
教科名 講座名 学年 類型 単位数

学校設定科目

（土曜選択）
旅行取扱

2学年

3学年
鉄道 2

１．学習目標

２．使用教科書・副教材等

使用教科書

使用副教材等

３．単位認定の観点とその方法

　単位認定は次の4つの観点から行う

①関心・意欲・態度

②思考・判断・表現

③資料活用の技量

④知識・理解

　上記の観点に基づき，次の通り単位認定を行う

　　・国家試験（9月）向け各回小テスト

　　・平常点（出席状況・授業態度）

４．学習の方法

５．その他（履修選択の際の条件や注意点等）

①予習
　授業範囲の都市について地図を見てすぐに探せるように、日頃から地図帳を
   見て、その使い方や見方に慣れ、おおまかな位置関係をつかんでおくことが
   授業内容の理解をより深める。
②授業

　(1)主体的に授業に取り組み、地図帳とパワーポイントを見ながら白地図に

       必要事項を記入して理解を深める。

　(2)白地図は観光地を記入するだけではなく、パワーポイントや口頭の説明を

       積極的にメモする。
③復習・テスト対策
　授業内容を白地図とノートに整理して知識の定着をはかる。

この講座とともに、夏休みの国内旅行業務取扱管理者試験夏期講習を
受講することを基本とする。

国家試験の実施が9月上旬のため、1学期は広範囲にわたって学習するが、

2学期からはより深い学習の定着をはかる。

 (1)日本の観光地や名所について、地図上でその位置関係を理解し、歴史的背景や

    伝統文化,  郷土の名産品など、さまざまな内容を簡単に説明できる力を身に

    付ける。

 (2)国内旅行業務取扱管理者試験に合格し、国家資格を取得する。

『旅行業務取扱管理者シリーズ　4　国内旅行実務Ⅱ（観光地理）』　(株）エフィカス

『旅に出たくなる地図　日本』　　(株）帝国書院

白地図プリント　白地図対応補助教材プリント

日本の観光地について関心と学習意識を持ち，意欲的に探求する
態度が身についている。

学習内容をもとに，日本の代表的な都市や観光地の位置関係
その名所に関する特徴について，多面的・多角的に考察する。

地図帳を正確に読み取り，必要な位置関係や情報を適切に選択
活用できる。

学習内容を正確に理解し，その知識を応用して活用できる。
日本の歴史や文学作品の舞台、著名な人物ゆかりの地、交通網
など,さまざまな他科目との関わりを理解することができる。



６．授業計画

単元 学習内容

国家試験の概要と学習ガイダンス

北海道地方

国家試験の概要と学習の進め方

・北海道の全体概要

・函館～札幌～小樽を中心とした道南

・旭川～富良野～帯広を中心とした道

央

・網走～根室～釧路を中心とした道東

四国・中国地方

九州・沖縄・南西諸島

・徳島県の観光地と名所

・香川県の観光地と名所

・愛媛県の観光地と名所

・高知県の観光地と名所

・岡山県の観光地と名所

・広島県の観光地と名所

・鳥取県の観光地と名所

・島根県の観光地と名所

・山口県の観光地と名所

・福岡県の観光地と名所

・佐賀県の観光地と名所

・長崎県の観光地と名所

・熊本県の観光地と名所

・大分県の観光地と名所

・宮崎県の観光地と名所

・鹿児島県の観光地と名所

・沖縄県の観光地と名所

東北地方

・青森県の観光地と名所

・秋田県の観光地と名所

・岩手県の観光地と名所

・宮城県の観光地と名所

・山形県の観光地と名所

・福島県の観光地と名所

中部地方

・新潟県の観光地と名所

・富山県の観光地と名所

・石川県の観光地と名所

・福井県の観光地と名所

・岐阜県の観光地と名所

・長野県の観光地と名所

・山梨県の観光地と名所

・静岡県の観光地と名所

・愛知県の観光地と名所

近畿地方

・三重県の観光地と名所

・和歌山県の観光地と名所

・奈良県の観光地と名所

・滋賀県の観光地と名所

・京都府の観光地と名所

・大阪府の観光地と名所

・兵庫県の観光地と名所

学期

一

学

期

二

学

期

三

学

期

※上記の内容は，進度によって変更される場合がある。



教科名 講座名 学年 類型 単位数

学校設定科目
（土曜選択）

電気工事士 2学年 鉄道 2

備考

１．学習目標

２．使用教科書・副教材等

使用教科書

使用副教材等

３．単位認定の観点とその方法

①参加意欲・関心・態度

②知識・技能・理解

４．学習の方法

５．その他（履修選択の際の条件や注意点等）

この講座とともに、放課後講習（1，2学期）を受講することを基本とする。

この講座とともに、放課後講習（1，2学期）を受講することを基本とする。

単位認定は次の２つの観点から行う。

上記の観点に基づき、次の通り単位認定を行う。

・提出物
・授業態度

（１）電気工事の部品や記号、法規などを理解する。
（２）基本的な回路図を読み取れるようにする。
（３）基礎的な電気の知識を理解する。
（４）電気工事に必要な技術を向上させる。

適宜プリント等を使用。

（１）電気工事の知識や技術を身につける。
（２）第二種電気工事士の資格を取得する。
（３）将来電気工事士として社会に貢献できるように知識を高める。

目的意識を持ち授業に臨み、ルールを守り、安全に取り組む。

電気工事の知識・技術を習得する。

『第二種電気工事士筆記試験模範回答集』電気書院
『第二種電気工事士実技試験模範回答集』電気書院



６．授業計画

学期 単元 学習内容

一
学
期

電気工事士筆記
①一般問題
②鑑別問題
③配線図問題

●筆記試験合格に向けて三種類の問題に取り組む

夏
期

二
学
期

［前半］
電気工事士筆記
①一般問題
②鑑別問題
③配線図問題
［後半］
電気工事士実技
①工具の使い方
②コードの加工の仕方
③複線図の読み方
④各部品の取り付け方
⑤技能試験候補問題

●前半は一学期の続き

●後半は実技試験に向け実技講習

冬
期

三
学
期

１．２学期の復習 ●第二種電気工事士として、現場で使えるよう技術
を向上させる。

春
期

※上記の内容は，進度によって変更される場合がある。



教科名 講座名 学年 類型 単位数

学校設定科目
（土曜選択）

手話基礎
2学年
3学年

鉄道 2

備考

１．学習目標

２．使用教科書・副教材等

使用教科書

使用副教材等

３．単位認定の観点とその方法

①参加意欲・関心・態度

②手話の知識・理解

③技能・表現

④聴覚障害・ろう者の
　 知識・理解

４．学習の方法

５．その他（履修選択の際の条件や注意点等）

　授業は２学年、３学年の希望者を合同で実施する。
　なお、３学年の年間授業時数終了後の授業は、２学年のみで行う。

（1）眼鏡、コンタクトレンズが必要な生徒は、授業開始前に準備を済ませておくこと。
（2）技術の授業では、通訳をする講師以外、声は使わない。（生徒の質問は、聴者の講師がろうの講師に
通訳をする。）

単位認定は次の４つの観点から行う。

上記の観点に基づき、次の通り単位認定を行う。

・授業態度
・毎回の授業で行う双方向のやり取りでの習得状況、および手話・聴覚障害の理解状況

聴覚障害、ろう者と聴者の違いついて理解を深め、どのような配慮が必要かを理
解する。

ろう者と聴者（聞こえる人）、２名の講師による授業。

（1）手話は視覚言語のため、技術については直接教授法（手話を手話で教える）で学ぶ。
（2）音声による講義を通じて、手話や聴覚障害についての理解を深める。

適宜プリント、動画（DVD）等を使用。

（1）将来駅などで勤務し、お客様の対応をする際に最低限役に立つ手話を学び、使えるようになる。
（2）手話の学習を通し、思いやりの心について考える。
（3）聴覚障害、ろう者についての理解を深めるとともに、聴者（聞こえる人）との違いを理解する。
（4）全国手話検定４級または５級の合格を目指し、手話での簡単な日常会話ができるようにする。

目的意識を持ち授業に臨み、ルールを守り、他と協働的に取り組む。

手話の基本的な特徴と、日本語との違いを理解する。

駅等で必要になる簡単なお客様対応表現を、自ら発信できる。全国手話検定５級・４級に
対応する手話単語の読み取り力を身につける。また身近な話題の表現ができる。

わたしたちの手話学習辞典Ⅰ
（一般財団法人 全日本ろうあ連盟）



６．授業計画

学期 実技 講義

一
学
期

①自己紹介と挨拶

②数字、色、家族構成、一日の流れ

③東京都内の地名・路線名・駅名、切
符、ICカード

④一般的な持ち物の名称

⑤全国手話検定に向けての学習

●聴覚障害の種類

●コミュニケーション手段

●ろう教育

●盲ろう者

夏
期

二
学
期

①全国手話検定に向けての学習

②簡単な道案内、乗換案内

③遺失物の対応

④トラブル・災害発生時の対応

●ろう者と聴者の違い

●ろう文化

●トラブル・災害発生時の対応

冬
期

三
学
期

①１年間のまとめ ●１年間のまとめ

春
期

学習内容

※上記の内容は，進度によって変更される場合がある。



教科名 講座名 学年 類型 単位数

学校設定科目
（土曜選択）

中国語基礎
2学年
3学年

鉄道 2

備考

１．学習目標

２．使用教科書・副教材等

使用教科書

使用副教材等

３．単位認定の観点とその方法

①参加意欲・関心・態度

②知識・理解

③技能・表現

④異文化理解

４．学習の方法

５．その他（履修選択の際の条件や注意点等）

　授業は２学年、３学年の希望者を合同で実施する。
　なお、３学年の年間授業時数終了後の授業は、２学年のみで行う。

（1）学習する言語は「普通語」と呼ばれる中国の標準語です。「北京語」ともいいます。
（2）基本的にはこれまでに全く中国語の学習経験がない生徒が対象です。経験のある生徒で履修を
     希望する場合には、まずは担任の先生に相談してください。

単位認定は次の４つの観点から行う。

上記の観点に基づき、次の通り単位認定を行う。

・授業態度
・学年末に一度の「認定試験」

中国人の習慣と発想法を理解し、言語を含む文化を尊重する意識を持つ。

日本語を流暢にお話できる中国人の先生による授業。
（1）鉄道のお客様対応に活用することを目指し、リスニングとスピーキングを中心に実践的な学習を行う。
（2）表現を学ぶだけではなく、適宜、復習と実践練習を繰り返す
（3）中国人の考え方や価値観などを学ぶ。
（4）テキストの音声をスマートフォンでダウンロードするなどして、積極的に自宅学習に取り入れる。

適宜プリント等を使用。

（１）将来駅などで勤務し、お客様の対応をする際に最低限役に立つ中国語表現を学び
     使えるようになる。
（２）中国人の習慣と発想法を理解し、異文化を尊重する意識を持つ。

目的意識を持ち授業に臨み、ルールを守り、他と協働的に取り組む。

駅等で必要になる簡単なお客様対応表現を、自ら発信できる。

『漢語会話３０１句』

中国語の発音や表現の特徴を理解し、必要な単語や表現を習得する。



６．授業計画

学期

一
学
期

夏
期

二
学
期

冬
期

三
学
期

春
期

※上記の内容は，進度によって変更される場合がある。

学習内容

①中国語の発音とピンイン
②挨拶と自己紹介
③駅名、路線名、方角、数字、金額、時間等
④切符、ICカード、出札
⑤中国人の習慣と発想法I
⑥確認テスト

①中国人の習慣と発想法III
②HSK（漢語水平考試）も擬態体験
③風水害、緊急事態への対応
④グループによるダイアログ作成と発表
⑤認定試験

①駅構内、周辺設備、路線の乗り入れ
②簡単な道案内、乗り換え案内
③手回り荷物、衣服の名称
④遺失物への対応
⑤高齢者、迷子、病人、不審者への対応
⑥中国人の習慣と発想法Ⅱ
⑦確認テスト



教科名 講座名 学年 類型 単位数

学校設定科目
（土曜選択）

観光英語
2学年
3学年

鉄道 2

備考

１．学習目標

２．使用教科書・副教材等

使用教科書

使用副教材等

３．単位認定の観点とその方法

①知識・技能

②思考・判断・表現

③主体的に学習に
   取り組む態度

④異文化理解

４．学習の方法

５．その他（履修選択の際の条件や注意点等）

　授業は２学年、３学年の希望者を合同で実施する。
　なお、３学年の年間授業日数終了後は、２学年のみで行う。

英検３級〜準２級程度の英語力がある生徒が望ましい。

単位認定は次の４つの観点から行う。

上記の観点に基づき、次の点から単位認定を行う。

・授業に取り組む姿勢や参加度　　　　　・年間にわたり作成した資料や発表のプロセスや成果
・自国や他国の文化に対する見方考え方への気づき

広い視野から文化を見つめ、多様な考え方に対する理解を深める。

（１）授業中は、講義形式とインタラクティブな活動の両方を行う。
（２）読む・聞く・話す（やりとり・発表）・書くの５技能を使った活動を行い、観光や文化に関する事柄につき
平易な英語で説明ができるようになることを目指す。
（３）説明の文章や、資料、動画などを作成し、学んだことを形にする。

（１）日本の観光・文化についての知識を身につけ、平易な英語表現を使って表現する。
（２）観光英検３級レベルの、海外旅行・国内旅行に関する語彙・表現・知識を学ぶ。
（３）自国の文化を尊重する態度を養うとともに、異文化理解の基本的概念を学ぶ。

情報を伝える・描写するための表現、観光や文化に関する知識・語彙・表現を身につける。

情報を整理し、考えをまとめ、平易な英語で表現することができる。

ペアやグループでの作業を計画的に進める。
扱う事柄を自分と関連づけるなどしながら主体的に課題に取り組む。

English for Tourism (三修社　観光英検センター編）

プリント等を適宜使用します



６．サービス接遇検定２級・準１級授業計画
学期 単元 学習内容

一
学
期

（１）サービススタッフの資質
（２）対人技能
（３）専門知識
（４）一般知識
（５）実務技能
（６）ケース問題・記述問題対策

①サービス接遇検定２級の筆記試験に向けて
   テキストを使って基本知識を習得する。
②実問題集を使って出題傾向をつかむ。
③様々なケース問題に取り組み
   応用力をつける。

夏
期

二
学
期

（１）面接室への入り方　・挨拶・座り方・名乗
り方・振る舞い
（２）基本言動
（３）接客応答
（４）接客対応
（５）挨拶・退出の仕方

①準１級面接試験に向けて、DVDを参考に
   しながら、ロールプレイングで身に付ける。
②グループに分かれて、反復練習を行い
   確実に身に付ける。
③試験直前に、模擬面接（実技試験）を行い
   習得できているかどうかチェックを行う。

※１１月に２級再受験対象者は並行して
   課題等で学習に取り組む

冬
期

三
学
期

（１）1．２学期の復習
（２）1級試験の概要と取り組み
（３）２級再受験への取り組み
（４）コミュニケーション力の学習
①クレーム対応
②アンガーマネジメント
③アサーション
④傾聴
※２級・準１級合格者の割合によって（１）～
（４）の学習内容を決定いたします。

①ケース問題を通して、接客サービスにおける応
用力・臨機応変さを向上させる。
②上級サービスの表現方法をケース問題で学ぶ
③グループワークによるロールプレイングでコ
ミュニケーション力を向上させる。

春
期



教科名 講座名 学年 類型 単位数

学校指定科目
（土曜選択）

ビジネスマナー（基礎） ２・３学年 鉄道 2

備考

１．学習目標

２．使用教科書・副教材等

使用教科書

使用副教材等

３．単位認定の観点と方法

　評価は次の４点で行います

基本マナー

基本知識

基本技能

主体的取り組み

上記の観点に基づき，次の通り評価を行う

４、学習方法

５．その他（履修選択の際の条件や注意点等）  

１１月のサービス接遇検定３級の合格を目標とする。受験後は２級（希望者のみ２
月受験）を踏まえたマナーの応用知識を学ぶ。もしくは３級再受験希望者のフォ
ローを行う。※受験希望者の人数により、学習内容が変更あり。

①ホスピタリティマインドを理解し、接客サービスの基礎をしっかりと習得したいという意欲があるこ
と。
②就職対策の為に資格取得を目指している人は、＜基礎編＞でじっくり学び、で３級合格の後に次年
度で２級を目指してください。

1.　　「カラーイラストでスイスイわかるサービス接遇検定３級・２級・準１級  合格テ
キスト＆問題集」藤原由美　著／ナツメ社
2.　「サービス接遇検定実問題集3級  　第４６回～５２回」実務技能検定協会編／
早稲田教育出版

①教科書で基本マナー・知識等を学ぶ。
②過去の実問題集で様々なケース問題について学ぶ。

（１）  社会人としての基本マナーを学ぶ。
（２）サービス接遇検定３級（１１月）受験対策の学習を通して、お客様への基本的接遇マナー・知識・
技能を身につける。

過去問題、プリント

ホスピタリティマインドを踏まえた挨拶・振る舞い・授業態度で臨む。

接客サービスに必要な基礎知識や一般知識を理解する。

①知識・技能の習得に積極的に取り組む。
②課題提出の期限を守る。

①提出物　　②授業態度　　③理解度確認小テスト等
④サービス接遇検定３級（１１月・筆記）の合格

接客サービスに必要な基礎技能をケース問題から理解する。



６．サービス接遇検定３級授業計画
学期 単元 学習内容

一
学
期

（１）サービススタッフの資質
    ①明るさと誠実さ
    ②身だしなみ
    ③態度　他
（２）対人技能
    ①人間関係
    ②対人心理
    ③お辞儀と基本姿勢
    ④言葉遣い
    ⑤席次のマナー

①テキストとプリントをを使って
   マナーの基本と接客サービスに
   必要な基本的知識を習得する。
②実問題集を使って出題傾向をつかむ。

夏
期

二
学
期

（３）専門知識
    ①サービスの意義・機能・種類
    ②商業用語・経済用語
（４）一般知識
    ①年中行事
    ②慣用表現
    ③お菓子の名前
    ④カタカナ用語　他
（５）実務技能
    ①問題処理
    ②環境整備
    ③金品管理
    ④社交業務（冠婚葬祭贈答マナー）
（６）ケース問題・記述問題対策

①テキストとプリントを使ってサービスに
   必要な専門知識を習得する。
②実問題集を使って出題傾向をつかむ。
③１１月の試験に向けてケース問題
   模擬問題等で力をつける

冬
期

三
学
期

（１）1．２学期の復習
（２）２級試験の概要と取り組み
※希望者のみ受験
（３）３級再受験への取り組み
※合格者の割合によって（２）（３）の学習内
容を決定いたします。

①基本問題の復習
②過去問題を通して、３級と２級のレベルの違い
   学習内容の違いを学ぶ。
③接客サービスにおける応用力
   臨機応変さを向上させる。

春
期



教科名 講座名 学年 類型 単位数

学校設定科目
（土曜選択）

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｵﾌｨｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
2学年
3学年

鉄道 2

備考

１．学習目標

２．使用教科書・副教材等

使用教科書

３．単位認定の観点とその方法

①関心・意欲・態度

②思考・理解・判断

③技能・表現・知識

４．学習の方法

５．その他（履修選択の際の条件や注意点等）

上記の観点に基づき、次の通り単位認定を行う。

・実技点（課題毎に評価）
・平常点（授業時の態度）

（１）２つの班に分けて行う。（A班：前期Word・後期Excel／B班：前期Excel・後期Word）
（２）演習に主体的に取り組む。
（３）他者とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取りながら効率的な作業方法を模索し、それらを積極的に実践す
る。
（４）放課後のｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室開放時間や、家庭にあるﾊﾟｿｺﾝなどを利用して、授業時間外での復
習を行う。

「ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ ｵﾌｨｽ ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ（MOS）」を受験することを基本とする。

「ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ ｵﾌｨｽ ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ（MOS）」を取得した生徒については「ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ ｵﾌｨｽ ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
（MOS）ｴｷｽﾊﾟｰﾄ」の取得を目指していく。

　授業は２学年、３学年の希望者を合同で実施する。
　なお、３学年の卒業試験以降の授業は、２学年のみで行う。

（１）「情報技術基礎」の学習内容を踏まえた上で、将来的に大学進学や就職した際、パソコ
ンでの
    作業で使用する可能性が高いマイクロソフト社のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ（Word・Excel）の更なるｽｷﾙ
ｱｯﾌﾟを図る。
（２）「ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ ｵﾌｨｽ ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ（MOS）」の受験、並びに資格習得を目的とする。（ｴｷｽﾊﾟｰﾄ
も含む）

『Microsoft Word 365 & 2019 対策テキスト& 問題集』（FOM出版）
『Microsoft Excel 365 & 2019 対策テキスト& 問題集』（FOM出版）

単位認定は次の３つの観点から行う。

MOSに関心を持ち、本講義での演習に積極的に参画していく意欲が
ある。

情報ﾓﾗﾙの観点も考慮しつつ、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝをより正確に活用する。

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの特性を生かし、更なる作業効率の向上を図るべく計画的
に行う。



６．授業計画

学期 単元 学習内容

Microsoft Word 365 & 2019
１．文書の作成と管理 ●文書を作成する、文書内を移動する

●文書の書式を設定する
●文書のｵﾌﾟｼｮﾝと表示をｶｽﾀﾏｲｽﾞする
●文書を印刷する、保存する

２．文字・段落・ｾｸｼｮﾝの書式設定 ●文字列や段落を挿入する、書式を設定する
●文字列や段落を並べ替える、ｸﾞﾙｰﾌﾟ化する

３．表やﾘｽﾄの作成 ●表を作成する、変更する
●ﾘｽﾄを作成する、変更する

４．参考資料の作成と管理 ●参照のための情報や記号を作成、管理する
●標準の参考資料を作成する、管理する

５．ｸﾞﾗﾌｨｯｸ要素の挿入と書式設定 ●ｸﾞﾗﾌｨｯｸ要素を挿入する、書式設定する
●SmartArt を挿入する、書式設定する

夏
期

演習
Wordの総復習 ●模擬問題を利用したWordの総復習

Microsoft Excel 365 & 2019
１．ﾜｰｸｼｰﾄやﾌﾞｯｸの作成と管理

●ﾜｰｸｼｰﾄやﾌﾞｯｸを作成する
●ﾜｰｸｼｰﾄやﾌﾞｯｸ内を移動する
●ﾜｰｸｼｰﾄやﾌﾞｯｸの書式を設定する
●ﾜｰｸｼｰﾄやﾌﾞｯｸのｵﾌﾟｼｮﾝと表示をｶｽﾀﾏｲｽﾞ
する
●配布するためにﾜｰｸｼｰﾄやﾌﾞｯｸを設定する

２．ｾﾙやｾﾙ範囲のﾃﾞｰﾀの管理 ●ｾﾙやｾﾙ範囲にデータを挿入する
●ｾﾙやｾﾙ範囲の書式を設定する
●ﾃﾞｰﾀをまとめる、整理する

３．ﾃｰﾌﾞﾙの作成 ●ﾃｰﾌﾞﾙを作成する、管理する
●ﾃｰﾌﾞﾙのｽﾀｲﾙと設定ｵﾌﾟｼｮﾝを管理する
●ﾃｰﾌﾞﾙのﾚｺｰﾄﾞを抽出する、並べ替える

４．数式や関数を使用した演算の
実行

●関数を使用してﾃﾞｰﾀを集計する
●関数を使用して条件付きの計算を実行する
●関数を使用して文字列を整形する、文字列
を
　 変更する

冬
期

５．ｸﾞﾗﾌやｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの作成
●ｸﾞﾗﾌを作成する
●ｸﾞﾗﾌを書式設定する
●ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを挿入する、書式設定する

演習
Wordの総復習 ●模擬問題を利用したwordの総復習

総合演習
Word・Excelの復習 ●模擬問題を利用したWord・Excelの総復習

春
期

※上記の内容はA班の場合であり、B班は【前期Excel／後期Word】の順番で学習する。

一
学
期

前
期

二
学
期

後
期

三
学
期



教科名 講座名 学年 類型 単位数

学校設定科目

（土曜選択）
文系演習 日本史 3学年 鉄道 1

備考

１．学習目標

２．使用教科書・副教材等

使用教科書

使用副教材等

３．単位認定の観点とその方法

①知識・技能

②思考・判断・表現

③主体的に学習に

   取り組む態度

４．学習の方法

５．その他（履修選択の際の条件や注意点等）

大学一般選抜入試に必要な基礎的
基本的な知識を身につけている。

大学入学共通テストに向けて図版や史料を読み取り
それについて考察する力を身につけている。

英語については、「文系演習」と合同で行う。

・　基礎的～標準的な問題の演習を通じ、一般選抜入試を通過するための学習方法や

      勉強量、学習ペースなどを確立する。

・　通常の授業では触れられない史料や図版の読み取り問題に触れ

      大学入学共通テストへの対応力を養う。

『詳説　日本史』(山川出版社)

『日本史　図表』(第一学習社)、『日本史史料一問一答 完全版』

(金谷俊一郎/東進ブックス)、教員作成のプリント

単位認定は次の３つの観点から行う。

課題に確実に取り組むだけではなく、大学合格に向けて
自主的に学習に取り組んでいる。

上記の観点に基づき、次の通り単位認定を行う。

・授業態度 ・年度末に行う認定試験

・　授業中又は自宅において、問題演習プリントに取り組む。
・　大学入試に向けて、参考書や問題集を利用し、自主的
      計画的に学習に取り組む。

・　大学入試で一般選抜を利用する可能性がある生徒が履修することが好ましい。



６．授業計画

学期 単元 学習内容

一

学

期

①前半　古代の日本史
②後半　中世の日本史

①　基礎的・基本的な知識を問う問題の演習
②　代表的な史料を読み取る問題の演習
③　初見の史料や図版を読み、その内容を
      考察する問題の演習

夏

期

二

学

期

①前半　近世の日本史
②後半　近代の日本史

①　基礎的・基本的な知識を問う問題の演習
②　代表的な史料を読み取る問題の演習
③　初見の史料や図版を読み、その内容を
      考察する問題の演習

冬

期

三

学

期

総まとめ 総まとめ

春

期

  夏休みの家庭学習で、古代～近世の基礎的な知識を身につけておく



教科名 講座名 学年 類型 単位数

学校設定科目

（土曜選択）
理系演習 物理 3学年 鉄道 1

備考

１．学習目標

２．使用教科書・副教材等

使用教科書

使用副教材等

３．単位認定の観点とその方法

①知識・技能

②思考・判断・表現

③主体的に学習に

   取り組む態度

４．学習の方法

５．その他（履修選択の際の条件や注意点等）

・　大学入試で一般選抜を利用する可能性がある生徒が履修することが好ましい。

英語については、「文系演習」と合同で行う。

・　基礎的～標準的な問題の演習を通じ、一般選抜入試を通過するための学習方法や勉強量
    学習ペースなどを確立する。
・　通常の授業では触れられない資料や図表の読み取り問題に触れ
    大学入学共通テストへの対応力を養う。

なし

なし

単位認定は次の３つの観点から行う。

大学一般選抜入試に必要な基礎的・基本的な知識を身につけている。

大学入学共通テストに向けて資料や図表を読み取り
それについて考察する力を身につけている。

課題に確実に取り組むだけではなく、大学合格に向けて
自主的に学習に取り組んでいる。

上記の観点に基づき、次の通り単位認定を行う。

・授業態度 ・年度末に行う認定試験

・　授業中又は自宅において、問題演習プリントに取り組む。

・　大学入試に向けて、参考書や問題集を利用し、自主的、計画的に学習に取り組む。



６．授業計画

学期 単元 学習内容

一

学

期

①力と運動
②気体と熱

①②③物理基礎～物理の基礎を復習し
定量的に求める問題はもちろんのこと
共通テストに見られるような思考力を
問われる問題にも取り組んでいく。

夏

期

二

学

期

③波動
④電磁気

①②③物理基礎～物理の基礎を復習し
定量的に求める問題はもちろんのこと
共通テストに見られるような思考力を
問われる問題にも取り組んでいく。

冬

期

三

学

期

⑤光と原子 ①②③物理基礎～物理の基礎を復習し
定量的に求める問題はもちろんのこと
共通テストに見られるような思考力を
問われる問題にも取り組んでいく。

春

期

  夏休みの家庭学習で、力学・熱力学の基礎的な知識を身につけておく

  冬休みの家庭学習で、波動・電磁気の基礎的な知識を身につけておく



教科名 講座名 学年 類型 単位数

学校設定科目
（土曜選択）

文系演習 3学年 鉄道 1

備考

１．学習目標

２．使用教科書・副教材等

使用教科書

使用副教材等

３．単位認定の観点とその方法

①知識

②表現

③主体的に学習に取り
組む態度

４．学習の方法

５．その他（履修選択の際の条件や注意点等）

文系・理系の合体で行う

原則、大学進学を進路に考えている人向けです。

単位認定は次の３つの観点から行う。

上記の観点に基づき、次の通り単位認定を行う。

授業中や自宅学習での取り組みとその成果を通じ、単位を認定します。

・自宅学習で問題を解き、授業で解答解説を行う演習方式。
・長期休暇中にも課題を課し、休み明けに課題確認試験を実施する。

適宜プリント等

大学一般入試選抜に対応するために必要な知識を養い、必要な形に応用する力を養う。

英語での情報聴取や表現、大学一般入試選抜、さらには大学での学びに
必要となる、基本的な語彙や文法の知識を身につける。

取り込んだ知識を求められた形で表出できる応用力を身につける。

進路目標の達成のために、自らが考え工夫し、主体的に取り組む。

Grammar Collection Select Version



６．授業計画

学期 単元 学習内容

一
学
期

1. 時制　/ 2. 受動態 / 3. 助動詞

4. 仮定法

5. 不定詞 / 6. 動名詞　/ 7. 分詞

10.関係詞 / 11. 接続詞 / 12. 前置詞

Review 1 / 2 / 3 (/4）

自宅での予習と、授業内での問題演習
および小テスト

夏
期

8.9. 動詞の語法① / ② ※休暇中の自主学習として取り組みます。

二
学
期

13. 形容詞の語法 / 14. 副詞の語法 / 15. 比較

16.　名詞の語法 / 17. 代名詞の語法

Review 5 / 6

・プリントを使用したランダム問題演習
 (※会話表現を含む)

・リスニング対策

自宅での予習と、授業内での問題演習
および小テスト

冬
期

三
学
期

大学入試に向けた実践問題演習

春
期



教科名 講座名 学年 類型 単位数

学校設定科目
（土曜選択）

就職対策基礎演習 2学年 鉄道 2

備考

１．学習目標

２．使用教科書・副教材等

使用教材

３．単位認定の観点とその方法

　①関心・意欲・態度

　②読み取る能力

　③書く能力

　④数学的な知識・理解

　⑤数学的な表現・処理

　　・認定試験

　　・平常点（提出物・出席状況・授業態度）

４．学習の方法

５．その他（履修選択の際の条件や注意点等）

基本的な計算、方程式、不等式、単位変換、歩合等を理解し、それを解くための基
礎的な知識を身に付けている。

事象を数学的にかつ限られた時間の中で正確に表現・処理する技能を
身に付けている。

上記の観点に基づき、次の通り単位認定を行う。

【国語】（1）授業（講義→問題演習→解説→再演習）
　　　　 （2）誌上講義にて復習
　　　　 （3）学期に１～２回の認定試験に向け、正確な文章を書く力を磨く。
【数学】（1）予習（家庭学習用予習プリント）
　　　　 （2）授業（問題演習→解説→問題演習のサイクル）
　　　　 （3）復習（家庭学習用復習プリント） 十分な問題演習量を行うことで、計算力を高めて定着を図る。
　　　　 （4）学期に１～２回の認定試験に向け、家庭学習を通じて、速く正確な計算力を磨く。

1年次の基礎学習、実力試験、定期試験などの成績を元に、受講者を決定する。
ただし、生徒自ら選択しても構わない。

文章の内容を的確に読み取り、その目的や意図、内容を説明することができる。

適切な表現を用いて、目的や意図に応じた正しい文章を
書く力を身に付けている。

国語と数学を各１時間ずつ実施することを基本とするが、時期によっては
その限りではない。

　(1)社会生活を送る上で、根本的に必要となる言語能力および計算能力を身に付ける。
　(2)学習の土台となる基礎学力を身に付け、授業内の理解度の向上につなげる。

【国語】『論理エンジン　論理の習得 OS1』（水王舎）
　　　　 『論理エンジン　OS1＋OS2　誌上講義』（水王舎）

【数学】授業毎にプリントを配布

単位認定は次の５つの観点から行う。

自身の基礎学力の向上に、意欲的に取り組むことができる。



教科名 講座名 学年 類型 単位数

学校設定科目

（土曜選択）
公務員対策 3学年 鉄道 2

備考

１．学習目標

２．使用教科書・副教材等

使用教科書

使用副教材等

３．単位認定の観点とその方法

①関心・意欲・態度

②知識・理解

③公共への奉仕の精神

４．学習の方法

５．その他（履修選択の際の条件や注意点等）

国や地方行政、公共サービスや公安業務等に関心を抱き
国民・住民・社会のために進んで奉仕する精神が身についている。

上記の観点に基づき、次の通り単位認定を行う。

・授業態度　　・課題　　・プレゼンテーション

（１）各自で用意した市販の『公務員対策問題集』を利用して、授業と同分野の類題を
　　　演習する。
（２）授業で配布された演習プリントを活用して復習を行う。
（３）各自治体のＨＰ等を活用し、地域の特性に合わせた取り組みを調べる。

２年次２学期に行われる「公務員ガイダンス」を受講しておくこと。
２年次２学期に行われる「公務員模試」の結果をもとに、担任とも相談の上で
公務員採用試験の受験が明確になっている生徒が望ましい。

学習内容への関心を持ち、その学習に意欲的に取り組むことができる。

社会分野（政治・経済・倫理・日本史・世界史・地理）
と数学分野（数学ⅠＡ・ⅡＢ）の高校卒業程度の
基本事項を理解している。

社会分野と数学分野を各１時間ずつ実施することを基本とするが、
時期によってはその限りではない。

（１）公務員採用試験における教養試験で、国家公務員一般職や地方公務員初級の合格
　　　水準に達する学力を身につける。
（２）「全体への公共奉仕」の視点を学び、積極的に社会へ貢献しようとする姿勢を
　　　培う。

なし

適宜、授業プリントやパワーポイントを使用

単位認定は次の３つの観点から行う。



６．授業計画

学期 単元 学習内容

【数学分野】
　１．数的推理
　２．判断推理
　３．空間把握
　４．資料解釈
　５．数学ⅠＡ、ⅡＢの基本

①通過算、旅人算、仕事算、覆面算、整数、
　ｎ進法、方程式・不等式、確率、割合、
　三平方の定理、図形　など
②命題、順序、配置・位置、時刻、
　 うそ、カードゲーム　など
③図形や立方体の切断、移動、回転　など
④統計表やグラフの読み取り　など
⑤２次方程式・不等式、２次関数、
　 図形と計量、直線の方程式　など

【社会分野】
　１．政治・経済分野
　２．倫理分野
　３．地理分野
　４．歴史分野

①世界や日本の政治のしくみや憲法、日本におけ
る地方自治のしくみや意義
②世界や日本における宗教や思想
③世界や日本の自然環境、地形、産業
④世界や日本の歴史の流れや主な出来事

夏

期

二

学

期

　１．採用試験面接対策

　２．街づくり研究

　３．プレゼンテーション

①公務員採用試験に向けての面接練習

②進路先と関係の深い自治体における
　 街づくりを研究する。

③②の自治体における新たな公共政策を
　  グループ活動を通じて検討し、プレゼン
　  テーションを行う。

冬

期

三

学

期

春

期

一

学

期



教科名 講座名 学年 類型 単位数

学校設定科目
（土曜選択）

プロジェクト実践
2学年
3学年

鉄道 2

備考

１．学習目標

２．使用教科書・副教材等

使用教科書

使用副教材等

３．単位認定の観点とその方法

①関心・意欲・態度

②思考力・判断力

③協働力

④地域理解・創造力

４．学習の方法

５．その他（履修選択の際の条件や注意点等）

　授業は２学年、３学年の希望者を合同で実施する。
　なお、３学年の年間授業時数終了後の授業は、２学年のみで行う。

次年度への継続議題なども出てくることもあり、引き継ぐためにも二年連続の受講を認める。

単位認定は次の４つの観点から行う。

上記の観点に基づき、次の通り単位認定を行う。

・出席状況　・授業態度　・発表　・レポート

様々な観点から、研究対象の地域を分析し、理解する。その上で
既存の内容に満足せず、新しい発想を出し、行動に移す。

（1）テーマに関する情報収集は、インターネット等を使用する。
（2）ディスカッションやディベートを通して、情報の共有及び深める作業を行う。
（3）外部団体と連携し、聞き取り調査、話し合い（フィールドワーク）などを行う。
（4）フィールドワークを通じて得た情報をまとめる。
（5）学内、学外で発表するための資料（レポートやスライド）を作成する。

なし

本校の教育目標である「自立・創造・共生」を体現し、本校の教育理念である「絶え間なく変化する社会で通用し、且つ積極的に社
会で貢献する人材」を目指す。そのために、以下のことを目標とする。
（１）目的の実現のために、計画を作成し、それに改良を加えながら進める力を身に付ける。
（２）自ら課題を見つけ、それを粘り強く解決に至るまで取り組む。
（３）生徒間だけでなく、他団体との積極的な関りをもち、対話的な学びから、共生する力を身に付ける。
（４）よりよい社会の実現のため、大きなスケールの創造力を育むこと。
（５）地域社会に貢献するとともに、人の役に立つやりがいを感じること。

学習目標を理解し、それを達成するために、意欲的に授業に取り組む。

インターネットや聞き取り調査などを通じて、得た情報を整理する。そして
自身の考えをまとめる。

グループで作業を計画的に進める。その中で他者の意図をくみ取り
その上で自分の意見を的確に伝えることが出来る。

なし



６．授業計画

学期 単元 学習内容

一
学
期

●探究活動の練習による技法の習得
　　①課題設定の練習

　　②情報収集の練習

　　③情報整理＆考察の練習

　　④プレゼンテーションの練習

●テーマに基づいた課題設定

●練習による技法の習得
①ワークシートを用いて、グループで話し合い、課題を設定する。
   議論の深め方や、着眼点などを学ぶ。

②パソコンやスマートフォン、近隣の図書館を用いた
   情報収集の方法を、実践を通じて学ぶ。

③プレゼンテーションの準備として、情報の整理の仕方や
   考察の付け方、資料の作成の仕方を、実践を通じて学ぶ。

④プレゼンテーションを行い、そのスキルを身につける。

※①～④それぞれ終了後、フィードバックを行う。
   生徒同士で話し合い、本番のテーマで実施するにあたっての
   改善点を見つける。

●練習で学んだことを活かし、社会性のある課題を設定する。
   ２学期末までの具体的な計画を作成する。

夏
期

●各班で情報収集

二
学
期

●情報整理＆考察

●課題の解決策の導出

冬
期

●発表に向けての準備 ●３学期に行う発表に向け、各自で資料を作成する。

三
学
期

●プレゼンテーション（成果発表）

●計画実施後の考察

●1年間の取り組みを学内か学外で発表する。

●グループワークを行い、今年度の総括をする。
   また、この1年間で学んだことを、個々の
   今後の生活にどのように活かしていくかを考える。

春
期

●一学期に学んだことを活かし、本番のテーマに関する
   探求活動を行う。

●定期的に経過報告会を行う。

●課題の解決策の導出、及びその実現に向けて
   グループで取り組む。その過程で、必要に応じて
   情報収集作業等を繰り返し行う。

●必要に応じて、外部機関との連携を図る。
   その際は、外部への説明（もしくは提案）資料
   ポスター、リーフレットの作成等をする。
   意見を頂いた場合は、それを元に実施案を
   改良しながら実行していく。

※上記の内容は，進度によって変更される場合がある。



教科名 講座名 学年 類型 単位数

学校設定科目
（土曜選択）

ペン習字基礎
2学年
3学年

鉄道 2

備考

１．学習目標

２．使用教科書・副教材等

使用教科書

３．単位認定の観点とその方法

①知識・技能

②表現

③主体的に学習に 　　　　取り組む態度

４．学習の方法

５．その他（履修選択の際の条件や注意点等）

上記の観点に基づき、次の通り単位認定を行う。

授業内での提出物、および授業態度などを鑑みて、単位認定を行う。

・各種手本やプリントなどを用いながら、綺麗に書けるための要素を１つ１つ学ぶ。
・プリントを使用し、色々な文字の整え方を学ぶ。

綺麗な文字を書きたいという意欲を持ち、手書きの良さを理解すること

　授業は２学年、３学年の希望者を合同で実施する。

（１）文字を美しく書くための方法を知り、くせ字を直すコツを身につける。

（２）文章の整え方を学び、その書き方を習得する。

単位認定は次の３つの観点から行う。

・正しいペンの持ち方で文字を書くことができる。
・正しい書き順で文字を書くことができる。

・漢字とひらがなの大きさのバランスを学び、文章を整えることができる。

・学習活動において粘り強く取り組むことができる。
・自らの学習状況を客観的に把握し、学習の進め方について変化・工夫を凝らす
　ことができる。

『4週間できちんと書ける　ボールペン字練習帳』（日本文芸社）
『4週間で美しく書けるボールペン「おとな字」練習帳』（日本文芸社）


