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２０２２年度　　（　2　）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　　（　2　）年　　教科（　国語　）

学期 月
4 読む 名づけられた葉

1 読む セミロングホームルーム
言葉 敬語の意味と種類 敬語の働きについて理解し使う
話す・聞く グループディスカッション

5 読む 文章の構成や論理の展開の仕方を捉える
読む 人間は他の星に住むことができるのか 主張と例示の関係に着目して読む
書く 手紙・メール　心をこめてわかりやすく書く
言葉 言葉の働きとコミュニケーション 言葉には、相手の行動を促すはたらきがあることに気づく

6 読む 短歌の世界
読む 短歌十首 情景や心情を表す語句に注意して、短歌を詠み味わう
書く 短歌・俳句 情景や感動が伝わるように、表現を工夫して書く
言葉 用言の活用(動詞) 用言の活用について理解する

7 読む 壁に残された伝言 文章の全体と部分との関係に着目して読み、内容を理解する
生涯の友と出会う 読書を通して自分の考えを広げたり深めたりする

8 言葉 用言の活用(形容詞・形容動詞)
2 読む １００年後の水を守る 文章と図表などを結び付けて、筆者の考えを捉える

9 言葉 上位語・下位語 上位語・下位語の関係について理解を深める
話す・聞く プレゼンテーション
読む 枕草子・徒然草 自然や人間に対する、筆者のものの見方や感じ方を捉える
読む 平家物語 語句の意味に注意しながら音読し、古典のリズムを味わう

10 読む 漢詩の世界 漢詩の表現やリズムを捉え、読みを味わう
言葉 熟語の構成・熟字訓 熟語の構成・熟字訓について理解を深める
読む 共生社会に関するデータ
読む 自立とは「依存先を増やすこと」

11 書く 投稿文
言葉 助詞・助動詞の働き 助詞・助動詞のはたらきや文の構成について理解する
読む 大阿曽 詩の表現技法とその効果を理解し、描かれた情景を読み取る

12 言葉 類義語・対義語・多義語 類義語・対義語・多義語について理解する
読む 小さな手袋 登場人物の人物像と相互関係を捉える

1 話す・聞く ビブリオバトル
3 書く 創作文

2 読む 動物園でできること
言葉 熟語の読み 熟語の読みについて理解する
書く 論説文

3 読む 走れメロス 人物の言動の意味を考え、人物像とその変化を捉える
話す・聞く 情報誌

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

詩のリズムを感じ取りながら音読し、表現の効果について考える
人物の設定の仕方を捉え、表現や構成の工夫とその効果について考える

リズムや表現方法などの特徴をもとに、短歌についての理解を深める

相手に伝えたい事柄や気持ちを明確にして、手紙の形式をふまえて書く

用言の活用について理解する

互いを尊重しながら話し合いを深めるための方法を理解し活用する

意見と根拠などの関係に注意して、互いを尊重しながら話し合い、考えをまとめる

根拠の適切さや論理の展開などに注意して、話の構成を工夫する
作品の魅力や特徴が効果的に伝わるように、描写や展開など工夫して書く

伝えたい事柄が伝わるように、文章の構成や展開を工夫して書く

じゃんけんは、なぜグー・チョキ・パーの三種類なのか

根拠の適切さや論理の展開などに注意して、話の構成を工夫する

多様な方法で集めた材料を整理し、伝えたいことを明確にする

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・書写など

理解したことや考えたことを知識や経験と結び付け、考えを広げ深める

★評価にあたって
評価観点（規準など） 評価の場面・方法

取材や調査で集めた情報を、表現を工夫して文章にまとめる

文章の全体と部分との関係や、主張と例示との関係に注意して読む

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・プリント・授業態度・提出物など

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　　（　2　）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。

（文明のおこり）

アジア・アフリカで4大文明発生

〇大河のほとり、温暖な気候の地域で

→ 農耕や牧畜の発達・・・集団で食料を計画的に生産

→ 強い集団が弱い集団を従える

＝「国家」というまとまり

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。

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　　（　2　）年　　教科（　社会　）

学期 月
1 4

5

6

7

2 8

9

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

大正デモクラシー 社会運動の展開を知る。

二度の世界大戦 近代の産業と文化の発展 資料の活用と日本の近代化の特色を探る。
　　　　　　　　と日本 第一次世界大戦と民族独立の動き 世界大戦の特色や終戦後の平和への動きについて知る。

激動する東アジアと日清・日露戦争 資料の活用と日本の近代化の特色を探る。

近代の日本と世界 明治維新と立憲国家への歩み 資料の活用と日本の近代化の特色を探る。

開国と幕府政治の終わり 資料の活用と近世日本の特色を探る。

近代の幕開け 近代世界の確立とアジア 欧米の近代化の特色を探る。

幕藩体制の確立と鎖国 資料の活用と近世日本の特色を探る。
経済の成長と幕政の改革 資料の活用と近世日本の特色を探る。

歴史
近世の日本 天下統一への歩み 資料の活用と近世につながる日本の特色を探る。

北海道地方 北海道地方の自然・産業・人・暮らしと 自然環境を中心に考察する。
その変化

東北地方 東北地方の自然・産業・人・暮らしと 生活・文化を中心に考察する。
その変化

関東地方 関東地方の自然・産業・人・暮らしと 他地域との結びつきを中心に考察する。
その変化

中部地方 中部地方の自然・産業・人・暮らしと 産業を中心に考察する。
その変化

近畿地方 近畿地方の自然・産業・人・暮らしと 歴史的背景を中心に考察する。
その変化

中国・四国地方 中国・四国地方の自然・産業・人・暮らしと 人口や都市・村落を中心に考察する。
その変化

九州地方 九州地方の自然・産業・人・暮らしと 環境問題と環境保全を中心に考察する。
その変化

世界から見た 日本の自然、人口、産業、資源 日本の特色について様々な資料から探る。
　　　　　　　　日本の姿 交通等の特色

日本の姿 日本の領域と地方区分 日本の特色について様々な資料から探る。
地形図の見方 地形図を読み取る。

★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



」

２０２２年度　　（　2　）年　　教科（　数学　）

実際の家庭学習の方法
１、前学年の内容が理解できているか。復習をしましょう。

２、授業で習った内容の復習をする。

３、同じ問題でも繰り返し解く。

４、教科書を読んで例題を解いてみる。



２０２２年度　　（　2　）年　　教科（　数学　）

学期 月

1 4

5

6

7

2 8

9

10

11

12

3 1

2

3

評価項目

ノート、プリント、問題集の取り組み方、授業の様子など

・二等辺三角形や直角三角形の性質を理解し、証明を進める
ことができる。

・１次関数のグラフがかける、よめる。
・１次関数の式を求めることができる。

・方程式との関係を理解する。

・多角形や平行線、角の性質を理解する。
・証明のしくみを知る。

・確率を用いて不確定な事象を捉え考察し表現することができる。

・基本的な文字式の四則演算ができる。

・文字を使って説明ができる。

・連立方程式の計算ができる。

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。

式の計算

・文字式の利用

・連立方程式

・連立方程式の利用

・１次関数とグラフ

・１次関数と方程式

・式の計算

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。

★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

定期テストでの文章問題などの応用問題

２年生のまとめ

箱ひげ図とデータの活用・箱ひげ図
できる。
・四分位範囲を求め、箱ひげ図を使って、データの比較をすることが

場合の数と確率 ・確率場合の数と確率 ・確率の意味を理解し、求めることができる。

図形に変形する方法を考察し表現することができる。
・平行線と面積の関係に着目し、１つの図形を面積の等しい別の

・四角形 ・平行四辺形の性質を理解し、証明を進めることができる。

図形の性質と証明 ・三角形

・図形の性質を利用して、証明を進めることができる。

図形の調べ方 ・平行と合同

・証明

・１次関数の利用 ・１次関数を利用して問題を解決することができる。

★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

連立方程式

１次関数

・連立方程式を使って、文章問題を解くことができる。

・１次関数の意味を理解する。



２０２２年度　　（　2　）年　　教科（　理科　）

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　　（　2　）年　　教科（　理科　）

学期 月
1 4

5

6

7

2 8
9

10

２章音による現象

11 3章　天気の変化と大気の動き

3章　力による現象

12
１章　電流の性質

3 1

2 ２章　電流正体

3 ３章　電流と磁界

★評価にあたって
評価項目評価観点（規準など）

化学変化と原子・分子

「生命」

「物質」

水溶液の性質を理解し、濃度や再結晶を理解する。

状態変化の条件を理解する。

１章　物質の成り立ち

1章植物の特徴と分類

２章動物の特徴と分類

１章いろいろな物質とその利用

２章いろいろな気体とその性質

★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
[物質]

・基本的な化学変化を学び、原子、分子の考え方を理解する

植物の特徴を理解し、分類することができるようになる

動物の特徴を理解し、分類することができるようになる

物質の特性を理解し、分類する方法を知る。

気体の特性を理解し、分類する方法を知る。

３章水溶液の性質

４章物質のすがたとその変化

・力の表し方およびつり合いについて理解する

天気の変化 ・前線の種類と特徴を知る

・質量の考え方について理解する。

[地球]

・雲のできるしくみを理解し、湿度計算ができるようになる

地球の大気と
・音の大きさや高さと振動の関係について理解する

１章　光による現象

[エネルギー]
・回路を作り、オームの法則を理解する電流とその利用

・磁界と電流の関係を理解する

・電子の流れを知る

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。

授業プリント、小テスト,宿題、提出物、授業への取組み

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

評価の場面・方法

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。

定期テスト、小テスト、実験プリント及び実験への取組み



」

２０２２年度　　（　2　）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　　（　2　）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

筆記テスト

鑑賞

★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
・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

・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

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

・授業の様子
・ふりかえりシート

3学期の予定など

・授業で学んだことの確認（知識・技能）（思考力・判断力・表現力）

・クラシックギターの演奏方法を習得する（知識・技能）
・新たな楽器との出会いを楽しむ（学びへ向かう力）

クラシックギターの演奏クラシックギター

筆記テスト（授業内）

サウンドスクール

オペラ ・クラシック音楽（オペラ）に親しむ（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）

アンサンブル ・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）
※題材は状況を見て判断

3学期オリエンテーショ
ン

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）
・合唱祭クラス曲

鑑賞「クラシックに親
しもうシリーズ③」

ベートーベン「交響曲第5番」 ・クラシック音楽に親しむ（学びに向かう力）

・オペラについて学ぶ（知識・技能）（思考力・判断力・表現力）

アルトリコーダーの練習 ・アルトリコーダーを演奏する（知識・技能）
※題材は状況を見て判断

・ベートーベンについて学ぶ（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）

★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
・歌唱の基本を学ぶ（知識・技能）（思考力・判断力・表現力）

・クラシック音楽に親しむ（学びに向かう力）

筆記テスト

言葉でリズム創作

2学期の予定など

・授業で得た技能の確認（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）

・音楽と言葉の関係を感じながら創作する（思考力・判断力・表現力）

「翼をください」導入、練習

バッハ「フーガト短調」

実技テスト

アルトリコーダー運指の復習、曲の練習 ・アルトリコーダーを演奏する（知識・技能）

・バッハの音楽（特にパイプオルガン）について学ぶ
（思考力・判断力・表現力）

・歌唱「翼をください」
筆記テスト（授業内）

リズム創作・発表

2学期オリエンテーション

歌唱「翼をください」

実技テスト

アルトリコーダー復習

鑑賞「クラシックに親
しもうシリーズ①」



」

２０２2年度　　（　2　）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　　（　2　）年　　教科（　美術　）

学期 月

1 4

5

視点の冒険 ・道具の使い方を復習（ポスターカラー）
・アイデアスケッチを行う
・課題に沿った作品を制作する（風景画）

6 ・作品制作のつづき
・鑑賞活動

7 風景画 ・作品制作のつづき
鑑賞 ・鑑賞活動

2 8 魅力を伝えるパッケージ・様々なパッケージを知る
・文字の基本を知る
・アイデアスケッチ
・課題に沿った作品を制作する

9 制作 ・作品制作のつづき
・鑑賞活動

10 制作 ・作品制作のつづき
鑑賞 ・鑑賞活動

11 きらきら　ゆらめき ・光がもたらす効果を知る

12 制作

3 1 ・鑑賞活動

・課題に沿った作品を制作する

2 ・作品制作のつづき
・鑑賞活動

3 制作
鑑賞

評価項目

⑤

④

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

★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

意欲的に取り組む。
①②③

・作品制作のつづき
・鑑賞活動

光の効果や美しさなどをとらえて表すことに関心を持ち、
意欲的に取り組む。

・平面作品 などによる伝達の効果を考え、構想を練ったり鑑賞したりする。

制作

一目で伝わるピクトグラムなどをデザインすることに関心を持ち、

ひと目で伝えるための 具体物や行為を表す形の特徴などに着目し、伝達のイメージなどを
工夫 ・アイデアスケッチ とらえ、絵具などの特性を生かし、見通しをもって表す。

伝えたい内容やイメージ、伝える場面などをもとに、形や色彩

・光による美しさや色彩の変化をとらえる
・鑑賞活動
・アイデアスケッチ（ステンドグラス）

・アイデアスケッチ（ステンドグラス）

①②③

効果を考え、構想を練ったり、鑑賞したりする。

情景の中の光のイメージをもとに、光や影、色彩などの効果を考え、
構想を練ったり鑑賞したりする。

生活の中の光に着目し、美しさや色彩の変化をとらえ表す。

①②③

用具の特性を生かし、見通しをもって表す。
伝える目的や条件、中身のイメージをもとに、美しさと伝達の

中身のイメージなどから、パッケージをデザインすることに
関心を持ち、意欲的に取り組む。

形や色彩、質感などに着目し、意図やイメージをとらえ、材料や

道具の使い方を工夫し、ものの質感や明暗を表現し、
表現の幅を広げる。
見上げる、見下ろす、近づくなど、視点の位置による見え方の
違いに着目し、そこから生じる印象の変化をとらえ、絵具などの
特徴を生かして表す。
視点の違いや構図の工夫によるイメージの変化をもとに、
構図などの効果を考え、構想を練ったり鑑賞したりする。
視点の違いによるイメージの変化を生かして表すことに関心をもち、
意欲的に取り組む。
①②③

★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

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。

・鑑賞活動

・身の回りにある美しいものを見つける
・色の配置で生まれる効果を知る

風景画

色彩の特徴を深く知る
あなたの美を見つけて



」

２０２２年度　　（　2　）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　　（　2　）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 【走り幅跳び】 走り幅跳びにおける基本的な知識及び技能
・基本の知識、動作

体ほぐしの運動 怪我をしないための準備運動

保健 生活習慣の健康への影響 生活習慣の健康への影響についての理解

・記録測定

・応用の知識、動作
球技 【バレーボール：ネット型】 バレーボールにおける応用的な知識及び技能

・タイム測定

水泳 【クロール・平泳ぎ】 クロール、平泳ぎにおける応用的な知識及び技能
・応用の知識、動作

・タイム測定

水泳 【クロール・平泳ぎ】
・応用の知識、動作

球技 【ハンドボール：ゴール型】 ハンドボールにおける応用的な知識及び技能
・応用の知識、動作

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応用的な知識及び技能
・応用の知識、動作

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

保健 けがの防止と応急手当 けがの防止と応急手当についての理解

ダンス 【現代的なリズムのダンス】 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

・基本の知識、動作
・タイム測定、記録測定

器械運動 【平均台運動】 平均台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
運動やスポーツの効果・学び方・安全

運動やスポーツの効果・学び方・安全についての理解

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（フロアバレーなど）

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　　（　２　）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　　（　２　）年　　教科（　技術・家庭　）

学期 月
1 4

5

6

7

2 8
9

10

11

12

3 1

2
3

評価項目

　回路図通りの回路をつくる。

・電気機器を安全に使用 ・電気による事故を防ぐ方法 ・電気による事故の原因を知り、防止する方法を知る。
・機器の異常や不具合の状況を他の人に説明できる。

・電気回路 ・エネルギーを利用する仕組み ・電気用図記号を用いて回路図を描けるようになる。

・電子工作実習 ・基盤に電子部品をはんだづけする ・はんだごてを使い、基盤に電子部品をはんだづけし、設計した

★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
・エネルギー変換 ・エネルギーの種類、エネルギー変換 ・エネルギーの種類やエネルギー変換について知る。

　できる。

・電気回路図
・電気に関する基礎知識・オームの法則　電圧　電流　抵抗　電力 ・オームの法則を使って電圧、電流、抵抗を計算して求めることが

　を行い相互評価ができる。

・コンピュータ実習 ・文書作成ソフト ・文書作成ソフトを用いて様々な資料や文書を作成できる。
・プレゼンテーション用スライド作成ソフト ・プレゼンテーション用スライド作成ソフトを用いてプレゼンテーション

・食生活 ・食事の役割　 ・６つの食品群を理解する。
・栄養素のはたらき

・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

・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。

・よりよい住生活を目指すことを考えることができる。

・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。　

・食品の選択と調理 ・食品の選び方
・食事づくり

・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。

・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。
・必要な衣服を選択する

★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　　（　２　）年　　教科（　英語　）

実際の家庭学習の方法
＜ホップ＞

①学んだ英単語を読む練習をする。

②単語プリントの日本語だけ見て英語が書けるようになる。

＜ステップ＞

①教科書の本文を読めるようになる。

②教科書本文の日本文だけ見て読めるようになる。

③教科書本文の日本文だけ見て書けるようになる。

＜ジャンプ＞

①新しく学んだ表現を用いて、自分で考えた英文が書けるようになる。

②英語文化に触れ（映画や歌など）、疑問に思ったことやわからないことを調べる。

③ニュースなどを見て、英語で自分の意見を表現できる。（話す、書くなど）

＜その他＞

宿題は学校でやるのではなく、家できちんとやりましょう。小テストの準備なども直前に

頑張るのではなく、いつでもできるように日ごろから取り組んでおきましょう。 英語に

触れる時間が学びの時間になります。自ら英語に触れる機会を作って頑張りましょう。



２０２２年度　　（　2　）年　　教科（　英語　）

学期 月
4

Steｐ 1 ・マッピングでメモをとる。
5 PROGRAM２ ・接続詞　that / must / have(has) to 

Power Up 1 ・天気予報
Power Up ２ ・英語で電話をかける
Word　Web　１ ・料理

6 PROGRAM3 ・to＋動詞の原形（不定詞）
・動詞のing形（動名詞）

Steｐ　２ ・スピーチ
7 Our Project 4 ・グループプレゼンテーション

Reading ・Gon, the Little Fox
Word　Web　2 ・形容詞

8
9

10

11 ・受け身の意味や働きを理解し、聞き取ったり書いたりする技
Step 3

12

1

2
・客観的な事実や具体的な理由と

3

評価項目

3

活用して聞き取ったり伝え合ったりすることができる。
・think that、must、must not、have toなどの意味や働きを
理解する。
・自分の状況や要件などについて電話で伝え合うことができる。

・自分たちの好きなスープ作りに必要な材料について伝える。
・to不定詞（名詞的用法、副詞的用法）などの意味や働きを理解する。

・動名詞などの意味や働きを理解する。
・自分の行きたい場所を紹介するために、自分の考えについて書く。

・夢の旅行というテーマのスピーチを聞き取ることができる。
・「ごんぎつね」を読んで、概要や心情を捉え、思ったことにつ
いて書いたりする。
・形容詞の意味や働きの理解をもとに、絵について伝え合う。

・how to / look(become)＋形容詞 ・how to、look(become)形容詞の意味や働きを理解し、聞き

・レストランで注文するために伝え合うことができる。

Our Project ５ ・こんな人になりたい ・不定詞や受け身など既習の言語材料の意味や働きを理解している。

Reading　２ ・Friendship beyond Time and Borders・英文を読んで、概要や要点を捉える。

PROGRAM6
・疑問詞を使った疑問文、あいづち

・インタビューでより深い情報を得るために、マッピングなどを

PROGRAM４ ・比較級／最上級／as ～ as ・比較級、最上級の意味や働きを理解する。

★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
PROGRAM1 ・未来表現／接続詞when , if ・週末の予定についてや、これからしようと思っていること、

いつ何をするのかについて、聞き取ったり書いたりすることができる。

1

2

Power UP 3 ・レストランで食事 取ったり、書いたりする技能を身に付ける。

・受け身

Word Web 3 ・楽器の名前 ・自分が演奏したい楽器について伝え合うことができる。
PROGRAM５

能を身に付ける。
・自分の好きな人物について伝え合うことができる。

Word Web 4 ・位置を表す前置詞 ・絵の内容について伝え合うことができる。

PROGRA 8 ・現在完了（継続）　／　現在完了進行形 ・現在完了（継続）の意味や働きを理解し、聞き取ったり書い

PROGRAM７ ・現在完了（完了、経験） ・現在完了（完了、経験）の意味や働きを理解し、聞き取ったり
Step 4 ・相手が未知のものについて説明する手法
Power Up 4 ・空港アナウンス

書いたりする技能を身に付ける。
・相手が知らないものについて、説明することができる。

Power Up 5 ・メールで近況報告をしよう。 ・自分の近況を報告するために、まとまりのある英文を書くことができる。

Step 5 たりする技能を身に付ける。
　ともに主張する。 ・自分の主張を伝えることができる。

Word Web 5 ・町の風景 ・自分の行きたい場所への行き方をたずねたり、答えたりすることができる。

Reading 3 ・Visas of Hope ・杉原千畝に関する英文を読んで、概要や要点を捉える。

Our Prpject 6 ・この1年で得た「宝もの」 ・動名詞や現在完了進行形などの既習の言語材料の意味や働き

自己PR を理解している。「宝もの」というスピーチを聞き取る技能を身に付ける。

★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。

・授業での取り組み姿勢

・提出物（ワーク・ノート・練習プリントなど）

・各Lesson単語テスト

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。

・リスニング
・定期テスト（放送・長文問題）
・文法確認テスト

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。

・暗唱　　　・Reading

・インタビュー

・英作

・定期テスト（英作・並び替え・書き換え問題）


