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⑺ 公民 

→カリキュラムは，p.3 をご覧ください。 

指定教材 ： ※「政治経済必修テキスト」メセナ予備校 800円 

★『2022新政治・経済資料』実教出版 990円 

★「政治経済基本事項チェック問題」メセナ予備校 400円 

★「政治経済・現代社会センター分野別問題集」7冊メセナ予備校 1,500円 

「学習指導要領問題」メセナ予備校 86円 

※『テオーリア最新倫理資料集 新版三訂』第一学習社 924円 

◇「倫理必修テキスト［上・下］」メセナ予備校 800円 

◇「倫理問題集［上・下・テーマ別］」メセナ予備校 600円 

◇「倫理演習問題集」メセナ予備校 300円 

◇「倫理空欄補充問題集」メセナ予備校 300円 

★「倫理センター分野別問題集」7冊メセナ予備校 1,000円 

・「採用試験過去問題集 高校公民平成 15 年度～令和 4 年度実施」及び「前

年度の専門模擬試験（2回分）」合計 300円 

 

※の教材は，前年度と同じ教材です。前年度受講した方は購入しなくてもよいです。必

要な方は購入してください。 

★の教材は，改訂がわずかなため，前年度又は前々年度に購入した方は購入しなくて

もよいです。必要であれば購入してください。 

◇の教材は，これまでに公民を受講したことがある方は購入しなくてもよいです。必要で

あれば購入してください。 

なお，倫理・政治経済の過去問分野別問題は，各単元の授業でそれぞれ配布しま

す。 

 

・ 公民には「公共」「倫理」「政治経済」の 3 つの科目がありますが，「公共」は他と共通する内

容が多いので，「倫理」と「政治経済」の 2科目に分けて授業を行います。 

・ ほぼ毎回の授業で，「政治経済」「倫理」の 2 分野（80 分×2）を学びます。（「政治経済」は

35回，「倫理」は 23回の授業） 

・ 平成 31～28年度実施採用試験では，問題数が 60問に減り，難問も減りました。令和 4年

度～令和 2年度は時間短縮により問題数が 35問（1問 5～6点，令和 2年度は 30問（1問

6 点））・となりましたが，難問がいくつかあり，これが合否を分けました。各科目とも基本的に

は高校の教科書レベルの問題が出題されます。基本事項をまんべんなくおさえておくことが

重要です。合格ラインである 8.5割程度の得点が目標です。 
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・ 「高等学校学習指導要領」については，自学できるよう演習問題を用意します。 

・ 本番と同形式の模擬試験を 2/18（土）～2/24（金），6/10（土）～6/17（土）の 2 回実施しま

す。詳細は別途資料“④ 教養月例テスト／教養模擬試験／専門模擬試験 ”p.28～29 をご覧ください。 

それぞれ 2月教養月例テスト・教養模擬試験とのドッキングの成績表を出します。 

・ 本番と同形式の模擬テストを 4/22（土）・5/27（土）の 2 回実施します。それぞれ 4 月教養

月例テスト・5 月教養月例テストとのドッキングの成績表を出します。模擬テストは，授業時間

内の受験のみです。 

 

〈政治経済〉 

・ 単元ごとに「政治経済必修テキスト」を用いて解説を行います。 

・ センター試験の「政治経済」「現代社会」の分野別過去問題集 7 冊（解説付き）の問題と解

説すべてに目を通しておいてください。 

・ 教科書レベルを超える出題もあります。『用語集』で用語の説明を逐一チェックすることを勧

めます。さらに，新聞や『現代用語の基礎知識』などの用語事典，各省庁や衆議院・参議

院，最高裁判所，日本銀行などのサイトにある白書・統計などの資料を利用して各自知識を

深めてください。 

※「2022 新政治・経済資料」の各単元の最初にページにある QR コードから‘NHK for 

school’の動画が視聴できます。ぜひ活用してください。 

・ 毎回の授業で正誤問題のチェックテストを行います。 

・ 毎回の授業で法令・統計その他必要な資料を配布します。 

 

〈倫理〉 

・ 4 月まで思想分野を中心にオリジナル教材の解説をします。歴史的なつながり，各思想の

意義を確認し，思想家とキーワードをしっかり結び付けられるようにします。 

・ 5月以降は，徹底して演習問題を解いてもらい，満点を目指します。 

・ 毎回記述式及び正誤問題のチェックテストを行います。 

・ 山川出版社の『倫理用語集』は各自購入しておいてください。 

 

政治経済の推薦教材 ： 『用語集 政治・経済 【新訂第 8版】』清水書院 979円 

『日本国勢図会 2022／23年版』矢野恒太記念会 2,970円 

倫理の推薦教材 ：  『倫理用語集 第 2版』山川出版社 880円 

各自で購入してください。 
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⑺ 公民 カリキュラム 

（本校・土曜日 16：10～19：00） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：「学習指導要領問題」メセナ予備校 86 円 

【政治経済】「政治経済必修テキスト」メセナ予備校 800 円 

『2022 新政治・経済資料』実教出版 990 円 

「政治経済基本事項チェック問題」メセナ予備校 400 円 

「政治経済・現代社会センター分野別問題集」7 冊メセナ予備校 1,500 円 

【倫理】『テオーリア最新倫理資料集 新版三訂』第一学習社 924 円 

「倫理必修テキスト［上・下］」メセナ予備校 800 円 

「倫理問題集［上・下・テーマ別］」メセナ予備校 600 円 

「倫理演習問題集」メセナ予備校 300 円 

「倫理空欄補充問題集」メセナ予備校 300 円 

「倫理センター分野別問題集」7冊メセナ予備校 1,000 円 

授業内容： 

【政治経済・現代社会】政経必修テキストの解説が中心です。 

毎回の授業で正誤問題のチェックテストを行います。 

【倫理】4 月までは倫理必修テキスト［上・下］の解説が中心です。 

毎回の授業で記述式及び正誤問題のチェックテストを行います。 

科目 
公民 

（高校） 

 

講義 土曜 科目 詳細 

1講 11/5 
倫理 ギリシア哲学⑴ 

政治経済 民主政治の原理／日本国憲法の基本原則 

2講 11/12 
倫理 ギリシア哲学⑵ 

政治経済 基本的人権の保障⑴ 

3講 11/19 
倫理 ユダヤ教・キリスト教・イスラーム 

政治経済 基本的人権の保障⑵ 

11/18（金）～24（木） 教養月例テスト⑴ 

4講 11/26 
倫理 仏教 

政治経済 基本的人権の保障⑶／平和主義 

5講 12/3 
政治経済 国会⑴ 

政治経済 国会⑵ 

6講 12/10 
倫理 中国の思想 

政治経済 内閣／行政の民主化 

12/16（金）～22（木） 教養月例テスト⑵ 

7講 12/17 
政治経済 裁判所⑴ 

政治経済 裁判所⑵ 
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講義 土曜 テーマ 詳細 

8講 12/24 
倫理 ルネサンス／モラリスト／宗教改革 

政治経済 選挙 

9講 1/7 
倫理 近代の自然科学／経験論／合理論 

政治経済 政党・世論 

10講 1/14 
政治経済 地方自治⑴ 

政治経済 地方自治⑵ 

11講 1/21 
倫理 近代民主主義の思想 

政治経済 主要国の政治体制／国家 

1/20（金）～26（木） 教養月例テスト⑶ 

※ 1/28（土）は，授業がありません。 

12講 2/4 
倫理 ドイツ観念論／功利主義 

政治経済 経済主体と経済循環／企業 

13講 2/11 
倫理 社会主義 

政治経済 市場機構⑴ 

14講 2/18 専門模擬試験⑴ 

15講 2/25 
倫理 実存主義／プラグマティズム 

政治経済 市場機構⑵／金融⑴ 

2/17（金）～23（木） 教養月例テスト⑷ 

16講 3/4 
倫理 

現代のヒューマニズム 

現代文明への批判と新しい知性 

政治経済 金融⑵ 

17講 3/11 
政治経済 財政⑴ 

政治経済 財政⑵／景気変動とインフレ 

18講 3/18 
倫理 古代日本人の思想と風土／日本仏教の展開⑴ 

政治経済 国民所得 

19講 3/25 
倫理 日本仏教の展開⑵ 

政治経済 経済体制／日本経済の歩み 

3/17（金）～23（木） 教養月例テスト⑸ 

20講 4/1 
倫理 日本近世の思想⑴ 

政治経済 農業・中小企業／消費者問題 
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講義 土曜 テーマ 詳細 

21講 4/8 
倫理 日本近世の思想⑵／日本の近代思想⑴ 

政治経済 労働⑴ 

22講 4/15 
倫理 日本の近代思想⑵ 

政治経済 労働⑵／社会保障⑴ 

23講 4/22 
 公民模擬テスト⑴ 

政治経済 社会保障⑵ 

4/14（金）～20（木） 教養月例テスト⑹ 

24講 5/6 
倫理 青年期の特質と課題／現代社会の諸問題 

政治経済 貿易と国際収支／IMF体制／GATT・WTO 

25講 5/13 
政治経済 地域的経済統合／南北問題 

政治経済 環境問題・人口問題・資源エネルギー問題 

26講 5/20 
倫理 〔倫理〕総合演習⑴ 

政治経済 国際社会／国連 

27講 5/27 
 公民模擬テスト⑵ 

政治経済 国際政治動向 

5/19（金）～25（木） 教養月例テスト⑺ 

28講 6/3 
倫理 〔倫理〕総合演習⑵ 

政治経済 地域紛争／核軍縮 

29講 6/10 専門模擬試験⑵ 

30講 6/17 
倫理 〔倫理〕総合演習⑶ 

政治経済 〔政治経済〕総合演習⑴ 

6/10（土）～17（土） 第 2 回専門模試・教養模擬試験 

31講 6/24 
倫理 〔倫理〕総合演習⑷ 

政治経済 〔政治経済〕総合演習⑵ 

32講 7/1 
倫理 〔倫理〕総合演習⑸ 

政治経済 〔政治経済〕総合演習⑶ 

予備 4/29 暴風警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

 


