
２０２２年度秋学期 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 10/7 公共を学ぶ～公共的な空間に生きる私たち 
 第１回 11/6（日） 10/21（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 10/7 公共的な空間をつくる私たち 
第１回 

4月22日 3 10/14 
公共的な空間における人間としてのあり方

生き方 

4 10/21 公共的な空間における基本的原理 第２回 

5月 6日 5 10/28 法や規範の意識と役割 

6 11/4 司法参加の意義 
第３回 

5月20日 7 11/11 私たちと選挙 
第２回 12/18（日） 12/2（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 11/18 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 11/25 国際社会と国家主権 

10 12/2 
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 12/9 市場経済の機能と限界 

12 12/16 経済のグローバル化～国際分業と貿易 
第６回 

7月 1日 13 12/23 フェアトレードを考える～グローバル化する経済 
第３回 1/29（日） 1/20（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 12/30 地球環境問題と資源・エネルギー問題  

15  1/6 生命倫理 

16 1/6 期末試験 

17  1/6 期末試験 

18 1/20 契約と消費者の権利 

19 1/27 雇用と労働問題／社会の変化と職業観 期末試験：2月8日（水） 

試験範囲は第2週～第13週、レポート第1回～第6回 

20 1/27 
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 

地理歴史公民科 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 秋学期 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 
(21週) 10/3 

入門講座 
【p,60～p,62】 

 第1回 10/2(日) 10/19(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 
(22週) 

10/3 
大航海時代とルネサンス① 
【p,62～p,63・p,92～p,96】 

第１回 

10月17日 
3 

(23週) 
10/10 

ルネサンス②と宗教改革 
【p,96～p,99】 

4 
(24週) 

10/17 
イギリス革命 
【p,100・p,102】 

第2回 

10月31日 
5 

(25週) 
10/24 

アメリカ独立革命 
【p,118～p,119】 

6 
(26週) 

10/31 
フランス革命① 
【p,120～p,121】 

第3回 

11月14日 
7 

(27週) 
11/7 

フランス革命② 
【p,121～p,123】 

第2回 11/20(日) 12/7(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 
(28週) 

11/14 
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 

11月28日 
9 

(29週) 
11/21 

イギリス産業革命 
【p,110～p,113・p,128】 

10 
(30週) 

11/28 
イタリア・ドイツの統一 
【p,132～p,133】 第5回 

12月12日 
11 

(31週) 
12/5 

第一次世界大戦 
【p,158～p,161・p,172～p,176】 

12 
(32週) 

12/12 
ファシズムの台頭と第二次世界大戦 
【p,186～p,195】 第6回 

12月26日 
13 

(33週) 
12/19 

戦後世界の出発 
【p,195～p,196】 

第3回 1/8(日) 1/25(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 
(34週) 

12/26 
東西冷戦構造 
【p,197】 

＜備考＞ 

締切より 1 ヶ月以上

経過したレポートは

不合格となるので、

注意をすること。 

まとめ出しなどもせ

ず、計画的に学習を

しましょう。 

15 
(35週) 

1/2 
変容する冷戦 
【p,198・p,208】 

16 
(36週) 

1/2 期末試験に向けて 

17 
(37週) 

1/2 期末試験に向けて 

18 
(38週) 

1/16 
ベトナム戦争とプラハの春 
【p,201・p,209・p,211・p,220～p,221】 

19 
(39週) 

1/23 
現代の中東問題① 
【p,202・p,216】 

期末試験日時： 2/8（水） 

＜試験範囲＞ 

レポート：第1回〜第6回 

通信講座：第2回〜第13回(22週～33週) 

20 
(40週) 

1/23 
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・公民 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 秋学期 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 
(21週) 10/3 

入門講座 
【p,60～p,62】 

 第1回 10/16(日) 10/19(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 
(22週) 

10/3 
大航海時代とルネサンス① 
【p,62～p,63・p,92～p,96】 

第１回 

10月17日 
3 

(23週) 
10/10 

ルネサンス②と宗教改革 
【p,96～p,99】 

4 
(24週) 

10/17 
イギリス革命 
【p,100・p,102】 

第2回 

10月31日 
5 

(25週) 
10/24 

アメリカ独立革命 
【p,118～p,119】 

6 
(26週) 

10/31 
フランス革命① 
【p,120～p,121】 

第3回 

11月14日 
7 

(27週) 
11/7 

フランス革命② 
【p,121～p,123】 

第2回 12/4(日) 12/7(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 
(28週) 

11/14 
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 

11月28日 
9 

(29週) 
11/21 

イギリス産業革命 
【p,110～p,113・p,128】 

10 
(30週) 

11/28 
イタリア・ドイツの統一 
【p,132～p,133】 第5回 

12月12日 
11 

(31週) 
12/5 

第一次世界大戦 
【p,158～p,161・p,172～p,176】 

12 
(32週) 

12/12 
ファシズムの台頭と第二次世界大戦 
【p,186～p,195】 第6回 

12月26日 
13 

(33週) 
12/19 

戦後世界の出発 
【p,195～p,196】 

第3回 1/15(日) 1/25(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 
(34週) 

12/26 
東西冷戦構造 
【p,197】 

＜備考＞ 

締切より 1 ヶ月以上

経過したレポートは

不合格となるので、

注意をすること。 

まとめ出しなどもせ

ず、計画的に学習を

しましょう。 

15 
(35週) 

1/2 
変容する冷戦 
【p,198・p,208】 

16 
(36週) 

1/2 期末試験に向けて 

17 
(37週) 

1/2 期末試験に向けて 

18 
(38週) 

1/16 
ベトナム戦争とプラハの春 
【p,201・p,209・p,211・p,220～p,221】 

19 
(39週) 

1/23 
現代の中東問題① 
【p,202・p,216】 

期末試験日時： 2/8（水） 

＜試験範囲＞ 

レポート：第1回〜第6回 

通信講座：第2回〜第13回(22週～33週) 

20 
(40週) 

1/23 
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・公民 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） 

21 10/7 
 

地中海世界（入門講座） 

 

 

 第１回  11/6  10/5 

ゲルマン文化におけるケルト人文化の

継承とキリスト教 

ヨーロッパの思想、文化は、ローマ時代

からのキリスト教とゲルマン文化が融

合した文化といえる。そのゲルマン文

化の根底には古来ヨーロッパ中西部に

居住していたケルト人文化があること

を、クリスマスやハロウィンの祭礼か

ら探り、理解させる。 

 

22 10/7 
 

ヨーロッパ世界の形成 第１回 

10/21 
23 10/14 

 

ビザンツ帝国の興亡 

24 10/21 
 

西ヨーロッパ世界の成長と拡大 第２回 

11/4 
25 10/28 

 

封建社会の解体と王権の伸長 

26 11/4 
 

近代ヨーロッパの成立（１） 第３回 

11/18 
27 11/11 

 

近代ヨーロッパの成立（２） 

 第２回  12/18  11/30 

ハプスブルク家とヨーロッパ史 

ヨーロッパの中世〜近現代史に登場する

名家ハプスブルク家の人々を通して、ヨ

ーロッパがどのような歴史を歩んできた

かを検証する。またどのような事件や事

象にハプスブルク家の人々が関わってき

たかを調べることによってヨーロッパ近

代史を理解させる。 

28 11/18 
 

ヨーロッパ主権国家体制の展開 第４回 

12/2 
29 11/25 

 

産業革命 

30 12/2 
 

アメリカの独立 第５回 

12/16 
31 12/9 

 

フランス革命とナポレオン 

32 12/16 
 

国民国家の誕生と広がり（１） 
第６回 

1/6 

 33 12/23 
 

国民国家の誕生と広がり（２） 

 第３回  1/29  12/21 

ナポレオンの名言から探るフランス革命と

ナポレオン 

フランス革命期の英雄であるナポレオン＝

ボナパルトの名言を通して、バスティーユ

牢獄襲撃に始まりナポレオンによる統領政

府樹立、ナポレオンによるヨーロッパ支配

を紐解いていく。フランス革命の精神がど

のようにしてヨーロッパに浸透していった

のかを理解させる。 

34 12/30 
 

帝国主義と世界分割競争 

 

35 1/6 
 

世界大戦の時代（１） 

36 1/6 
 

期末試験に向けて 

37 1/6 
 

期末試験に向けて 

38 1/20 
 

世界大戦の時代（２） 

39 1/27 
 

東西冷戦と多極的国際社会（１） 

期末試験： 

試験範囲：第 22週〜第 31週レポート第 1回〜第 5回 

※スクーリング・期末試験は、（日）（水）それぞれ登校

クラスごとに実施。 
40 1/27 

 

東西冷戦と多極的国際社会（２） 
 

教 科 科目 担当 

地歴歴史 世界史 B② 
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年度秋学期 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 10/7 地理を学ぶ（入門講座） 
 【第1回】A：10/16(日) W：10/19(水) 

●ニューツーリズムと世界の地図 

昨今注目を浴びている「ニューツーリズム」に

ついて理解し、観光目的の変化を学習する。また、

渋谷区に所在する本校から行ける観光地も紹介

し、地元への理解を深める。 

さまざまな視点から見た世界の地図を紹介し、

それらが何を示すものなのかを考察する。地球規

模の空間を認識し、既存の知識を活用して地理的

思考力を養う。 

2 10/7 世界のエネルギー① 
第1回 

10月21日 
3 10/14 世界のエネルギー② 

4 10/21 世界の工業① 
第2回 

11月4日 
5 10/28 世界の工業② 

6 11/4 第３次産業と交通・通信 
第3回 

11月18日 
7 11/11 現代世界の貿易と経済圏 

【第2回】A：12/4(日) W：12/7(水) 

●世界の宗教 

 ヨーロッパにおけるキリスト教の分布を理解

する。特に、南部ではカトリック、中北部では

プロテスタント、東部ではオーソドックス、イ

ギリスでは聖公会が広く分布していることを理

解する。また、宗教と民族、言語には密接な関

係性があることを考えさせ、今後の通信講座の

内容に備える。 

8 11/18 村落と都市 
第4回 

12月2日 
9 11/25 民族と宗教 

10 12/2 現代世界の諸地域（ヨーロッパ①） 
第5回 

12月16日 
11 12/9 現代世界の諸地域（ヨーロッパ②） 

12 12/16 現代世界の諸地域（ロシア） 
第6回 

1月6日 
13 12/23 現代世界の諸地域（アングロアメリカ） 

【第3回】A：1/15(日) W：1/25(水) 

●半年間の復習および期末試験に向けて 

秋学期の学習内容について、要点を整理しなが

ら復習する。特に第 30 週～第 35 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 12/30 現代世界の諸地域（ラテンアメリカ） 
 

15 1/6 現代世界の諸地域（オセアニア） 

16 1/6 期末試験について 

17 1/6 期末試験について 

18 1/20 人口問題 

19 1/27 領土問題 
期末試験： 2/3(金)  6時間目(15:10～16:00) 

試験範囲：【通信講座】第22週～第33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 1/27 地球に生きる私たち 

教  科 科  目 担 当 者 

地理歴史 地理Ｂ② 
単位数：2単位 

（春①・秋②の分割科目） 
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年度秋学期 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 10/7 地理を学ぶ（入門講座） 
 【第1回】 A：10/2(日) W：10/7(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 10/7 地球上の位置と時差 
第1回 

10月21日 
3 10/14 地図の役割と種類 

4 10/21 現代世界の国家と領域 
第2回 

11月4日 
5 10/28 グローバル化する世界 

6 11/4 世界の地形と人々の生活① 
第3回 

11月18日 
7 11/11 世界の地形と人々の生活② 

【第2回】 A：11/20(日) W：11/18(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 11/18 世界の気候と人々の生活 
第4回 

12月2日 
9 11/25 地球環境問題 

10 12/2 資源エネルギー問題 
第5回 

12月16日 
11 12/9 人口・食料問題 

12 12/16 都市・居住問題 
第6回 

1月6日 
13 12/23 自然災害と防災① 

【第3回】 A：1/8(日) W：12/23(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 12/30 自然災害と防災② 
 

15 1/6 世界の気候と人々の生活（追究事例） 

16 1/6 期末試験について① 

17 1/6 期末試験について② 

18 1/20 世界の言語・宗教と人々の生活（追究事例） 

19 1/27 歴史的背景と人々の生活（追究事例） 
期末試験： 2/3(金)  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 1/27 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年度秋学期 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 10/4 入門講座「歴史を見る方法」 
  第１回 10/2  10/19 

「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 10/4 異国船の接近と幕藩体制の動揺 第１回 

4/19 ３ 10/11 開国と社会の変動 

４ 10/18 明治維新と近代国家の形成 第２回 

5/6 ５ 10/25 
自由民権運動と大日本帝国憲法の制
定 

６ 11/1 条約改正と日清・日露戦争 
第３回 

5/17 ７ 11/8 大日本帝国の展開 
 第２回   11/20  12/7 

 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 11/15 第一次世界大戦と日本 第４回 

5/31 ９ 11/22 民衆運動の展開と大衆文化の形成 

10 11/29 経済恐慌と中国への侵略 第５回 

6/14 11 12/6 第２次世界大戦と日本 

12 12/13 戦後の政治と社会 
 

第６回 

6/28 
13 12/20 経済国家としての発展 

 第３回  12/4  1/25 

 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 12/27 現代の日本と世界  

15 1/3 南からみた日本史（琉球と沖縄） 

16 1/3 期末試験について 

17 1/3 期末試験について 

18 1/17 北からみた日本史（アイヌと北海道） 

19 1/24 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 1/24 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年度秋学期 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 10/4 入門講座「歴史を見る方法」 
  第１回 10/16 

「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 10/4 異国船の接近と幕藩体制の動揺 第１回 

10/18 ３ 10/11 開国と社会の変動 

４ 10/18 明治維新と近代国家の形成 第２回 

11/1 ５ 10/25 
自由民権運動と大日本帝国憲法の制
定 

６ 11/1 条約改正と日清・日露戦争 
第３回 

11/15 ７ 11/8 大日本帝国の展開 
 第２回 12/4 

 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 11/15 第一次世界大戦と日本 第４回 

11/30 ９ 11/22 民衆運動の展開と大衆文化の形成 

10 11/29 経済恐慌と中国への侵略 第５回 

12/13 11 12/6 第２次世界大戦と日本 

12 12/13 戦後の政治と社会 
 

第６回 

12/27 
13 12/20 経済国家としての発展 

 第３回  1/15 

 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 12/27 現代の日本と世界  

15 1/3 南からみた日本史（琉球と沖縄） 

16 1/3 期末試験について 

17 1/3 期末試験について 

18 1/17 北からみた日本史（アイヌと北海道） 

19 1/24 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 1/24 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年度秋学期 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 10/8 入門講座・時代を駆け抜けたアウトロー達 
  第１回 10/16（日） 10/5（水） 

明治維新以後行われた改革

について、四文字熟語をキー

ワードにその内容と意義につ

いて学習する。その際、前近

代（江戸時代）との相違とな

ぜこのような改革が必要だっ

たのかを理解させる。 

 

２ 10/8 開国と江戸幕府の滅亡 
第１回 

 10/21 ３ 10/15 明治維新と近代国家の形成 

４ 10/22 近代国家の成立と自由民権運動 
第２回 

 11/4 
５ 10/29 近代経済の形成と大日本帝国憲法の制定 

６ 11/5 条約改正と日清戦争 第３回 

 11/18 

 ７ 11/12 日露戦争と資本主義社会の確立 
 第２回 12/4（日）11/30（水） 

田中義一・幣原喜重郎・石橋

湛山の３人の首相経験者の主張

を比較してそれぞれの論旨を押

さえ、当時の日本の対中国外交

の可能性を､満州事変勃発当時

の新聞みられる国民感情をも含

めて理解することによって、な

ぜ日本は戦争への道をすすんだ

のかを考察する。 

８ 11/19 第一次世界大戦と日本 
第４回 

 12/2 ９ 11/26 民衆の政治参加と大衆文化の形成 

10 12/3 経済不況と中国侵略 
第５回 

 12/16 11 12/10 アジア太平洋戦争と日本の敗戦 

12 12/17 戦後改革と日本国憲法の成立 
 

第６回 

1/6 
13 12/24 復興・再軍備と日米安保体制 

 第３回 1/15（日）12/21（水） 

アジア太平洋戦争の終結はなぜ

遅れたのかを昭和天皇の言行録

を中心に読み取り、その原因を探

るとともに、戦争責任についても

考察する。 

14 12/31 高度経済成長・ベトナム戦争と沖縄 
 

15 1/7 低成長への転換と経済大国日本 

16 1/7 期末試験に向けて 

17 1/7 期末試験に向けて 

18 1/28 湾岸戦争後の世界と日本 
期末試験： 2/7（火） 

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 2/4 21 世紀の世界と日本 

20 2/11 地域の歴史を調べよう 

 

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年度秋学期 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 10/7 
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 10/7（金）・ 10/2（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 10/7 世界史上の三大革命とその影響 第１回 

 10/21 ３ 10/14 19世紀の世界と日本の開国 

４ 10/21 世界の中の明治維新 第２回 

 11/4 ５ 10/28 近代国家日本の確立 

６ 11/4 帝国主義の時代と東アジア 第３回 

 11/18 

 ７ 11/11 東アジアの変動と日本の産業革命 

８ 11/18 第一次世界大戦と日本 
第４回 

 12/2 

 第２回 11/18（金）・11/20（日） 

「国際秩序の変化や大衆化への問

い」： 

ガンディーによる「塩の行進」を考

察することにより、「非暴力・不服

従」という手段が問題解決の一つの

手段と成り得る事を踏まえ、現代的

な諸課題の形成に関わる国際秩序の

変化や大衆化の歴史とその意味を理

解する。 

９ 11/25 
ヴェルサイユ・ワシントン体制とアジ

アの民族運動 

10 12/2 社会運動と普通選挙の実現 
第５回 

 12/16 
11 12/9 世界恐慌からファシズムの時代へ 

12 12/16 軍部の台頭と戦時体制の確立 
 

第６回 

1/6 
13 12/23 第二次世界大戦とその時代 

 第３回 12/23（金）・1/8（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 12/30 戦後の世界と日本の民主化 
 

15 1/6 植民地の独立と多極化する世界 

16 1/6 期末試験について 

17 1/6 期末試験について 

18 1/20 日本の高度経済成長と世界経済 
期末試験：2/3（金） 

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 1/27 冷戦の終息と日本の経済大国化 

20 2/3 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年度秋学期 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 10/7 
 

入門～現代社会をいきるために 

 

 

 第１回 10/16（日） 10/12（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 10/7 地球環境問題 第１回 

10 月 21 日 ３ 10/14 資源エネルギー問題 

４ 10/21 青年期と自己の形成 第２回 

11 月 4 日 ５ 10/28 現代の民主政治と日本国憲法 

６ 11/4 

現代の経済社会と国民生活① 

～現代の企業 
第３回 

11 月 18 日 

７ 11/11 
現代の経済社会と国民生活② 

～金融の役割 

 第２回 12/4（日） 11/16（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 11/18 公正な裁判の保障 第４回 

12 月 2 日 ９ 11/25 日本の政治機構と政治参加 

10 12/2 平和主義とわが国の安全 第５回 

12 月 16 日 11 12/9 第二次世界大戦後の国際政治 

12 12/16 
世界経済～その現状と課題 

第６回 

1 月 6 日 
13 12/23 

国際連合と国際協力  第３回 1/15（日） 1/18（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 12/30 知的財産権を考える  

15  1/6 職業生活と社会参加 

16 1/6 期末試験に向けて 

17  1/6 期末試験に向けて 

18 1/20 人間の安全保障～難民と地雷問題 

19 1/27 地球人として① 

20 1/27 地球人として② 

 

期末試験：2 月 8 日（水） 

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。 
 

教  科 科  目 担 当 者 

地理歴史公民科 現代社会 単位数：２単位      名和 優子 

指導目標 ：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 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 


