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２０２２年度　　（　1　）年　　教科（　国語　）

実際の家庭学習の方法
○家庭学習をしよう！

○漢字

①授業でもらう漢字プリントを読めるようにする。

②何度も書いて覚える。

③自分で確認テストをして授業の漢字テストに備える。

○説明文や物語文

①教科書の本文をすらすら読めるまで何度も声を出して読む。

②授業で写したノートやプリントを何度も見直して読む。

③授業で配った「積み上げ」のプリントを何回も見直す。

④実力をつけるために日頃からいろいろな文章を読む。

（新聞、本、雑誌など）

○古典

①声を出して本文を何度も読む（すらすら読めるまで）。

②ノートの本文を写し、歴史的仮名遣い・古語をチェックする。

③全文を訳せるようにする。

④作品名・作者名・成立時代を覚える。

○文法

①ワークの復習や授業プリントをチェックする。

文章読解力は全ての教科の基礎となる力です。文章読解力を付けるため

にも、そして、授業の予習・復習のためにも、教科書を何度も読むようにしま

しょう。

また、便覧には国語科の学びの知識だけでなく、日本固有の文化や、外国

の文学などたくさんの知識が載せられています。積極的に便覧を開き、興

味あるところを探して読むようにしましょう。



２０２2年度　　（　1　）年　　教科（　国語　）

学期 月
読む

1 読む
言葉
言葉
話す・聞く
読む
読む
言葉
書く
書く
言葉
読む
言葉
読む
話す・聞く
書く

8 読む
～ 書く
10 言葉

2 言葉
読む
言葉
話す・聞く

11 読む
～ 読む
12 書く

読む
言葉
読む・書く
書く
言葉
読む
言葉
書く

3 1 読む
～ 読む
2 書く
読む

3 書く・話す・聞く

評価項目

★１年間の学習の流れ
単元・題材内容・テーマ 学習内容と生徒の活動 育てる力（観点）つけさせたい力

朝のリレー
竜

グループディスカッション
話し言葉と書き言葉

言葉の単位・文節の関係

詩を読んで感じたり想像したりしたことを共有する
描写をもとに心情の変化を捉える

話し言葉と書き言葉の違いについて理解を深める
話題や展開にそって話し合いをつなげるための方法を理解し、活用する

説明文の基本構造を理解する

言葉の単位・文節の関係について理解する

音声のしくみとはたらき 音声のはたらきやしくみについて理解を深める

書写 字形、文字の大きさ、配列などを意識した楷書の書き方を理解する

クジラの飲み水 読み手にわかりやすく伝えるための、筆者の表現の工夫を捉える

活字と手書き文字 活字と手書き文字について理解する

ペンギンの防寒着

６
～
７

4
～
5

レポート レポートの構成を理解する

本を読むことのおもしろさ 読書が自分の考えを広げたりすることに役立つことを理解する
ブッククラブ 話し手の考えとの共通点や相違点をふまえながら、自分の考えをまとめる

部首と成り立ち 部首と成り立ちについて理解する
空中ブランコ乗りのキキ 登場人物の判断や行動について、自分の考えを確かなものにする

随筆
単語の種別・品詞
名詞 名詞について理解する

書写 漢字の行書の基礎的な書き方を理解する
字のない葉書 行動の描写をもとに、人物像や人物の心情の変化を捉える

単語の種別・品詞について理解する
自分の体験から題材を決め、表現したいことの中心を明確にしてまとめる

スピーチ 聞き手の反応をふまえながら、表現を工夫して話す
月を思う心 古典の世界への理解を深める

玄関扉 文章の要旨を捉え、筆者の考えに対して自分の考えをもつ
接続する語句・指示する語句 指示する語句と接続する語句の役割について理解を深める

漢字の音と訓 漢字の音と訓について理解する
情報を関連づけて考えをまとめる 文章などを読んで理解したことをもとに自分の考えを持つ

竹取物語 古文の仮名遣いやリズムに注意して音読し、古典の世界を感じる

変わり身の上話
故事成語「矛盾」 話の展開を捉え、表現の効果について考える

目的や意図に応じて、身のまわりから題材を取り上げて書く

それだけでいい 詩の言葉を的確に捉えて、内容を理解する
表現技法 表現技法を理解し使う

行事案内リーフレット 集めた資料を目的や意図に応じて整理し、伝えたいことを明確にする

方言と共通語 共通語と方言の果たす役割について理解する

意味と意図
意見文
少年の日の思い出 描写をもとに登場人物の心情の変化を捉える

詩 自分の感じたことが効果的に伝わるように、表現を工夫する
トロッコ 情景描写と場面の展開を捉え、表現の効果について考える

伝えたい内容の中心が明確になるように文章をまとめる
必要な情報に着木して文章を要約し、内容を捉える

グループ新聞 集めた情報を話し合いで整理してまとめる

③
学びに向かう
力・人間性

国語に対する関心を持ち、意欲的に授業に取り
組み、努力や工夫をしてノート・ファイルを作り、国
語力を身につけようとする。

ノート・ファイル・授業態度・提出物など

★評価にあたって
評価観点（規準など） 評価の場面・方法

①
個別の知識・

技能
文法・語句・漢字などの国語に対する基礎的な
力を身につけ、日常の言語活動に活用する。

定期テスト・漢字テスト・書写・暗唱など

②
思考力・判断
力・表現力

自分のものの見方を深めて、注意して話したり聞き取ったり
する。また、論理の展開を工夫して、思いを伝えることのでき
る文章を書く。書き手の論理や心情を的確に捉えて、文章の
内容を読み解き鑑賞、批評する。

定期テスト・聞き取りテスト・作文など



」

２０２２年度　　（　1　）年　　教科（　社会　）

実際の家庭学習の方法
＜教科書、プリントを復習する＞

① 重要語句の読み・書き ② 地図帳・資料の活用

テストでは漢字で学習したものは漢字で答えることとします。

まず声に出して読み、たくさん書くこと。そして内容の理解です。

一例 ①重要語句の読み・書き

意味のわからない語句については説明も書く。

地球の姿

地球の半径約6400 km    赤道の周り約40000 km

地球は「水の惑星」とよばれている。

陸地：海洋 ＝ ３：７

六大陸……ユーラシア大陸 アフリカ大陸 オーストラリア大陸

北アメリカ大陸 南アメリカ大陸 南極大陸

三大洋……太平洋 大西洋 インド洋

② 地図帳・資料の活用

知らない地名はすべて地図帳で調べる習慣をつけること。

地図は何度も何度も見ることが大切です。くりかえし見ることで、

おおよその様子をイメージしやすくなります。

調べた地名は地図帳に色ペン等で○をしていこう。



２０２２年度　　（　1　）年　　教科（　社会　）

学期 月
1 4 基本的な用語を理解する。

5

6
暮らしのようす

7

2 8
暮らしのようす

9
暮らしのようす

10

11

12

3 1

2

3

評価項目

③ 知識・技能
わが国の国土と歴史、現代の政治、経済、国際関
係などについて理解し、調査や資料から様々な情
報を効果的に調べまとめる技能を身に付ける。

提出物（プリント）
テスト

②
思考・判断
・表現

様々な社会的事象についての自身の考えを持
ち、社会に見られる課題の解決に向けて選択・判
断する力、説明したり議論したりする力を養う。

提出物（プリント）
テスト

①
主体的に学習
に取り組む態度

様々な社会的事象に関心を持ち、意欲的に授業
や課題に取り組もうとする。

授業の様子
提出物（ノート・プリント）
テスト

★評価にあたって
評価観点（規準など） 評価の場面・方法

近世の日本 ヨーロッパ人との出会いと全国統一 資料の活用と近世につながる日本の特色を探る。
資料の活用と中世ヨーロッパの特色を探る。

ユーラシアの動きと武士の政治の展開 資料の活用と中世日本の特色を探る。

中世の日本 武士の政権の成立

古代国家の歩みと東アジア世界 資料の活用と古代までの日本の特色を探る。

日本列島の誕生と大陸との交流

古代までの日本 世界の古代文明と宗教のおこり 資料の活用と基本的な用語を理解する。

歴史　　　
歴史へのとびら 歴史をとらえる見方・考え方 資料の活用と基本的な用語を理解する。

オセアニア州 オセアニアの自然・産業・人 オセアニア地域のそれぞれの国の特色や違いを知る。
暮らしのようす

南アメリカ州 南アメリカの自然・産業・人 南アメリカ地域のそれぞれの国の特色や違いを知る。

環境問題

北アメリカ州 北アメリカの自然・産業・人 北アメリカ地域のそれぞれの国の特色や違いを知る。

世界に大きな影響力をもつ北アメリカ 農業、工業、経済について知る。

都市化による変化 モノカルチャー経済と暮らしについて知る。

ヨーロッパの国々とＥＵ統合 ヨーロッパ各国とＥＵとの関係を知る。

アフリカ州 アフリカの自然・産業・人・暮らしのようす アフリカ地域のそれぞれの国の特色や違いを知る。

ヨーロッパ州 ヨーロッパの自然・産業・人 アジア諸地域の経済発展を知る。

生活と環境 地域による違いと宗教・言語 地域による特色を考え、それぞれの違いを知る。
アジア州 アジアの自然・産業・人・暮らしのようす アジア諸地域のそれぞれの国の特色や違いを知る。

地球儀と地図 基本的なグラフや資料の活用の仕方を理解する。
世界各地の人々の 世界の気候 基本的な用語を理解する。

★１年間の学習の流れ
単元・題材内容・テーマ 学習内容と生徒の活動 育てる力（観点）つけさせたい力
地理　　世界と日本の姿 世界の国　日本の位置　時差



」

２０２2年度　　（　1　）年　　教科（　数学　）

実際の家庭学習の方法
１、復習が大切です。

習った内容を見直す、同じ問題でも自分でできるまで繰り返し解く。

２、授業を受ける前に教科書を読んで、例題を実際にやってみる。

３、小学校で習った九九、分数の計算ができるか復習しておく。

例えば、九九がわかるということは３６÷９の答えが

すぐに言えるということです。

分数の計算ができるということは２と３の最小公倍数がすぐに

答えることができるということです。



２０２２年度　　（　1　）年　　教科（　数学　）

学期 月

1 4

5

6

7

・比例式の性質を利用して、文字の値を求めることができる。
2 8

9

10 ・ともなって変わる２つの数量の関係を、表や式に表すことができる。

11

12

3 1

2

3

評価項目

・正の数・負の数の利用

・文字を使った式

・文字式の計算

・データにもとづく確率

文字の式

方程式

空間図形 ・立体と空間図形

・反比例

・方程式の利用

定期テストでの文章問題などの応用問題

ノート、プリント、問題集の取り組み方、授業の様子など

★評価にあたって
評価観点（規準など） 評価の場面・方法

① 知識・技能

数量や図形などについての基礎的な概念や原
理・法則などを理解している。事象を数学的に解
釈したり、数学的に表現・処理したりする技能を
身につけている。

定期テストでの数学用語や計算問題、グラフ、作図問題

③
主体的に学習
に取り組む態度

数学的活動の楽しさや数学の良さを実感して粘
り強く考え、生活や学習に生かそうとしたり、問題
解決の過程を振り返って評価・改善しようとして
いる。

②
思考・判断・
表現

数学を活用して事象を論理的に考察する力、数
量や図形などの性質を見いだし考察する力、数
学的な表現を用いて表現する力を身に付けてい
る。

・多数回の試行の結果から、相対度数を計算し確率を求めることが

・立体の体積と表面積

できる。

データの活用 ・ヒストグラムと相対度数 ・累積度数を求め、資料を分析することができる。
・累積度数等から、ことがらの起こりやすさを判断することができる。

・多面体や正多面体の特徴を理解する。
・空間内にある立体の面や辺の関係を理解する。
・表面積や体積を求めることができる。

・円とおうぎ形

・移動と作図 ・コンパスを使ったいろいろな作図の方法を理解し、作図ができる。

・おうぎ形の弧の長さや面積を求めることができる。

平面図形 ・直線と図形 ・平行移動、対称移動、回転移動の特徴と方法を理解する。

・比例や反比例の関係を利用し、問題を解くことができる。

・比例

変化と対応 ・関数
・比例や反比例の意味を理解し、グラフがかける、よめる。

・１次方程式を使って、文章問題を解くことができる。

・基準との違いを、正負の数を使って表すことができる。

・すべての方程式の基礎となる解き方について考え、理解する
ことができる。

・四則の混じった計算や分配法則を利用した計算ができる。
・正負の数を利用して、問題を解決することができる。

・具体的な数量を文字を使って表すことができる。
・式の値を求めることができる。
・１次式の計算ができる。
・文字を使った式が表す数量を読みとることができる。

・正の数・負の数の計算

・方程式

★１年間の学習の流れ
単元・題材内容・テーマ 学習内容と生徒の活動 育てる力（観点）つけさせたい力

正の数・負の数 ・整数の性質を知る。

・正負の数の四則演算ができる。

・正の数・負の数



「生命」

「物質」

実際の家庭学習の方法

１ 理科用語の読み書きと、その意味を理解し覚える。

２ 学習した内容について、授業で配った問題プリントなどを

解いて、復習する。

学校で使用した副教材（U-チェック）は解答部分を折り返して

何度も解いて復習する。

３ 総まとめの問題集を週末宿題で行い、復習する。

１回目で解けなくても心配いりません。

くり返しチャレンジしていくうちに、自然に解き方が身につきます。



２０２２年度　　（　1　）年　　教科（　理科　）

学期 月
1 4

5

6

7 状態変化の条件を理解する。

2 8
9

10

11

12

3 1

2

3

評価項目

③
主体的に取り組

む態度
自然の事物・現象に進んで関わり、科学的に探究しよ
うとする態度を養う。

定期テスト、小テスト、実験プリント及び実験への取組み

②
思考・判断・表

現

自然の事物・事象に関わり理科の見方・考え方を働か
せ観察、実験結果などから問題を見出し、事象を総合
的に考察したりして科学的に探究する力を養う。

定期テスト、小テスト,実験プリント及び実験への取り組み

授業プリント、小テスト,宿題、提出物、授業への取組み

① 知能・技能
自然の事物・現象についての理解を深め、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
的な技能を身につけようとする。

授業プリント、小テスト、宿題、提出物、授業への取組み

定期テスト、小テスト,実験プリント及び実験への取り組み

★評価にあたって
評価観点（規準など） 評価の場面・方法

4章　語る大地 ・大地の変動を統合的に把握する

3章　火をふく大地

・地震のゆれの特徴を理解する２章　ゆれる大地

・さまざまな火山活動とマグマのようすを理解する

[地球] １章　身近な大地 ・断層など身近な大地の変化の痕跡について理解する
活きている地球

光・音・力と科学技術 ・科学技術と生活との関連を考える

3章　力による現象 ・質量の考え方について理解する。
・力の表し方およびつり合いについて理解する

[エネルギー] ２章音による現象 ・音の大きさや高さと振動の関係について理解する
光・音・力による現象

・光の反射や屈折について理解する１章　光による現象

４章物質のすがたとその変化

水溶液の性質を理解し、濃度や再結晶を理解する。

物質の特性を理解し、分類する方法を知る。

３章水溶液の性質

２章いろいろな気体とその性質 気体の特性を理解し、分類する方法を知る。

２章動物の特徴と分類
「物質」

１章いろいろな物質とその利用

身の回りの物質

動物の特徴を理解し、分類することができるようになる

★１年間の学習の流れ
単元・題材内容・テーマ 学習内容と生徒の活動 育てる力（観点）つけさせたい力

身の回りの生物の観察 ・ルーペ・顕微鏡の使い方

　　　　　　　　　その共通点
「生命」 1章植物の特徴と分類 植物の特徴を理解し、分類することができるようになる

植物・生物の観察
・基本的な化学変化を学び、原子、分子の考え方を理解する



」

２０２２年度　　（　1　）年　　教科（　音楽　）

音楽科の学習について家庭で行う課題は特にありません。

ですが、音楽はみなさんの身近な日常にあふれているものです。

普段みなさんが親しんでいる音楽をはじめ、世界中にその土地の文

化や環境や歴史に影響された、数えきれないほどの音楽が存在して

います。

そのすべてを知ることは不可能かもしれません。また、知ったとし

てもあまりなじみのない音楽には親しみを持てないかもしれません。

それでも「知っている」ということや「経験する」ということが、

将来みなさんが大人になったときに大きな武器になるはずです。中

学生の今のうちに授業でも、家庭でもいろいろな音楽や芸術に触れ

てみましょう。



２０２２年度　　（　1　）年　　教科（　音楽　）

学期 月

1 4

5

6

7

2 8
9

10

11

12

3 1
2

3

評価項目

歌唱（二重唱）
リコーダー（二重奏）

紹介準備、発表
3学期の予定、「曲プレゼン」について

校歌導入・練習 校歌の紹介、練習

バロック音楽について

・歌唱「校歌」

リズム創作

2学期オリエンテーション 2学期の予定、アルトリコーダー配布など

実技テスト 実技テスト

※題材は状況を見て判断

筆記テスト（授業内） 筆記テスト

・校歌を覚えて親しみを持つ（学びに向かう力）
ソプラノリコーダー復習 ソプラノリコーダー運指の復習、曲の練習 ・ソプラノリコーダーの復習（知識・技能）

★１年間の学習の流れ
単元・題材内容・テーマ 学習内容と生徒の活動 育てる力（観点）つけさせたい力

オリエンテーション 自己紹介、授業・評価について、配布物等

・バロック時代の音楽について学ぶ（思考力・判断力・表現力）
ヴィヴァルディ「春」 ・クラシック音楽に親しむ（学びに向かう力）鑑賞「クラシックに親

しもうシリーズ①」

・ソプラノリコーダー

実技テスト 実技テスト ・授業で得た技能の確認（知識・技能）（思考力・判断力・表現力）

・リズムで音楽を創作する（思考力・判断力・表現力）
作曲家「久石譲」について ・日本の作曲家について学ぶ（知識・技能）（学びに向かう力）

筆記テスト（授業内） 筆記テスト ・授業で学んだことの確認（知識・技能）（思考力・判断力・表現力）

鑑賞「クラシックに親
しもうシリーズ②」

合唱祭の練習 合唱祭の自由曲の練習 ・大勢の人とともに音楽を創る（知識・技能）（思考力・判断力・表現力）

・ドイツ歌曲について学ぶ（知識・技能）（思考力・判断力・表現力）

アルトリコーダー導入・練習 アルトリコーダー運指、曲の練習 ・アルトリコーダーを演奏する（知識・技能）
シューベルト「魔王」 ・クラシック音楽に親しむ（学びに向かう力）鑑賞「クラシックに親

しもうシリーズ③」

・授業で得た技能の確認（知識・技能）（思考力・判断力・表現力）
・合唱祭クラス曲

アルトリコーダー

歌唱

創作「曲プレゼン」導入 プレゼンする曲を選ぶ ・音楽のよさを言葉で伝える（思考力・判断力・表現力）

※題材は状況を見て判断

・音楽のよさを言葉で伝える（思考力・判断力・表現力）

・他者と音楽を創る、演奏する（知識・技能）（思考力・判断力・表現力）

・授業で学んだことの確認（知識・技能）（思考力・判断力・表現力）

・授業で学んだことの確認（知識・技能）（思考力・判断力・表現力）

創作「曲プレゼン」
3学期オリエンテーショ

① 知識・技能
・授業で学んだ知識を理解できているか
・技能を理解・習得できているか
・知識や技能を音楽活動に活かせているか

・筆記テスト
・実技テスト
・鑑賞プリント
・授業プリント

★評価にあたって
評価観点（規準など） 評価の場面・方法

筆記テスト（授業内）

※題材は状況を見て判断
アンサンブル

③
学びへ向かう

力

・単元の目標に向かって、その日の学びを振り返
り、次の学びに活かそうとする姿勢
・積極的に音楽活動に取り組む姿勢・態度

・ふりかえりシート
・授業の様子
・授業プリント
・レポート

②
思考力・判断

力・
表現力

・音や音楽から感受したことや作曲者の思い、時
代背景やほかの芸術とのかかわりなど様々な要
素から音楽を捕えているか
・音や音楽を聴いて音楽的思考をはたらかせて
音や音楽を判断しているか
・自分なりの思いや意図を持って表現しているか

・授業プリント
・鑑賞プリント
・授業の様子
・ふりかえりシート
・実技テスト
・筆記テスト



」

２０２2年度　　（　1　）年　　教科（　美術　）

美術の授業の中だけでなく学校生活、お家での時間や遊びに行った

ときに、作品のアイデアになりそうなものと出会ったら、感じたこ

と、考えたことをスケッチやメモしておきましょう。テレビ等で美

術作品の特集を見ることで、新しい発見があるかもしれません。常

にアンテナを張って過ごしましょう。



２０２2年度　　（　1　）年　　教科（　美術　）

学期 月

1 4

5 色の持つ性質や働きを学び、表現や生活に生かせるようになる。
用具の使い方を工夫し、ものの質感や明暗を表現し、

・アイデアスケッチを行う 表現の幅を広げる。

6

7
・道具の使い方を知る
・課題に沿った作品を制作する
・鑑賞活動

2 8 ・鑑賞活動

・人物を描く（2）

9
・課題に沿った作品を制作する（自画像）

10 自画像制作
鑑賞

11 ジジジチカピカ ・光がもたらす効果を知る
ポッポッパッ

12 制作

3 1

2

3

評価項目

★１年間の学習の流れ
単元・題材内容・テーマ 学習内容と生徒の活動 育てる力（観点）つけさせたい力

オリエンテーション ・オリエンテーション ②③

・課題に沿った作品を制作する（平面構成）①②③

色彩の基本・仕組み ・色の持つ性質や働きを学ぶ
・道具の使い方を知る（鉛筆・ポスターカラー）

・鑑賞活動

平面構成
・鑑賞活動
・作品制作のつづき

主題に応じて絵具をたらしたり、偶然生まれる形や色彩を楽しみ、
鑑賞 自己表現の幅を広げる。
さまざまな技法で描く ・モダンテクニックを知る

①②③

身近な人を見つめ、特徴をとらえて人柄などを表すことに
興味を持ち、意欲的に取り組む。

身近な人の印象や性格などをもとに、表情や色彩、構図の
工夫を考え、構想を練ったり鑑賞したりする。

鉛筆で描く ・道具の使い方を知る（鉛筆）

人間っておもしろい
・人物を描く（1）

顔の角度や表情、しぐさ、色彩などに着目し、印象をとらえ、
（平面作品） 材料や用具を工夫して表す。

①②③
・作品制作のつづき
・鑑賞活動

・アイデアスケッチ（ステンドグラス）
光が作り出す空間の美しさ、使う場面などをもとに、光の影や
効果を考え、構想を練ったり鑑賞したりする。

光の形や色彩の変化などに着目し、空間に与える印象をとらえ、
材料や用具の特性を生かし、見通しをもって表す。・光による美しさや色彩の変化をとらえる

・鑑賞活動

　①②③

光や影の効果を生かしてデザインすることに関心を持ち、
意欲的に取り組む。・アイデアスケッチ（ステンドグラス）

・課題に沿った作品を制作する 身近な自然物などの特徴やイメージ、使う場面などをもとに、
形や色彩の構成の工夫を考え、構想を練ったり鑑賞したりする。

広がる模様の世界 ・デザインとしての模様を知る 自然物や人工物などの形や色彩の特徴に着目し、美しさをとらえ、
・アイデアスケッチ 材料や用具の扱い方を工夫して見通しをもって表す。

①②③
制作 ・作品制作のつづき

制作 ・作品制作のつづき 自然物の特徴などを生かして模様をデザインすることに関心をもち、
意欲的に取り組む。・鑑賞活動

鑑賞 ・鑑賞活動

① 知識及び技能

・授業で学んだ知識や技能が理解できているか。
・学んだ知識を自分なりの工夫で作品制作に生かしている
か。
・身に付けた技(わざ)を自分なりの工夫で発揮できている
か。

・授業作品
・小テスト
・アイデアスケッチ（下絵）
・授業、作品レポート関係

★評価にあたって
評価観点（規準など） 評価の場面・方法

③
主体的に学習
に取り組む態度

・自分から積極的に楽しく活動に参加しているか。
・自分で目標を決めて活動し、振り返りが出来ているか。
・美術を大切にする心をもって、授業に参加できているか。

・授業、作品レポート関係
・授業中の活動の様子

②
思考・判断・表現
等

・作品のよさや美しさなどを感じることができている
か。
・アイデアを工夫してひらめきを生み出そうとしている
か。
・美術や美術文化の見方や感じ方を広げようとしてい

・授業作品
・アイデアスケッチ（下絵）
・授業、作品レポート関係
・授業中の活動の様子

⑤

④



」

２０２２年度　　（　1　）年　　教科（　保健体育　）

実際の家庭学習の方法
【 体育 】

・授業で行われる種目について、教科書を用いて確認をする

・授業の中での説明や、記録などをノートに記入する

・授業が終わったら、振り返りシートに、学習した内容をまとめる

【 保健 】

・授業の板書内容や説明などを、確認をする

・配布されたプリントや、振り返りプリントをテストまでに

解いてまとめる



２０２２年度　　（　1　）年　　教科（　保健体育　）

学期 月
1 4

5

6

7

2 8

9

10

11

12

3 1

2

3

評価項目

★１年間の学習の流れ
単元・題材内容・テーマ 学習内容と生徒の活動 育てる力（観点）つけさせたい力
体つくり運動 集団行動 規律ある授業態度・体育における基本的な行動

陸上競技 【短距離走】５０ｍ程度 短距離走、ハードル走における基本的な知識及び技能

怪我をしないための準備運動体ほぐしの運動

保健 調和のとれた生活 調和のとれた生活についての理解

・基本の知識、動作
・タイム測定

・基本の知識、動作
バレーボールにおける基本的な知識及び技能球技 【バレーボール：ネット型】

・タイム測定

【クロール・平泳ぎ】水泳
・基本の知識、動作 クロール、平泳ぎにおける基本的な知識及び技能

・タイム測定

水泳 【クロール・平泳ぎ】
・基本の知識、動作

球技 【ハンドボール：ゴール型】
・基本の知識、動作

ハンドボールにおける基本的な知識及び技能

球技 【バスケットボール：ゴール型】 バスケットボールにおける基本的な知識及び技能
・基本の知識、動作

陸上競技 【長距離走】１０００ｍ～２０００ｍ、シャトルラン 長距離走における基本的な知識及び技能

保健 心身の発達と心の健康 心身の発達と心の健康についての理解

武道 【柔道】 柔道における基本的な知識及び技能
・基本の知識、動作

・基本の知識、動作
・タイム測定、記録測定

器械運動 【マット運動】 マット運動における基本的な知識及び技能
・基本の知識、動作

体育理論 運動やスポーツの多様性についての理解
運動やスポーツの多様性

体つくり運動 体力を高める運動 体力を高める運動を実践する力

★評価にあたって
評価観点（規準など） 評価の場面・方法

取組み(参加状況・授業態度・忘れ物など)
提出物（ノート、プリント、宿題など）

パラスポーツ、ニュースポーツ

③ 主体的に取り組む態度

心と体の関わりや、体を動かすことに関心を持
ち、積極的に授業に参加し、協力して行うことが
できる。

② 思考・判断・表現
安全や行い方などについて理解し、本時の目標
などを考えて行動することができる。

取組み（安全や目標に留意して行えているかなど）
提出物（振り返りシートの内容など）

取り組み（参加状況・授業態度・忘れ物など）
提出物（ノート・プリント・宿題など）

① 知識・技能

・運動の特性やルール、保健分野に関する知識を理解するこ
とができる。
・運動の課題やタイム測定、表現などに対して、技能を活か
すことができる。



２０２2年度　　（　1　）年　　教科（　技術・家庭　）

実際の家庭学習の方法
毎回の授業の復習をしっかりしておきましょう。

忘れ物のないよう授業の前日には準備をしておきましょう。

プリント形式で授業を行いますのでファイルを活用しましょう。

プリントだけでなく教科書と関連づけて勉強していきましょう。



２０２2年度　　（　1　）年　　教科（　技術・家庭　）

学期 月
1 4

5

6

7
8

2 9

10

11

12

3 1

2

3

評価項目

・材料と加工法 ・材料に適した加工法を知る ・製作品をつくるための工具や機器の使い方を理解する。

★１年間の学習の流れ
単元・題材内容・テーマ 学習内容と生徒の活動 育てる力（観点）つけさせたい力
・ガイダンス ・技術とは、３年間の技術の学習について ・技術分野の学習の見通しを持つことができる。

・切断　・穴あけ 　使い方を理解し、製作品を製作する。
・組み立て　・切削　・完成

・製作品の製作① ・けがき ・両刃のこぎり、卓上ボール盤、げんのう、ドライバーなどの工具の

・キャビネット図 ・等角図、第三角法による正投影図を描けるようになる。
・第三角法による正投影図

・製図 ・等角図 ・製作に必要な図の描き方を理解し、図に表すことができる。

・切断　・穴あけ 　の使い方を理解し、製作品を製作する。
・組み立て　・切削　・完成

・製作品の製作② ・けがき ・両刃のこぎり、卓上ボール盤、げんのう、糸のこ盤などの工具や機器

・木材の特性 ・木材の各部の名称や特性 ・木材の各部の名称や特性について理解する。
・丈夫な製品を作る ・丈夫な構造 ・丈夫な構造や部材について理解する。

・食生活 ・食事の役割　 ・６つの食品群を理解する。

・食生活 ・バランスのとれた食生活　　 ・適切な食品を選ぶことができる。

・栄養素のはたらき

・食品の選択と調理 ・食品の選び方
・食事づくり

・よりよい住生活を目指すことを考えることができる。

・食事づくり

・食生活 ・バランスのとれた食生活　　 ・適切な食品を選ぶことができる。
・食品の選択と調理 ・食品の選び方

・必要な衣服を選択する

・衣生活 ・衣生活と自立 ・着る目的を考えることができる　必要な衣服を選択することができる。　

・衣服の計画的な活用方法を考える ・衣服の計画的な活用方法を考えることができる。

・コンピュータ実習 ・コンピュータの基本操作 ・コンピュータの基本操作ができるようになる。

★評価にあたって
評価観点（規準など） 評価の場面・方法

実習、定期テスト

生活や技術・家庭の基本的な機能について
理解し知識を身につけている。
生活の自立に必要な基礎的な技術、衣食住や
家族の生活に関する技術を身につけている。

③
主体的に学習
に取り組む態度

②
思考・判断・表
現

生活や技術、衣食住や家族生活について見直
し、課題を見つけ、その解決を目指して自分なり
に工夫し創造する。

定期テスト、実習、宿題、授業レポート

授業態度、ファイル提出、授業レポート
生活や技術、衣食住や家族生活について関心を
もち、生活を充実向上するために進んで実践しよ
うとする。

① 知識・技能



」

２０２２年度　　（　１　）年　　教科（　英語　）

実際の家庭学習の方法
＜予習＞ ＊単語の意味調べ、品詞調べをする。

＊ノートに教科書の本文を写して、意味を考えてくる。

＊教科書本文を音読してくる。

＜復習＞ ①新出文法や本文の内容、基本文を確認し、英文に意味を書いて

みる。

②返却されたプリントをもう一度解答する。

③ワークで学習した文法事項を確認する。

＜宿題＞ ＊プリント

＊ノート

＊読み練習等、指示されたことはその日のうちにやりましょう。



２０２2年度　　（　1　）年　　教科（　英語　）

学期 月
1 4

・アルファベット、Classroom English
・辞書の基本的な使い方を理解する。

5 PROGRAM1 ・be動詞（肯定・疑問・否定） ・be動詞の用法を正しく身につけ、運用する。
・単語、文の書き方 ・単語・文を正しく書く。
・数の言い方 ・数字、年齢、電話番号が聞きとれ、伝えられる。
・疑問詞のある疑問文（where） ・場所を尋ねる表現を、正しく理解し、使うことができる。

PROGRAM２ ・一般動詞（肯定・疑問・否定）、複数形 ・一般動詞の用法を正しく身につけ、自分の好きなことや
6 ・疑問詞のある疑問文（when) 　普段することについて表現する。

Step1 ・曜日と天気の言い方、英語でやりとりをしよう・曜日や天気の表現を覚え、使うことが出来る。

PROGRAM3
7 ・疑問詞のある疑問文（what) ・具体的な情報を尋ねる表現を正しく理解し、使うことができる。

Step2
Our Project1

2 8

9 ・代名詞（she, he, it)

10

・疑問詞のある疑問文（why)
Power-up３ ・道案内①

11

12 ・話の組み立て方、英語でのやりとり

3 1

PROGRAM８ ・現在進行形
2

・一般動詞の過去形
3 ・過去時制の表現を正しく理解し、運用する。

Step６ ・文の内容を理解し、表現しよう
PROGRAM1０

評価項目

③
主体的に取り

組む態度

外国語の背景にある文化に対する理解を深め，
聞き手，読み手，話し手，書き手に配慮しながら，
主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図
ろうとしている。

・授業中の取り組み
・小テスト　　・パフォーマンステスト
・振り返り　　・提出物

②
思考・判断・表
現

コミュニケーションを行う目的や場面，状況などに応じ
て，日常的な話題や社会的な話題について，外国語
で簡単な情報や考えなどを理解したり，これらを活用
して表現したり伝え合ったりしている。

・授業中の取り組み　　・定期テスト（思考・判断・表現の観点）
・小テスト　　・パフォーマンステスト
・振り返り　　・提出物
・ライティングテスト　・プレゼンテーション　・スピーチなど

★評価にあたって
評価観点（規準など） 評価の場面・方法

① 知識・技能

外国語の音声や語彙，表現，文法，言語の働きな
どを理解している。
外国語の音声や語彙，表現，文法，言語の働きな
どの知識を，聞くこと，読むこと，話すこと，書くこと
による実際のコミュニケーションにおいて活用で
きる技能を身に付けている。

・授業中の取り組み　　・定期テスト（知識・技能の観点）
・小テスト　　・パフォーマンステスト
・振り返り　　・提出物

・過去進行形 ・過去のある時点で進行中だった動作を述べるときに使う表現を知る。

Our　Project3 ・スピーチをしよう ・既習の文法事項を復習して、運用する。

（不規則動詞、肯定・疑問）
・不規則動詞の過去時制の表現を正しく身につけ、運用する。

・be動詞（過去形 ）

・過去にしたことを説明する。過去にしたことについてたずねる。

Step5 ・絵や写真を英語で表現しよう

PROGRAM９

・現在進行中の動作について表す表現を正しく理解し、運用する。

Our　Project２ ・他人紹介
Power-up5 ・インタビューを聞こう

　理解し、使うことができる。

Step３，４
・疑問詞のある疑問文（how)

・既習事項を用いて、スピーチ形式で他人を紹介する。

  理解する。
・英語の人称や代名詞の格変化について理解する。

・疑問詞のある疑問文（who)

Power-up2 ・持ち主をたずねよう
・三人称単数が主語になる場合の一般動詞の用法を正しく

・正しい代名詞の格を用いて表現する。

PROGRAM5 ・3単現

Power-up４ ・店内放送を聞こう
・初めて話題にするものや人の存在について表すときに使う表現を

PROGRAM6 ・代名詞
・理由をたずねる疑問文とその答えを言うことができる。

PROGRAM7 ・There is～. There are～.

PROGRAM4 ・this　is～./that is～. ・指示代名詞の用法について正しく理解し、運用する。
・人について尋ねる表現を正しく理解し、使うことができる。

・アルファベットを正しく書き、正しく発音する。
・辞書引き

Power-up1 ・買い物の際の会話 ・買い物で用いる定型表現を覚え、運用する。

・助動詞の用法について正しく理解し、運用する。

・これまで学んだことを使い、自分のことに
ついてスピーチをする。

・can（肯定・疑問・否定）

★１年間の学習の流れ
単元・題材内容・テーマ 学習内容と生徒の活動 育てる力（観点）つけさせたい力
Get ready ・あいさつ、簡単な自己紹介 ・積極的に自己紹介をし相手の自己紹介を聞くことができる。


