向けて

17 7/7 期末試験に向けて

18 7/28 身の回りの物理（３）

19 8/18 身の回りの物理（４） 期末試験： 9/7（水）

試験範囲は、第2週～第13週、

レポート第1回～第6回20 8/18 身の回りの物理（５）

教 科 科 目 担 当 者

理科 物理基礎 単位数：2単位 福井 幸亮

指導目標：物体の 運動と様々なエネルギーに関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行うことな

どを通して，物体の運動と様々なエネルギーを科学的に探究するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

1.日常生活や社会との関連を図りながら，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，実験などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。

2.観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。

3.物体の運動と様々なエネルギーに主体的に関わり，科学的に探究しようとする態度を養う。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 数研 物理基礎/319

スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数４時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度 春学期 教育計画                 東海大学付属望星高等学校

回 配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

１ 4/7 入門講座
第１回 5/15（日）， 5/11（水）

第一章平面内の運動

2 落体運動

・水平方向と垂直方向の独立性

・水平方向は等速度運動で、運動方程式から水平

方向には力が働かない

・垂直方向は等加速度直線運動で、運動方程式か

ら一定の力が働く

・加速度の大きさが質量によらないことから働く

力が質量に比例する。       

２ 4/7 第一章 平面内の運動
1.平面運動の速度・加速度

第 1回

4月 21日
３ 4/14 2.落体の運動

４ 4/21 第三章 運動量の保存
1.運動量と力積

第 2回

5月 6日
５ 4/28 3.反発係数

６ 5/5 第四章 円運動と万有引力
1.等速円運動 第 3回

5月 19日
７ 5/12 2.慣性力

第２回 6/26（日）， 6/22（水）

第三編 波 第一章 波の伝わり方

第二章 音の伝わり方

固有振動

弾性率と波の伝わる速さ

物体の大きさと定常波

固有振動と固有振動数、共振

８ 5/19 4.万有引力
第 4回

6月 2日９ 5/26 第三編 波 第一章波の伝わり方
1.正弦波

10 6/2 2.波の伝わり方 第 5回

6月 16日11 6/9 第二章 音の伝わり方

12 6/16 第三章 光
1.光の性質 第 6回

6月 30日13 6/23 3.光の回折と干渉
第３回 8/28（日）， 8/31（水）

第三章 光

光の波動性

回折と干渉

線スペクトルと吸収スペクトル

光の三原色

偏光板と横波

14 6/30 第一編 力と運動 第二章 剛体

15 7/7 第四章 円運動と万有引力
3.単振動

16 7/7 期末試験に向けて

17 7/7 期末試験に向けて

18 7/28
第二編 熱と気体 第一章気体の
エネルギーと状態
1.気体の法則

19 8/18 2.気体の分子運動 期末試験： 9/7（水）1ｈ，(9：30～10：20) 予定

試験範囲：第 2週～第 13週、レポート 1回～5回
20 8/18 第三編 波 第三章 光

2.レンズ

教 科 科 目 担 当

理科 物理①
単位数：２単位

（４単位分割科目）
福井 幸亮

指導目標：物体の 運動と様々なエネルギーに関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実

験を行うことなどを通して，物体の運動と様々なエネルギーを科学的に探究するために必要な資質・能力を次

のとおり育成することを目指す。

1.日常生活や社会との関連を図りながら，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，実験などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。

2.観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。

3.物体の運動と様々なエネルギーに主体的に関わり，科学的に探究しようとする態度を養う。

高校通信講座 あり 講座数：全 20回 教科書 数研 物理/313
スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数 4時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合 70％ 評 定 100点法 5段階評定



2022年度春学期 教育計画          東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)

スクーリング

（日程と内容）

1 4/6 入門講座 【Aクラス男子】

5/15・6/26・8/28 14時
【Aクラス女子】

4/10・5/29・7/3 14時
2

3 4/13 体力の構成と体力テスト

第1回

5/18

4 【Wクラス男子】

22Wf：4/22・6/10・7/15：14時
5 4/27 登山

6

7 5/11 剣道

8

9 5/25 バレーボール

第2回

6/29

【Wクラス女子】

22Wf：5/13・6/24・9/2：14時
10

11 6/8 水泳

12

13 6/22 ハンドボール

14 ●内容 卓球や体つくり運動を中心に、健康的な生活を送るための基

本的な態度や能力を学ぶ。体力の違う者どうし、協力する事や安全に

楽しく運動を行うためのコミュニケーションや工夫を実践する。さ

らに自分の体力や、身体特性を客観的に知り、今後の生活においてど

のような体力的強化を図るべきかを考える。

●持ち物…運動靴、ジャージに更衣すること、タオル、水分補給用の飲

料。(靴,ジャージ忘れは参加不可)
●スクーリングは、実施日時を確認のうえ指定された日時に出席のこ

と。

●スクーリング会場… AW：高校校舎

●期末試験… なし

15 7/6 体操

16

17 7/6 期末試験期間について

18

19 8/19 スポーツの始まりと文化

20

教 科 科 目 担 当 者

保健体育 体 育 単位数： 2単位 沢田 久見子

指導目標

体育や保健の見方・考え方を働かせ、課題を発見し、合理的、計画的な解決に向けた学習過程を通して、心と体を一

体として捉え、生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを継続するための資質・能力を次のとお

り育成することを目指す。

(1)各種の運動の特性に応じた技能等及び社会生活における健康・安全について理解するとともに、技能を身に付ける

ようにする。

(2)運動や健康についての自他や社会の課題を発見し、合理的、計画的な解決に向けて思考し判断するとともに、他者に

伝える力を養う。

(3)生涯にわたって継続して運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指し、明るく豊かで活力ある生活を

営む態度を養う。

高校通信講座 あり 講座数：全10回 教科書 現代高等保健体育

スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数 4時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全2回 合格枚数 2枚 副教材 ステップアップ高校スポーツ

期末試験 な し 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

教 科 科 目 担 当 者

保健体育 保 健 単位数：2単位 大嶋 輝也

指導目標

保健の見方・考え方を働かせ、合理的、計画的な解決に向けた学習過程を通して、生涯を通じて人々が自らの健康や

環境を適切に管理し、改善していくための資質・能力を次のとおり育成する。

(1)個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるとともに、技能を身に付けるようにする。

(2)健康についての自他や社会の課題を発見し、合理的、計画的な解決に向けて思考し判断するとともに、目的や状況に

応じて他者に伝える力を養う。

(3)生涯を通じて自他の健康の保持増進やそれを支える環境づくりを目指し、明るく豊かで活力ある生活を営む態度を

養う。

高校通信教育講座 あり 講 座 数：全20回 教 科 書 現代高等保健体育

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数：1時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レ ポ ー ト 全6回 合格枚数：6枚 副 教 材 なし

期 末 試 験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定

回 配信日
高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

（締切期日）

スクーリング

（日程と内容）

1 4/8 健康の考え方と成り立ち 【第1回】 A：5/15(日) W：4/22(金)

2 4/8 生活習慣病 第1回

4月22日

※喫煙と健康

喫煙の影響

喫煙の開始・継続要因

個人への喫煙対策

社会環境への喫煙対策

3 4/15 生活習慣～食事・運動・休養～

4 4/22 生活習慣～喫煙・飲酒～ 第2回

5月6日5 4/29 薬物乱用

6 5/6 感染症 第3回

5月20日7 5/13 心の機能 【第2回】 A：6/26(日) W：6/10(金)

8 5/20 心の機能 第4回

6月3日

※飲酒と健康

飲酒の健康影響

飲酒による社会問題

飲酒の開始要因

個人への対策

社会環境への対策

9 5/27 交通事故

10 6/3 応急手当 第5回

6月17日11 6/10 心肺蘇生

12 6/17 思春期と健康 第6回

7月1日13 6/24 妊娠・出産 【第3回】 A：8/28(日) W：7/15(金)

14 7/1 中高年期と健康 ※薬物乱用と健康

薬物乱用の危険性

薬物乱用の社会影響

薬物乱用の開始要因

薬物乱用への対策

15 7/8 医薬品・医療サービス

16 7/8 期末試験について①

17 7/8 期末試験について②

18 7/29 環境汚染～大気・水質・土壌～

19 8/19 食品の安全 期末試験：9/8(木) 6時間目(15:10～16:00)
試験範囲：【通信講座】第1週～第11週

【レポート】第1回～第5回20 8/19 働くこと



２０２２年度春学期 教育計画（2013 ｶﾘｷｭﾗﾑ） 東海大学付属望星高等学校

○シラバス 授業進度表

回 配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/6 入門講座
【Aクラス男子】

［5/15・6/26・8/28 14時］

【Aクラス女子】

［4/10・5/29・7/3 14時］

2

3 4/13 体力の構成と体力テスト

第 1回

5/18

4 【Wクラス男子】

21W1-5組：［5/12・6/2・7/7：13時］

21W2組：［5/12・6/16・7/7：13時］

21W3組：［6/2・6/16・7/7：13時］

20W1-5組・20W2組・20W3組・4年次：

［5/12・6/2・6/16：15時］・［7/7：13時］

5 4/27 登山

6

7 5/11 剣道

8

9 5/25 バレーボール

第 2回

6/29

【Wクラス女子】

21W1-5 組：［5/19・6/9：13 時］・［7/7：15
時］

21W2組：［5/19・6/23：13時］・［7/7：15時］

21W3組：［6/9・6/23：13時］・［7/7：15時］

20W1-5組・20W2組・20W3組・4年次：

［5/19・6/9・6/23・7/7：15時］

10

11 6/8 水泳

12

13 6/22 ハンドボール

14 ○内容 卓球や体つくり運動を中心に、健康的な生活を送

るための基本的な態度や能力を学ぶ。体力の違う者どう

し、協力する事や安全に楽しく運動を行うためのコミュ

ニケーションや工夫を実践する。さらに自分の体力や、

身体特性を客観的に知り、今後の生活においてどのよう

な体力的強化を図るべきかを考える。

○持ち物…運動靴、ジャージに更衣すること、タオル、水

分補給用の飲料。(靴,ジャージ忘れは参加不可)
○スクーリングは、Aは男女、Wは細分化しているため、

実施日時を確認のうえ指定された日時に出席のこと。

○スクーリング会場… AW：高校校舎

○期末試験… なし

15 7/6 体操

16

17 7/6 期末試験期間について

18

19 8/19 スポーツの始まりと文化

20

教  科 科  目 担 当 者

保健体育 体育① 単位数：2単位 沢田 久見子

（到達目標）

運動の合理的、計画的な実践を通して、知識を深めるとともに技能を高め、運動の楽しさや喜びを深く味

わうことができるようにし、自己の状況に応じて体力の向上を図る能力を育てる。健康・安全を確保して、

生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質や能力を育てる。

高校通信教育講座 あり 講座数：全 10回 教 科 書 現代高等保健体育

スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数 4時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レ ポ ー ト 全 2回 合格枚数 2枚 副 教 材 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ高校ｽﾎﾟｰﾂ大修館

期 末 試 験 なし 体育標準単位 7 単位 評 定 100点法 5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画(2013 ｶﾘｷｭﾗﾑ)   東海大学付属望星高等学校

教 科 科 目 担 当 者

保健体育 保 健 単位数：2単位 大嶋 輝也

指導目標

個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし，生涯を通じて自らの 健康を適切に管理し，

改善していく資質や能力を育てる。

高校通信教育講座 あり 講 座 数：全20回 教 科 書 現代高等保健体育

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数：1時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レ ポ ー ト 全6回 合格枚数：6枚 副 教 材 なし

期 末 試 験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定

回 配信日
高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

（締切期日）

スクーリング

（日程と内容）

1 4/8 健康の考え方と成り立ち 【第1回】 A：4/24(日) W：4/22(金)

2 4/8 生活習慣病 第1回

4月22日

※喫煙と健康

喫煙の影響

喫煙の開始・継続要因

個人への喫煙対策

社会環境への喫煙対策

3 4/15 生活習慣～食事・運動・休養～

4 4/22 生活習慣～喫煙・飲酒～ 第2回

5月6日5 4/29 薬物乱用

6 5/6 感染症 第3回

5月20日7 5/13 心の機能 【第2回】 A：6/12(日) W：6/10(金)

8 5/20 心の機能 第4回

6月3日

※飲酒と健康

飲酒の健康影響

飲酒による社会問題

飲酒の開始要因

個人への対策

社会環境への対策

9 5/27 交通事故

10 6/3 応急手当 第5回

6月17日11 6/10 心肺蘇生

12 6/17 思春期と健康 第6回

7月1日13 6/24 妊娠・出産 【第3回】 A：7/17(日) W：7/15(金)

14 7/1 中高年期と健康 ※薬物乱用と健康

薬物乱用の危険性

薬物乱用の社会影響

薬物乱用の開始要因

薬物乱用への対策

15 7/8 医薬品・医療サービス

16 7/8 期末試験について①

17 7/8 期末試験について②

18 7/29 環境汚染～大気・水質・土壌～

19 8/19 食品の安全 期末試験：9/8(木) 6時間目(15:10～16:00)
試験範囲：【通信講座】第1週～第11週

【レポート】第1回～第5回20 8/19 働くこと



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

１ 4/6 日本人と音楽
第１回  4/24（日）  4/27（水）

〈ボディーパーカッション〉基礎的なリズ

ムを確認し、身体を使ったボディーパーカ

ッションを体験する。

〈器楽〉数人でメロディーを作り上げる

「ミュージックベル」の演奏をする。

この活動により、楽譜を追うこと、五線上

の音の高さ、音符の長さ、拍子などの音楽

要素を体験する。

２ 4/6 イタリアの歌
第１回

4月 20日
３ 4/13 フランスの歌

４ 4/20 いろいろな声
第２回

5月 6日
５ 4/27 いろいろな楽器

６ 5/4 スペインの音楽（ギター）
第３回

5月 18日
７ 5/11 ドイツ・オーストリアの歌

第２回  6/12（日）  6/15（水）

〈器楽〉ギター演奏の基礎として、ギタ

ーの種類、楽器各部の名称、楽器の持ち

方、調弦の方法、ダイアグラムの読み

方、タブラチュア譜の読み方、左手の指

番号、右手の指の名称、弦の押さえ方、

ストローク奏法を学ぶ。

コードネームの意味を知り、「G」「Em」

「Am」「D7」と使い「夢の中へ p75」
を演奏する。

８ 5/18 日本のうた
第４回

6月 1日
９ 5/25 日本のしらべ

10 6/1 作曲家「モーツァルト｣
第５回

6月 15日11 6/8 鑑賞「展覧会の絵」

12 6/15 中南米の音楽
第６回

6月 29日13 6/22 アジア・アフリカの音楽
第３回 7/17（日）  7/20（水）

〈器楽〉筝演奏の基礎として、楽器の置き

方、楽器各部の名称、調弦の方法、爪の種

類、爪の違いによる構え方の違い、奏法を

学ぶ。

「さくらさくら」を演奏する。

〈創作〉日本語の持つイントネーションに

注目し、言葉の持つ自然なリズムを生かし

ながら、短い詩にメロディーをつけ、楽譜

に書いてみる。

14 6/29 音楽の歴史（１）

15 7/6 音楽の歴史（２）

16 7/6
期末テストについて

（事務連絡）

17 7/6 期末テストについて

18 7/27 音楽の不思議

19 8/17 指揮者の仕事
期末試験：9/7（水）

験範囲：第 2週～第 13週、レポート 1回～6回

※スクーリング（日）（水）は、それぞれ登校クラスご

と実施。
20 8/17 音楽のくすり

教  科 科  目 担 当 者

芸術 音楽Ⅰ 単位数：2単位 佐々木 優子

（到達目標）

世界各国の音楽に触れ、国による音楽の違いを知る。作曲家の生涯に触れ理解を深める。音楽史を学び

音楽の変遷を学ぶ。これらにより音楽知識の幅を広げる。

高校通信講座 あり 講座数：全 20回 教科書 教育出版 音楽ⅠTutti

スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数 4時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 評 定 100 点法 5 段階評定



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 作品課題 作品テーマ
レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1

楷書：（欧陽詢）

九成宮醴泉銘

「清泉」

（教科書20頁）

「孟夏之月」

（教科書19頁）

１．初唐の三大家のひとりと

言われる欧陽詢の厳正な

楷書の美しさを学ぶ。

２．点・角のはっきりした縦

に長い(背勢)について学

ぶ。

第1回

5/6

第1回     A：4/24 W：4/27

・第１回作品課題 (1)プリント①の基本点画を何枚か練

習し添削を受けてから提出作品を書き上げていく。(2)

「清泉」(3)「孟夏之月」も(１)と同様に練習、添削を繰

り返し、より良いものを提出できるようにしていく。

2

楷書：（虞世南）

孔子廟堂碑

「天河」

（教科書16頁）

「丹書表瑞」

（教科書15頁）

１． 初唐の三大家のひとりと

言われる虞世南の規範性

に富んだ、温雅な楷書を

臨書し、鑑賞する。

２．丸みのある穏やかな線

(向勢)について学ぶ。

第2回

6/22

第2回    A：6/12 W：6/15

・第２回作品課題 (1) プリント①の基本点画を何枚か

練習し添削を受けてから提出作品を書き上げていく。(2)
「天河」(3)「丹書表瑞」も(１)と同様に練習、添削を繰り

返し、より良いものを提出できるようにしていく。

3

楷書：（褚遂良）

雁塔聖教序

「春光」

（教科書24頁）

「蓋聞二儀」

（教科書22頁）

１． 初唐の三大家のひとりと言

われる楮遂良の弾力を生か

した軽快な筆づかいを学ぶ。

第3回

7/27

第3回    A：7/17 W：7/20

・第３回作品課題 (1) プリント①の基本点画を何枚か

練習し添削を受けてから提出作品を書き上げていく。

(2)「春光」(3)「蓋聞二儀」も(１)と同様に練習、添削を

繰り返し、より良いものを提出できるようにしていく。

※【 面接指導日の注意 】
１．面接時間数が少ないので、すべてに出席するようにしよう。
２．用意するもの･･･書道用具(大筆、小筆)、半紙、新聞紙［忘れず持参しよう］
３．面接指導日等はよく時間割を確認し、受講すること。

※【 書道作品の提出方法ロイロノート 】
１．タブレットなどのカメラで、書道の作品の写真を撮る。(ロイロノート内のカメラ機能を使うと便利)
２．ロイロノートに取り込んだ写真(作品)を、第１回から第３回の「作品提出票(レポート)」の後に、つなげ
て(添付)提出する。

教 科 科 目 担 当 者

芸術科 書道Ⅰ① 単位数：２単位 石見 仁唯奈

指導目標

書道の幅広い活動を通して，書に関する見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の文字や書，書の伝統と文化と幅広
く関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。中国や日本の古典に触れ、書道を愛好する心情を育成し、
表現能力の習熟や鑑賞力を伸ばす。

  (1) 書の表現の方法や形式，多様性などについて幅広く理解するとともに，書写能力の向上を図り，書の伝統に基
づき，効果的に表現するための基礎的な技能を身に付けるようにする。

  (2) 書のよさや美しさを感受し，意図に基づいて構想し表現を工夫したり，作品や書の伝統と文化の意味や価値を
考え，書の美を味わい捉えたりすることができるようにする。

  (3) 主体的に書の幅広い活動に取り組み，生涯にわたり書を愛好する心情を育むとともに，感性を高め，書の伝統
と文化に親しみ，書を通して心豊かな生活や社会を創造していく態度を養う。

高校通信講座 なし 教科書 光村図書 書Ⅰ

スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数4時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全3回 合格枚数 3枚 副教材 なし

期末試験 なし 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

教  科 科  目 担 当 者

芸術科 美術Ⅰ 単位数：2単位 本多 優貴

指導目標

(1) 美術に関する専門的で幅広く多様な内容について理解を深めるとともに，独創的・創造的に表すことが

できるようにする。様々な材料を使い自分なりの工夫を加えていく。

(2) 美術に関する専門的な知識や技能を総合的に働かせ，創造的な思考力，判断力，表現力等を育成する。

画題に沿ってアイデアを練り、具体的に形を作っていく。

(3) 主体的に美術に関する専門的な学習に取り組み，感性を磨き，美術文化の継承，発展，創造に寄与する

態度を養う。作品を最後まで仕上げることにより達成感を味わう。

高校通信講座 あり 講座数：全 4回 教科書 光村図書 美術Ⅰ

スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数 4時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6回 合格枚数 6枚 教材 画用紙・絵の具・鉛筆

期末試験 なし 評 定 100 点法 5 段階評定

回 配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/8 入門編（学習の進め方） 第 1回デッサンからはじめよう

☆第 1回目レポート内容

4/24（日）4/27（水）

立方体が机に置いてある状態を鉛筆デッサンする。６

段階のグレースケールをつくりそれを基準にして調子

をつけていく。各面の鉛筆の調子に気をつけて立体感

を出していく。

2 第 1回
5/63

4 4/18 コラージュで表現 第 2回
5/115

6 5/2 文字でデザイン 第 3回
5/257 第 2回アクションペインティング

☆第 4回レポート内容

6/12（日）6/15（水）

筆以外にも様々な材料（歯ブラシ、型紙，スポンジ、

ボール紙、ストロー、マーブリングなど）を使い自分

のイメージを抽象表現する。材料の特徴などを生かし

てひとつの作品として仕上げていく。

8 第 4回
6/229

10 6/3 様々な素材で造形する 第 5回
7/2011

12 第 6回
7/27

13 第 3回木版画

☆第 6回レポート内容

7/17（日）7/20（水）

版木にあらかじめ自宅で描いてきた下書き（前回の

授業時に描いてくるように指導）を転写し、彫刻刀の

彫り跡を生かしながら彫っていく。白と黒の配分に注

意をする。刷りの作業では均等にインクを塗りバレン

でかすれなどがないように力を入れる。気に入ったも

のができるまで何枚か刷る。

14

15

16

17

18

19 期末試験：なし

※スクーリングは、（日）（水）は、それぞれ登校クラスごと実施。20



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/5 英語を学ぶにあたり
第１回 A：4/10  Wf：4/8

・Warm-up, Pre-Lesson 
授業で使う英語表現を覚える

・自己紹介教科書の英文を参考

に自己紹介文を作りペア活動を

行う。

・Lesson 1 “This is My House”  

住まいに関する情報を説明する。

文法事項be動詞、一般動詞

2 4/5 Warm-up 第１回

4月19日3 4/12 Pre-Lesson 1, Pre-Lesson 2

4 4/19 L 1 This is My House(1) 第２回

5月6日5 4/26 L 1  This is My House(2)

6 5/3 L 2  My Favorite Hero(1)
第３回

5月17日7 5/10 L 2  My Favorite Hero(2)
第２回 A：5/29  Wf：5/20

・Lesson 2 My Favorite Hero
自分の好きな人物について紹

介する。 文法事項―進行形

・Lesson 3 Cool Culture from 
Japan  会話形式の文に慣れる。

ペア活動。 マンガやアニメなど

の日本文化について紹介する。

文法事項―助動詞

8 5/17 L 3  Cool Culture from Japan(1) 第４回

5月31日9 5/24 L 3  Cool Culture from Japan(2)

10 5/31 L4  A Miracle Mirror(1) 第５回

6月14日11 6/7 L4  A Miracle Mirror(2)

12 6/14 L5  Finding My Future(1)
第６回

6月28日13 6/21 L5  Finding My Future(2)
第３回 A：7/3  Wf：7/1

・Lesson 4A Miracle Mirror 
メールの形式を学ぶ。 海外の

観光地について知識を深める。to
不定詞の用法を学び英文を作る。

・Lesson 5 Finding My Future
  高校生の考え方を学び、自分の

将来への希望を英文にする。 文

法事項―動名詞

14 6/28 文法のまとめ1

15 7/5 文法のまとめ2

16 7/5 期末試験に向けて

17 7/5 期末試験に向けて

18 7/26 Communication 1, 2

19 8/16 春学期のおさらい(1) 期末試験：9/8 試験範囲は第2週～第13週、

レポート第1回～第6回
20 8/16 春学期のおさらい(2)

教 科 科 目 担 当 者

英 語 コミュニケーション英語Ⅰ
単位数：4単位

（４単位分割科目）
高倉 洋子

指導目標

1.「聞くこと」日常的・社会的な話題について一定の支援を活用し必要な情報を聞き取り話の意図や要点を把握する。

2.「読むこと」日常的・社会的な話題について一定の支援を活用し必要な情報を読み取り文章の展開や書き手の意図を

把握することができるようにする。

3.「話すこと」日常的・社会的な話題について一定の支援を活用し多様な語句や文を用いて情報や考え気持ちなどを伝

え合うやり取りを続けたり、論理的に詳しく伝えたりすることができるようにする。

4．「書くこと」日常的・社会的な話題について、一定の支援を活用し情報や考えを論理性に注意して複数の段落から成

る文章で詳しく書いて伝えることができるようにする。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 東京書籍 ALL ABOARD!

スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数4時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画 東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/5 入門編（学習方法）
第１回 4/6(水) 5/15(日)

＜文法事項＞～コミュニケーション英

語Ⅰの重要文法事項の復習を行う。be

動詞、一般動詞、動詞の過去形、助動

詞、など超重要事項の理解、定着のた

めの練習問題を行う。

2 4/5 コミュニケーション英語Ⅰの復習＜文法編＞ 第１回

4 月 19 日3 4/12 コミュニケーション英語Ⅰの復習＜長文編＞

4 4/19 Lesson 1 第２回

5 月 6 日5 4/26 Lesson 1

6 5/3 Lesson 2
第３回

5 月 17 日7 5/10 Lesson 2
第２回 5/18(水) 6/26(日)

レポート第 2・3 回までの間違いやすい

ところの説明。＜文法事項＞～再度「比

較級、最上級」の復習、演習を行う。多

くの問題に取り組むことで、「比較」の

基本事項を定着させる。

8 5/17 Lesson 3 第４回

5 月 31 日9 5/24 Lesson 3

10 5/31 Lesson 4 第５回

6 月 14 日11 6/7 Lesson 4

12 6/14 Lesson 5
第６回

6 月 28 日13 6/21 Lesson 5
第３回 7/6(水) 8/28(日)

＜文法事項＞～レポート 4 回目～6 回

目までの総復習を行う。分詞、 to 不定

詞を含む表現は、英語学習において、非

常に重要な項目なので、演習を多く行

うことで、定着をはかる。

14 6/28 復習(1)

15 7/5 復習(2)

16 7/5 期末テストについて（事務連絡）

17 7/5 期末テストについて

18 7/26 復習(3)

19 8/16 復習(4) 期末試験：9 月 7 日 (水)

試験範囲は第 2 週～第 13 週、レポート第１～6 回20 8/16 復習(5)

教  科 科  目 担 当 者

英語 コミュニケーション英語Ⅱ
単位数：4単位

（4単位分割科目）
靏田 奈津子

指導目標

英語を通して、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成するとともに、情報や考えなどを的確に理

解したり適切に伝えたりする能力を伸ばす。そのために英語理解において最も中心となる、必修単語習得・文法項

目理解しこれらを土台として文章を読み、書き、聞き、考えを伝えるという「技術」面の練習・習得を目指す。

高校通信講座 あり 講座数：全 20 回 教科書 All Aboard Ⅱ

スクーリング 2 単位時間×3 回 合格時間数 4 時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6 回 合格枚数 6 枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合 70％ 評 定 100 点法 5 段階評定



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/5 レポートの取り組み方と英語学習ついて

第１回4月24日（日）

   ４月６日（水）

１．コミュニケーション英語Ⅲを

学習する意味

２．コミュニケーション英語Ⅲの

取り組み方

３ Lesson 1 Mystery Circles 
under the Sea
生き物について、写真を示しなが

らその特徴を英語で述べること

ができる。

１．音読をいろいろなバリエーシ

ョンで進める。

２．このレッスンのゴールを体験

してみる。

2 4/5

Lesson 1 Mystery Circles under the Sea
生き物について、写真を示しながらその特徴を英語

で述べることができる。

１．アマミホシゾラフグの情報をとる。
第１回

４月19日

3 4/12

Lesson 1 Mystery Circles under the Sea
生き物について、写真を示しながらその特徴を英語

で述べることができる。

１．アマミホシゾラフグのサークルについての情報

をとる。

4 4/19

Lesson 2 Gifts to Barcelona 
建築物について、その特徴をあげて英語で述べるこ

とができる。

1．アントニオガウディの建築物サクラダファミリに

ついて情報をとる。 第２回

5月6日

5 4/26

Lesson 2 Gifts to Barcelona 
建築物について、その特徴をあげて英語で述べるこ

とができる。

2．アントニオガウディのもう一つの作品であるパー

クグエルについての情報をとる。

6 5/3

Lesson 3 Images on Coin 
国や地域を象徴するものついて、例をあげて英語で

述べることができる。

１．ユーロコインの特徴について情報をとる。
第３回

5月17日

7 5/10

Lesson 3 Images on Coin 
国や地域を象徴するものついて、例をあげて英語で

述べることができる。

2．ユーロコインの特徴をEU加盟国の硬貨を参考に

して情報をえる。

第２回６月12日（日）

   ５月18日（水）

Lesson 2 Gifts to Barcelona 
建築物について、その特徴をあげ

て英語で述べることができる。

１．音読をいろいろなバリエーシ

ョンで進める。

２．このレッスンのゴールを体験

8 5/17
Lesson 4 Witness of War
訪れた場所で経験したことや考えたことについて、

まとまりのある文章を英語で書くことができる。

第４回

5月31日

教 科 科 目 担 当 者

英語 コミュニケーション英語Ⅲ
単位数：2単位

（４単位分割科目）
大谷 光夫

指導目標

英語を通して、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成するとともに、情報や考えなどを的確に理解し

たり適切に伝えたりする能力をさらに伸ばし、社会生活において活用できるようにする。様々な話題に対する幅広い内

容を学び、「読む」「書く」「聞く」「話す」という総合的な英語力を伸ばし、国際的な視野を広め、様々な文化や習慣など

の理解を深める。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 All Aboard! 

スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数4時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合80％ 評 定 100点法5段階評定



１．第二次世界大戦の前後をあるバス会社を例にし

て情報を読み取る。

してみる。

9 5/24

Lesson 4 Witness of War
訪れた場所で経験したことや考えたことについて、

まとまりのある文章を英語で書くことができる。

２．原爆が投下されたあと、ある少女がとった行動を

読み取る。

10 5/31

Lesson 4 Witness of War
訪れた場所で経験したことや考えたことについて、

まとまりのある文章を英語で書くことができる。

３．原爆投下後の市の様子と路面電車が果たした役

割を読み取る。 第５回

6月14日

11 6/7

Lesson 4 Witness of War
訪れた場所で経験したことや考えたことについて、

まとまりのある文章を英語で書くことができる。

４．原爆を体験した少女からのメッセージを読み取

る。

12 6/14

Lesson 5 Love Letters 
自分の考えや思いを伝える手紙やメールを、英語で

書くことができる。

1. 主人公が初めて一人暮らしをして学んだことを読

みとる。
第６回

6月28日

13 6/21

Lesson 5 Love Letters 
自分の考えや思いを伝える手紙やメールを、英語で

書くことができる。

2. 主人公が感じた手書きの手紙の良さを読み取る。

第３回７月17日（日）

   ７月６日（水）

Lesson 4 Witness of War
訪れた場所で経験したことや考

えたことについて、まとまりのあ

る文章を英語で書くことができ

る。

１．音読をいろいろなバリエーシ

ョンで進める。

２．このレッスンのゴールを体験

してみる。

14 6/28

Lesson 5 Love Letters 
自分の考えや思いを伝える手紙やメールを、英語で

書くことができる。

3. 主人公が立ち上げた行動を読み取る。

15 7/5 期末試験に向けて

16 7/5 期末試験に向けて

17 7/5

Lesson 6 Natural Treasures of Ogasawara
自然環境と共生について、自分の意見を論理的に英

語で述べることができる。

１．小笠原諸島についての情報を読み取る。

18 7/26

Lesson 5 Love Letters 
自分の考えや思いを伝える手紙やメールを、英語で

書くことができる

2. 小笠原諸島の歴史と世界自然遺産後変化について

読み取る。

19 8/16

Lesson 5 Love Letters 
自分の考えや思いを伝える手紙やメールを、英語で

書くことができる。

3. 小笠原諸島が抱えている問題について読み取る。

期末試験： ９月８日

試験範囲は第2週～第13週、

レポート第1回～第6回

教科書：Lesson 1~4
応用問題

リスニング問題（テスト開始 15 分後始まりま

す）20 8/16

Lesson 5 Love Letters 
自分の考えや思いを伝える手紙やメールを、英語で

書くことができる

2. 小笠原諸島の次世代に残すための取組ついて読み

取る。



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/5 英語学習の方法について
第１回 4/8（金） 4/10（日）

・春学期の学習について

・中学文法、単語、表現の確認

・コミュニケーション

「自己紹介」による、ペア、グループで

の活動など。

2 4/5 Pre-L1  My Name Is Ito Neko 第１回

4月19日3 4/12 Pre-L2  I like Junk Food!

4 4/19 L1  Breakfast around the World(1) 第２回

5月 6日5 4/26 L1  Breakfast around the World(2)

6 5/3 L2  Australia’s Cute Quokkas (1)
第３回

5月17日7 5/10 L2  Australia’s Cute Quokkas (2)
第２回 5/20（金） 5/29（日）

・Pre-Lesson～Lesson2より

文法、単語、表現の確認

（文法は、主語、および時制による動

詞の変化、進行形の使い方、様々な助

動詞の意味など）

・コミュニケーション

「道案内」による、ペアなど

8 5/17 L3 A Train Driver in Sanriku(1) 第４回

5月31日9 5/24 L3 A Train Driver in Sanriku(2)

10 5/31 L4  A Miracle Mirror(1) 第５回

6月14日11 6/7 L4  A Miracle Mirror(2)

12 6/14 L5  Learning from the Sea(1)
第６回

6月28日13 6/21 L5  Learning from the Sea(2)
第３回 7/1（金） 7/3（日）

・Lesson3～Lesson5より

文法、単語、表現の確認

（文法は、to 不定詞と動名詞の意味の

確認と使い方など）

・コミュニケーション

グループ対抗「Guess Who？（人物あ

てクイズ）」で

14 6/28 春学期の復習１（文法）

15 7/5 春学期の復習２（文法）

16 7/5 期末試験に向けて

17 7/5 期末試験に向けて

18 7/26 Reading1  Short Stories in English

19 8/16 春学期の復習3（表現と単語） 期末試験： 9月8日（木曜日）

試験範囲は第2週～第13週、

レポート第1回～第6回20 8/16 春学期の復習4（表現と単語）

教 科 科 目 担 当 者

英語 英語コミュニケーションⅠ
単位数：4単位

（４単位分割科目）
鈴木 亜紀子

指導目標

1.「聞くこと」日常的・社会的な話題について一定の支援を活用し必要な情報を聞き取り話の意図や要点を把握するこ

とができるようにする。

2.「読むこと」日常的・社会的な話題について一定の支援を活用し必要な情報を読み取り文章の展開や書き手の意図を

把握することができるようにする。

3.「話すこと」日常的・社会的な話題について一定の支援を活用し多様な語句や文を用いて情報や考え気持ちなどを伝

え合うやり取りを続けたり、論理的に詳しく伝えたりすることができるようにする。

4．「書くこと」日常的・社会的な話題について、一定の支援を活用し情報や考えを論理性に注意して複数の段落から成

る文章で詳しく書いて伝えることができるようにする。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 東京書籍All Aboard! English CommunicationⅠ

スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数4時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/5 英語を学ぶ理由
第１回 A:4/10  W:4/13

Bridge Lesson で英文の構造を

確認し、英文法の基礎を復習す

る。

Lesson1 Hello, Japan!
Lesson2 A Present for Sophie
５つの文構造を学習し、理解す

る。また、自己紹介の内容を自分

で用意し、ペアワークを行う。

2 4/5 Lesson1 文構造 第１回

4月19日3 4/12 Lesson2 文構造

4 4/19 Lesson3 時制 現在・過去 第２回

5月6日5 4/26 Lesson4 時制 未来

6 5/3 Lesson5 完了形 現在完了
第３回

5月17日7 5/10 Lesson6 完了形 過去完了
第２回 A:5/29  W:6/1

Lesson5 Music Lovers
Lesson6 What a Day!
文法では完了形を学習し、理解す

る。

また、自分の好きな音楽について

ペアワークを通して紹介しあう。

8 5/17 Lesson7 助動詞 第４回

5月31日9 5/24 Lesson8 助動詞

10 5/31 Lesson9 受け身 第５回

6月14日11 6/7 Lesson10 不定詞

12 6/14 Lesson11 動名詞
第６回

6月28日13 6/21 Lesson12 分詞①
第３回 A:7/3  W:7/13

Lesson12 A Movie Review
文法では分詞について学習する。

また、自分の好きな映画につい

て、ペアワークを通して紹介す

る。

14 6/28 Lesson13 分詞②

15 7/5 Lesson14 関係代名詞

16 7/5 期末テストについて①

17 7/5 期末テストについて②

18 7/26 Lesson15 関係副詞 Lesson16 関係代名詞

19 8/16 Lesson17 Lesson18 比較 期末試験： 9/8 (木)
試験範囲は第2週～第13週、

レポート第1回～第6回20 8/16 Lesson19 Lesson 20 仮定法

教  科 科  目 担 当 者

英語 英語表現Ⅰ 単位数：2単位 林 実優

指導目標

英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成するとともに、事実や意見などを多様な観点か

ら考察し、論理の展開や表現の方法を工夫しながら伝える能力を養う。

文構造から仮定法まで基本となる文法事項を学び、情報や考えを表す英語力を習得する。レポートでは文章をまとめる

力を養う。スクーリングでは発表の仕方を学び、コミュニケーション能力を高める。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 東京書籍New Favorite
スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数4時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期学習予定表                      東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/6 家庭基礎の学習について ～入門編～ 第１回 4/22（金）

2 4/6 生活のマネジメント、青年期の課題と自立 第1回
4月20日

伝統刺しゅう『刺し子』について、

歴史的背景をふまえ、貴重な資源を

大切に使っていくことを学ぶ。

裁縫の基礎（玉結び、なみ縫い、玉

止め）を確認し、布巾を作成してい

く。

3 4/13 家族・家庭生活

4 4/20 子どもの生活と子育て 第2回
5月6日5 4/27 高齢期の生活、共生社会をつくる

6 5/4 食生活のマネジメント① 第3回
5月18日7 5/11 食生活のマネジメント② 第２回 6/10（金）

8 5/18 食生活のマネジメント③ 第4回
6月1日

『刺し子』刺しゅうを行なう。針の

進め方や縫い物の基礎を理解させ、

布巾として使える段階までを目標に

進めていく。

9 5/25 衣生活のマネジメント

10 6/1 住生活のマネジメント 第5回
6月15日11 6/8 経済生活①

12 6/15 経済生活② 第6回
6月29日13 6/22 持続可能な社会① 第３回 7/15（金）

14 6/29 持続可能な社会② 刺しゅう部分を縫い進めながら、い

くつかの糸のつなぎ方を学び、完成

に仕上げていく。
15 7/6 食事計画

16 7/6 期末試験に向けて

17 7/6 期末試験に向けて

18 7/27 和の暮らし①

19 8/17 和の暮らし② 期末試験：9/7（水）

試験範囲：第2回～第11回、レポート1回～5回
スクーリング：第1、2回は1時間、第3回は2時間20 8/17 未来のデザイン

教 科 科 目 担 当 者

家庭科 家庭基礎 単位数：2単位 蕪木恵子

指導目標

生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を通して，様々な人々と協働し，よりよい社会の

構築に向けて，男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1)人間の生涯にわたる発達と生活の営みを総合的に捉え，家族・家庭の意義，家族・家庭と社会との関わりについて

理解を深め，家族・家庭，衣食住，消費や環境などについて，生活を主体的に営むために必要な理解を図るとともに，

それらに係る技能を身に付けるようにする。

(2)家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして課題を設定し，解決策を構想し，実践を評価・改善し，

考察したことを根拠に基づいて論理的に表現するなど，生涯を見通して生活の課題を解決する力を養う。

(3)様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，地域社会に参画しようとするとともに，自分や家庭，地域の

生活を主体的に創造しようとする実践的な態度を養う。

高校通信講座 あり 講座数：全20回 教科書 大修館書店 クリエイティブ・リビング

スクーリング
1単位時間×2回
2単位時間×1回 合格時間数2時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 なし

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期学習予定表(2013 ｶﾘｷｭﾗﾑ)            東海大学付属望星高等学校

回 配信日

付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(締切期

日)

スクーリング

（日程と内容）

1 4/6 入門講座～家庭科を学ぶ～ 第 1 回 5/15（日）5/11（水）

刺し子について学ぶ。裁縫の基礎（玉止め、玉結び、

なみ縫い）を確認し、刺し子を用いて布巾を縫う。玉

結びは指を使って正しく作れるように指導する。玉止

めは布から浮いてしまうと刺繍部分が緩んでしまう

ので、きちんと布にくっついた状態で出来上がるよう

に繰り返し練習させていく。

2 4/6 家族と法律 第 1 回

4 月 20 日3 4/13 子どもを育てる

4 4/20 高齢期を生きる 第 2 回

5 月 6 日
5 4/27 経済生活をつくる①

6 5/4 経済生活をつくる② 第 3 回

5 月 18 日
7 5/11 食生活をつくる①

第 2 回  6/26（日）6/22（水）

8 5/18 食生活をつくる② 第 4 回

6 月 1 日

刺し子の刺繍を行う。針の持ち方や縫い物の基礎を

きちんと理解させ刺繍を進める。縫い進めていくと

糸が引っ張られてしまい、布が波を打ってしまうの

で、玉結びをする前にきちんと布を平らにした状態

でのばすように指導していく。

9 5/25 食生活をつくる③

10 6/1 衣生活をつくる 第 5 回

6 月 15 日
11 6/8 住生活をつくる

12 6/15 調理のいろは 第 6 回

6 月 29 日 第 3 回 8/28（日）8/31（水）

13 6/22 変わりゆく衣食住 刺繍の部分を完成させ、布巾の形を縫い上げていく。

刺繍が終えた生徒は布を布巾の形にしていく。きちん

と採寸して正方形に仕上がるようにしていく。まち針

の正しい使い方を理解させ、作成していく。

14 6/29 和の暮らし

15 7/6 資源・環境

16 7/6 期末試験に向けて

17 7/6 期末試験に向けて

18 7/27 世界の食文化

19 8/17 美しい暮らし 期末試験： 9/7（水）

試験範囲は第 2 週～第 11 週、レポート 1 回～5 回

※スクーリングと期末試験は、日／水のクラスごとに実施

※スクーリング 1・2 回目は 1 時間、3 回目は 2 時間です

20 8/17 未来に向かって

教  科 科  目 担 当 者

家庭科 家庭基礎 単位数：2単位 蕪木恵子

指導目標

基礎的な生活力を身につけ、自己実現のために適切な価値判断と意思決定をする力をつける。生活の営み

に係る見方・考え方を働かせ、男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する資質・能力を育成する

ことを目指す。

高校通信講座 あり 講座数：全 20 回 教科書 大修館 新家庭基礎

スクーリング
1 単位時間×2 回

2 単位時間×1 回
合格時間数 2 時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 6 回 合格枚数 6 枚 副教材 大修館スキルアップ家庭科

期末試験 あり 期末試験評価割合 70％ 評 定 100 点法 5 段階評定



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/6 ガイダンス
第１回 4/10(日) 5/11(水)

Google Blockyで迷路内にいるロボットを前

進・右向き・左向き・条件判定・繰り返しの

ブロックによるプログラミングを行い迷路

を解く。Makecode で micro:bit のシミュレ

ーターを用いてLEDや音声出力、ボタン操

作、センサー読み取りなど機器制御のプログ

ラミングを行う。これらを学ぶことでコンピ

ュータの仕組みを学習する。

2 4/6 情報社会の責任と問題 第１回

4/203 4/13 個人情報・メディア

4 4/20 コミュニケーション・電子メール 第２回

5/65 4/27 ネットワークとその仕組み

6 5/4 インターネットとその利用
第３回

5/187 5/11 情報の安全性
第２回 5/29(日) 6/22(水)

Excelを使用してコンピュータによるデータ

処理手法を学習する。基本用語や基本操作。

オートフィルを利用した連番入力、四則演算

と参照を利用した数式によるデータ処理。関

数によるデータ処理。データの並び替えやフ

ィルタによる抽出機能。棒グラフと円グラフ

の作成。これらを学ぶことで効率的で正確な

データ処理能力の基礎を身に着ける。

8 5/18 知的財産について 第４回

6/19 5/25 ディジタル情報の特徴と活用

10 6//1 ディジタル化と数値 第５回

6/1511 6/8 音や色のディジタル化

12 6/15 画像や動画のディジタル化
第６回

6/2913 6/22 様々な計算
第３回 7/3(日) 8/31(水)

PowerPointを使用して情報発信する際に必

要な知識と技能を身に着ける。新聞記事を、

図形やグラフ、表を活用した視覚的なスライ

ド形式にまとめることで、情報を伝える際に

考慮すべきことを学ぶ。あわせて

PowerPointの基本操作を学ぶ。

14 6/29 問題解決について

15 7/6 ディジタル画像について

16 なし

17 なし

18 7/27 トピックス①

公開鍵暗号システム

19 8/17 トピックス②

電子証明書とその応用

評価基準：

レポート 60%スクーリングでの課題への取り組

み40%で評価
20 8/17 トピックス③

プログラミング

教 科 科 目 担 当 者

情報 社会と情報 単位数：2単位 糸賀 雅史

指導目標

情報の特徴と情報化が社会に及ぼす影響を理解させ，情報機器や情報通信ネットワークなどを適切に活用して情報を

収集，処理，表現するとともに効果的にコミュニケーションを行う能力を養い，情報社会に積極的に参画する態度を育

てる。

高校通信講座 あり 講座数：全18回 教科書 実教出版 高校社会と情報新訂版

スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数4時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 ケーススタディ情報モラルver16

期末試験 なし 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1 4/6 ガイダンス
第１回 4/10(日) 4/13(水)

Google Blockyで迷路内にいるロボットを前

進・右向き・左向き・条件判定・繰り返しの

ブロックによるプログラミングを行い迷路

を解く。Makecode で micro:bit のシミュレ

ーターを用いてLEDや音声出力、ボタン操

作、センサー読み取りなど機器制御のプログ

ラミングを行う。これらを学ぶことでコンピ

ュータの仕組みを学習する。

2 4/6 情報社会の責任と問題 第１回

4/203 4/13 個人情報・メディア

4 4/20 コミュニケーション・電子メール 第２回

5/65 4/27 ネットワークとその仕組み

6 5/4 インターネットとその利用
第３回

5/187 5/11 情報の安全性
第２回 5/29(日) 6/1(水)

Excelを使用してコンピュータによるデータ

処理手法を学習する。基本用語や基本操作。

オートフィルを利用した連番入力、四則演算

と参照を利用した数式によるデータ処理。関

数によるデータ処理。データの並び替えやフ

ィルタによる抽出機能。棒グラフと円グラフ

の作成。これらを学ぶことで効率的で正確な

データ処理能力の基礎を身に着ける。

8 5/18 知的財産について 第４回

6/19 5/25 ディジタル情報の特徴と活用

10 6//1 ディジタル化と数値 第５回

6/1511 6/8 音や色のディジタル化

12 6/15 画像や動画のディジタル化
第６回

6/2913 6/22 様々な計算
第３回 7/3(日) 7/13(水)

PowerPointを使用して情報発信する際に必

要な知識と技能を身に着ける。新聞記事を、

図形やグラフ、表を活用した視覚的なスライ

ド形式にまとめることで、情報を伝える際に

考慮すべきことを学ぶ。あわせて

PowerPointの基本操作を学ぶ。

14 6/29 問題解決について

15 7/6 ディジタル画像について

16 なし

17 なし

18 7/27 トピックス①

公開鍵暗号システム

19 8/17 トピックス②

電子証明書とその応用

評価基準：

レポート 60%スクーリングでの課題への取り組

み40%で評価
20 8/17 トピックス③

プログラミング

教 科 科 目 担 当 者

情報 社会と情報(E) 単位数：2単位 糸賀 雅史

指導目標

情報の特徴と情報化が社会に及ぼす影響を理解させ，情報機器や情報通信ネットワークなどを適切に活用して情報を

収集，処理，表現するとともに効果的にコミュニケーションを行う能力を養い，情報社会に積極的に参画する態度を育

てる。

高校通信講座 あり 講座数：全18回 教科書 実教出版 高校社会と情報新訂版

スクーリング 2単位時間×3回 合格時間数4時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全6回 合格枚数 6枚 副教材 ケーススタディ情報モラルver16

期末試験 なし 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画        東海大学付属望星高等学校

回 配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

なし 第 1回 4/24（日）,
4/13（水）※

文化について

報告課題の取り組み方

いろいろな角度から文化を見る
第 1回

4月 22日

第 2回

6月 17日

第 3回

7月 22日
第 2回 6/12（日）

    6/1（水）

世界中にさまざま英語に触れる。

世界中のお祭りについて知る。

第 3回 7/17（日）

7/13（水）

    

コミュニケーションの取り方は多種多様である。

この日のスクーリングではボディランゲージを

学ぶ。それは、英語圏の人だけでなく非英語圏の

人のボディランゲージを学ぶ。

期末試験： なし

※スクーリング（日）（水）は、それぞれ登校クラスごと実施。

教  科 科  目 担 当 者

総合的な探

究の時間
異文化認識 単位数：1単位 大谷 光夫

指導目標

探究の見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学習を行うことを通して，自己の在り方生き方を考

えながら，よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1)探究の過程において，課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け，課題に関わる概念を形成

し，探究の意義や価値を理解するようにする。

(2)実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし，自分で課題を立て，情報を集め，整理・分析

して，まとめ・表現することができるようにする。

(3)探究に主体的・協働的に取り組むとともに，互いのよさを生かしながら，新たな価値を創造し，より

よい社会を実現しようとする態度を養う。

異文化をいろいろな角度から触れることで異文化の認識を深めていく。

高校通信講座 なし 教科書 なし

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数 1時間 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 3回 合格枚数 3枚 副教材 なし

期末試験 なし 評 定 合否のみ



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

教 科 科 目 担 当 者

総合的な探究の時間 パズルで数学 単位数：1単位 迫田 将一

指導目標

探究の見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学習を行うことを通して，自己の在り方生き方を考えながら，よりよ

く課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1)探究の過程において，課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け，課題に関わる概念を形成し，探究の意義

や価値を理解するようにする。

(2)実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし，自分で課題を立て，情報を集め，整理・分析して，まとめ・

表現することができるようにする。

(3)探究に主体的・協働的に取り組むとともに，互いのよさを生かしながら，新たな価値を創造し，よりよい社会を実現

しようとする態度を養う。

特に，事象を分析したり，規則性を探したりして論理的思考力および考察力を養い，その根拠を自らの言葉で説明で

きるようにする。

高校通信講座 無し 教科書 なし

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全3回 合格枚数 3枚 副教材 なし

期末試験 なし 評 定 合否のみ

回 配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

なし

第1回
4月22日

第2回
6月17日

第3回
7月22日

第1回
Aクラス：4月24日（日）

Wクラス：4月13日（水）

与えられた条件から論理的に考えたり，情報を整理した

りすることで答えを導く論理パズルに挑戦する。

第2回
Aクラス：6月12日（日）

Wクラス：6月1日（水）

白地図のように，いくつかの領域に区切られた平面図形

をなるべく少ない色数で塗り分けるには何色必要かを考

える。また，この問題の背景を紹介し，定理の証明とコン

ピュータの関係について考える。

第3回
Aクラス：7月17日（日）

Wクラス：7月13日（水）

ある条件を満たす図形の面積は、それがどれだけ複雑な

形であっても簡単に計算して求めることができる。学校で

は教えてくれない公式と、高校数学で理解できる証明方法

を紹介する。

※注意！

この科目には，高校通信教育講座はありません。例年，

動画があると勘違いしてレポート提出が遅れる生徒が少

なからずいます。締切日をよく確認して，忘れずに提出し

てください。

スクーリングの日程をよく確認して出席してください。



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

スクーリング

（日程と内容）

レポート

(締切期日)

第１回 4/13(水) 4/24(日)
第１回 4月22日

生涯スポーツの考え方・レジャー社会・ライフステージ

第２回 6/1(水) 6/12(日)
第２回 6月17日

健康づくりのための運動指針・運動種目

第３回 7/13(水) 7/17(日)
第３回 7月22日

健康づくりのための運動種目

評価基準：合否のみ

教 科 科 目 担 当 者

総合的な探究の時間 生涯スポーツ 単位数：1単位 井澤 広大

指導目標

探究の見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、自己の在り方生き方を考えながら、より

よく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1)探究の過程において、課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わる概念を形成し、探究の意義

や価値を理解するようにする。

(2)実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・

表現することができるようにする。

(3)探究に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、新たな価値を創造し、よりよい社会を実現

しようとする態度を養う。

高校通信講座 なし 教科書 なし

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全3回 合格枚数 3枚 副教材 なし

期末試験 なし 評 定 合否のみ



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

なし

第１回 4/13(水) 4/24(日)
ケーキ屋を経営することを想定しどのようにすれば

利益が上がるかという問題を通じて問題解決の意味

と手法を学ぶ。過去 60日のケーキの売り上げから製

造個数と利益をモデル化し、毎日何個ケーキを製造す

ると最も利益が上がるか 16 個から 20 個製造した場

合の利益を計算することで、シミュレーションによる

定量的な問題解決の手法を身に着ける。

第１回

4月22日

第２回

6月17日

第３回

7月22日 第２回 6/1(水) 6/12(日)
アンケートや実験等で自ら集めた一次情報と人が集

めた情報を利用する二次情報の違いを理解した上で、

問題解決に必要な情報収集の手法を学ぶ。ファッショ

ンチェーンが新店舗を開設する際に市場調査した手

法を紹介し、コンビニエンスストアが和洋菓子の販売

データを収集し分析する際に使った手法とその分析

結果を学ぶことで、多様な情報収集手法とその活用方

法を身に着ける。

第３回 7/13(水) 7/17(日)
KJ法を実際に体験することで問題解決の具体的手

法を学ぶ。人工知能を題材に、自由な発想によるブレ

インストーミングで意見を出し合い、グループ化して

グループに表題を付け、グループ間の関係を図示し、

図解化されたアイディアを文章化することで、問題を

解決する科学的な手法を身に着ける。

評価基準：

合否のみ

教 科 科 目 担 当 者

総合的な探究の時間 問題解決 単位数：1単位 糸賀 雅史

指導目標

探究の見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学習を行うことを通して，自己の在り方生き方を考えながら，より

よく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 探究の過程において，課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け，課題に関わる概念を形成し，探究の

意義や価値を理解するようにする。

(2) 実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし，自分で課題を立て，情報を集め，整理・分析して，まと

め・表現することができるようにする。

(3) 探究に主体的・協働的に取り組むとともに，互いのよさを生かしながら，新たな価値を創造し，よりよい社会を

実現しようとする態度を養う。

目標とする状態と現在の状態の差を把握しその差を解消する解決策を作成し実行する問題解決の手法を身に着ける。

高校通信講座 なし 教科書 なし

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数1時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全3回 合格枚数 3枚 副教材 なし

期末試験 なし 評 定 合否のみ



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信日
高校通信教育講座

（単元・学習内容）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

1
第１回 4/24(日)  4/8(金)

高校基礎

STAGE 1 p.12～p.52
Lesson 1～Lesson18
語彙の発音を復習し、表現を練習

する。

c

2 第１回

5月6日3

4 第２回

5月31日5

6
第３回

6月28日7
第２回 6/12(日)  5/20(金)

高校基礎

STAGE 2  p.53 -p.98 
Lesson 1～Lesson20
語彙の発音を復習し、表現を練習

する。

8

9

10

11

12

13
第３回 7/17(日)  7/1(金)

高校基礎

STAGE 3  p.99 -p.144
Lesson 1～Lesson20
語彙の発音を復習し、表現を練習

する。

14

15

16
17
18

19 期末試験：9/8（木）

試験範囲：レポート第1回～第3回

提出物 ：ワークブック20

教 科 科 目 担 当 者

学校設定科目 ステップアップ英語a 単位数：1単位 高倉 洋子

指導目標

英語学習の土台となるボキャブラリーを増強し、リスニング、リーディング、ライティング、スピーキングの4 技能を

高める。

高校通信講座 なし 教科書 なし

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数1時間以上 学習図書 東京書籍 コーパス3000

レポート 全3回 合格枚数 3枚 副教材 東京書籍 ワークブック

期末試験 あり 期末試験評価割合70％ 評 定 100点法5段階評定



２０２２年度春学期 教育計画 東海大学付属望星高等学校

回 配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(〆切期日)
スクーリング

（日程と内容）

１ 4/8
現代文明論とは 第１回 4/24（日）4/8（金）

校長講話

現代文明論とは何か。思想を培うとはどの

ようなことなのか。東海大学建学にあたり、

創設者が語り続けたその思想を学ぶととも

に、意義ある人生を送るため、多様なものの

見方の中から、正しいものの見方・考え方を

確立する方法を学ぶ。

副教材『明日へのメッセージ』

２
4/8

東海大学の源と望星学塾（1）
第１回

5月 6日
３ 東海大学の源と望星学塾（2）

４ 4/22 創立者と彼を支えた人たち

５ デンマークの復興と教育に学ぶ

６

5/6

ユニバーサルデザイン

第 2回

6月 3日
７

スポーツ用具の技術革新と

記録の向上

第２回 6/12（日）5/20（金）

知的財産権について（大嶋）

『テーマ：近未来のスポーツ用品について

考えよう！』

授業を通じてそれぞれの個性に応じて科学

技術・デザイン・ブランド・そして、文

芸・学術・美術・音楽などの創造者となれ

るような創造性の育成を図る。ここでは、

スポーツ用具の進歩による技術革新と記録

の向上を通して、それらに関わる知的財産

権について体験的に学習する。

８ 5/20 Variety is the spice of life.

９ 身体と水分

10 6/3 自然と共に生きる

第 3回

7月 1日

11 化学物質との付き合い方

12
6/17

星の王子さまと私たち

13
スポーツ（テニス）の変遷 第３回 7/17（日）7/1（金）

SNSなどスマホ利用について（名和）

携帯電話（スマホ）を利用する際に守ってほ

しいルールやマナー、覚えておいてほしい

スマホ・ケータイやインターネットにかか

わるトラブルや事件・事故の事例を紹介し、

子どもたちが自らの判断でリスクを回避す

る能力を身に付けていくための授業。

14 7/1 異文化理解

15
7/8

エスペラント

16
17

18 7/29 数学史

19 8/19 言葉の力 期末試験：  なし

試験範囲：

※20 8/19 これからの学び

教  科 科  目 担 当 者

総合文明 高校現代文明論① 単位数：2単位 名和 優子

指導目標

自らに「人生如何に生きるべきか」と問いかけ、意義ある人生を送るため、多様なものの見方の中から、正

しいものの見方・考え方を確立し、人道主義・人格主義に基づいた思想を培う。

高校通信講座 あり 講座数：全 18回 教科書
東海大学出版

新編高校現代文明論

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 3回 合格枚数 3枚 副教材 なし

期末試験 なし 評 定 100 点法 5 段階評定



２０２２年度春学期 教育計画(2013 ｶﾘｷｭﾗﾑ) 東海大学付属望星高等学校

回 配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(〆切期日)
スクーリング

（日程と内容）

１ 4/8
現代文明論とは

第１回 4/24（日）4/13（水）

校長講話

現代文明論とは何か。思想を培うとはどのよ

うなことなのか。東海大学建学にあたり、創設

者が語り続けたその思想を学ぶとともに、意

義ある人生を送るため、多様なものの見方の

中から、正しいものの見方・考え方を確立する

方法を学ぶ。

副教材『明日へのメッセージ』

２

4/8
東海大学の源と望星学塾（1）

第１回

5月 6日

３
東海大学の源と望星学塾（2）

４

4/22
創立者と彼を支えた人たち

５
デンマークの復興と教育に学ぶ

６

5/6
ユニバーサルデザイン

第 2回

6月 3日

７
スポーツ用具の技術革新と

記録の向上

第２回 6/12（日）6/1（水）

知的財産権について（大嶋）

『テーマ：近未来のスポーツ用品について考

えよう！』

授業を通じてそれぞれの個性に応じて科学技

術・デザイン・ブランド・そして、文芸・学

術・美術・音楽などの創造者となれるような

創造性の育成を図る。ここでは、スポーツ用

具の進歩による技術革新と記録の向上を通し

て、それらに関わる知的財産権について体験

的に学習する。

８

5/20
Variety is the spice of life.

９
身体と水分

10
6/3

自然と共に生きる

第 3回

7月 1日

11
化学物質との付き合い方

12
6/17

星の王子さまと私たち

13
スポーツ（テニス）の変遷

第３回 7/17（日）7/13（水）

SNSなどスマホ利用について（名和）

携帯電話（スマホ）を利用する際に守ってほし

いルールやマナー、覚えておいてほしいスマ

ホ・ケータイやインターネットにかかわるト

ラブルや事件・事故の事例を紹介し、子どもた

ちが自らの判断でリスクを回避する能力を身

に付けていくための授業。

14 7/1
異文化理解

15
7/8

エスペラント

16
17

18 7/29
数学史

19 8/19
言葉の力

期末試験：なし

試験範囲：

20 8/19
これからの学び

教  科 科  目 担 当 者

総合文明 高校現代文明論① 単位数：2単位 名和 優子

指導目標

自らに「人生如何に生きるべきか」と問いかけ、意義ある人生を送るため、多様なものの見方の中から、正

しいものの見方・考え方を確立し、人道主義・人格主義に基づいた思想を培う。

高校通信講座 あり 講座数：全 18回 教科書
東海大学出版

新編高校現代文明論

スクーリング 1単位時間×3回 合格時間数１時間以上 学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 3回 合格枚数 3枚 副教材 なし

期末試験 なし 評 定 100 点法 5 段階評定



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

回 配信

日付

高校通信教育講座

（学習項目）

レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

１ /
第１回 5/15（日） 4/6（水）

〈DVD アマデウス鑑賞〉

作曲家「モーツァルト」の生涯を綴った作

品を鑑賞し、古典派での音楽家の姿、職業

スタイル、作曲の方法、演奏会の様子を知

る。また鍵盤楽器のチェンバロや、チェレ

スタの楽器の形、鍵盤の様子、音色などを

知る。

２ 4/6 エピソードのある名曲

第１回

5月 6日

３ /

４ 4/20 鍵盤楽器の響き

５ /

６ 5/4 映像と音楽

第２回

6月 1日

７ /
第２回 6/26 （日） 5/18 （水）

〈DVD ファンタジアの鑑賞〉

初のトーキー映画と言われる作品、初の

トーキーアニメ映画と言われる作品を鑑

賞し、映像と音楽の歴史を確認する。見

る音楽・聞く映像をコンセプトに製作さ

れた「ファンタジア」を鑑賞し、音楽の

イマジネーションを広げる。

８ 5/18 管楽器の響き

９ /

10 6/1 オルゴールの魅力

第３回

6月 29日

11 /

12 6/15 弦楽器の響き

13 /
第３回 8/28（日） 7/6（水）

〈DVD オペラ カルメン鑑賞〉

オペラにおけるソリストと合唱団の関係、

声域（ソプラノ・メゾソプラノ・テノール・

バリトン）による配役の特徴を知る。また

このオペラから生まれた、単独でも演奏さ

れる名曲が、どのシーンでどのように使わ

れたかを知る。

14 6/29 アレンジの魅力

15 /

16 /

17 /

18 7/27 「カルミナブラーナ」

19 / 期末試験：   なし

20 8/17 春学期を振り返って

教  科 科  目 担 当 者

学校設定科目 音楽鑑賞 B 単位数：1単位 佐々木 優子

（到達目標）

鍵盤楽器・管楽器・弦楽器・オルゴールの楽器の特徴・音色を確認し、アレンジによる変化も知る。

また映像と音楽の歴史も確認し、音楽知識の幅を広げる。

高校通信講座 あり 講座数：全 9回 教科書 なし

スクーリング
2単位時間×3
回

合格時間数 2時間以上
学習図書 自校作成の教材資料を使用

レポート 全 3回 合格枚数 3枚 副教材 なし

期末試験 なし 評 定 100 点法 5 段階評定


