
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

　　　　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

学校設定科目 



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

　　　　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

学校設定科目 



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



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

観点別評価基準（ルーブリック）
レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

①「知識及び技能」については、指導目標における学

習の過程を過した知識及び技能の習得状況について評

価する。：第１回レポート

②「思考力、判断力、表現力等」については、知識及

び技能を活用して課題を解決する等のために必要な思

考力、判断力、表現力等を身に付けているかどうかを

評価する。：第３回レポート

③「主体的に学習に取り組む態度」については、自ら

の学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤

するなど自らの学習を調整しながら、学ぼうとしてい

るかどうかという意思的な側面を評価する。：第２回レ

ポート

観点別評価『Ａ』：「十分満足できる」状況と判断され

るもの

観点別評価『Ｂ』：「おおむね満足できる」状況と判断

されるもの

観点別評価『Ｃ』：「努力を要する」状況と判断される

もの

第１回:6/24(金)

第２回:７/17(日)

第３回:７/17(日)

面接指導(1時間)
6/22（水）、6/24（金）、6/26（日）

※いずれかに参加

校外実習(3時間)
7/2(日)

内容

主に校外学習についての事前指導

教 科 科 目 担 当 者

　　　　社会研究① 単位数：1単位 田村基成・椿友輔

指導目標

SDGｓ（持続可能な開発目標）について、日本科学未来館を訪れて理解を深める。地球環境の現状について把握し、持

続可能な社会実現のため、どのようなテクノロジー開発が必要かについて学ぶ。持続可能な社会の実現のため、どのよ

うな社会を目指し、自分自身がどのような行動を目指すべきか考察する。

高校通信講座 なし 教科書 なし

スクーリング
1単位時間×1回
2単位時間×1回 合格時間数3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 100点法5段階評定

学校設定科目 



２０２２年度春学期 教育計画   東海大学付属望星高等学校

観点別評価基準（ルーブリック）
レポート

(締切期日)
スクーリング

（日程と内容）

①「知識及び技能」については、指導目標における学

習の過程を過した知識及び技能の習得状況について評

価する。

②「思考力、判断力、表現力等」については、知識及

び技能を活用して課題を解決する等のために必要な思

考力、判断力、表現力等を身に付けているかどうかを

評価する。

③「主体的に学習に取り組む態度」については、自ら

の学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤

するなど自らの学習を調整しながら、学ぼうとしてい

るかどうかという意思的な側面を評価する。

観点別評価『Ａ』：「十分満足できる」状況と判断され

るもの

観点別評価『Ｂ』：「おおむね満足できる」状況と判断

されるもの

観点別評価『Ｃ』：「努力を要する」状況と判断される

もの

第１回:6/24(金)

第２回:７/8(金)

第３回:７/15 (金)

面接指導(1時間)
5/29(日)、6/ 1(水)、6/10(金)
※いずれかに参加

校外実習(2時間)
6/30(木)

内容

SDGsの科学的視点から森林や生物調

査を行い、レポートを作成する。

教 科 科 目 担 当 者

　　理科研究 単位数：1単位 松本一生・武政晃弘

指導目標

環境・医療・生命などに関する課題の解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとともに、

問題解決の能力や自発的、創造的な学習態度を育てる。自然林道や池など自然環境に触れ、森林の整備や生き物の状況

の調査を行い持続可能な開発目標(SDGs)の「陸の豊かさも守ろう」について、科学的視点の素地を養う。

高校通信講座 なし 教科書 なし

スクーリング
1単位時間×1回

2単位時間×1回
合格時間数3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 100点法5段階評定

学校設定科目 


