
」

２０２２年度　　（　３　）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ノートや授業で配布したプリントをチェックする。

授業の予習・復習以外にも総仕上げ問題集などを用いて、自主学

習として解いていこう！自己採点をし、間違ったところは必ず見直そ

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　　（　３　）年　　教科（　国語　）

学期 月
4

1

5

6

7

8
2

9

10

11

12

1
3

2
武器なき「出陣」

書く
3

評価項目

読む 握手 小説の構成や場面の展開を捉え、その効果を評価する
話し合いを計画的に進行するための方法を理解し、活用する
文章の構成や論理の展開の仕方を捉え、評価する
文章全体を読み直し、目的や意図に応じた表現になっているかを確かめて推敲する

★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
読む 岩が 詩に込められた作者の思いを捉え、自分の意見を持つ

書く
読む
話す・聞く

課題作文　条件に応じて説得力のある文章を書く
間の文化
グループディスカッション

語句に注意して情景を豊かに想像し、俳句を読み味わう
人間が生きるうえでの「希望」の意味を捉え、自分の考えを持つ
自分の生き方や社会との関わり方を支える読書の意義と効用について理解する

文章に表れているものの見方や考え方を捉える
自分の考えがわかりやすく伝わるように、状況に応じて表現を工夫する話す・聞く

読む
読む
読む
読む

パブリックスピーキング状況に応じて話す力を養う

フロン規制の物語　〈杞憂〉と〈転ばぬ先の杖〉のはざまで

私の読書体験　谷間の君へ
希望
俳句の世界/俳句十句

読む 和歌の世界　万葉・古今・新古今 和歌の詠まれた背景を想像しながら、情景や心情を読み取る

読む おくのほそ道 優れた表現や文体に注意し、作品を味わう

書く・話す・聞く
読む
読む
読む
言葉
書く
読む
読む
書く
読む

文法のまとめ
ポスター情報の信頼性を確かめて考えを発信する。

情報社会を生きる―メディア・リテラシー

作文
作品を読み深め、自分の考えをまとめる
中学校生活を振り返り、将来を考えてまとめる

読む 作者の意図をくみ取り、内容を理解する
読む

「ありがとう」と言わない重さ

読む 高瀬舟 日本の名作を味わい、作者の思いを理解する
読む 近世の短詩　俳句・川柳・狂歌 日本の伝統文化を味わい、文体や内容を理解する

総合 ３年間の学習のまとめ ３年間の国語の学習を振り返り、次の進路に備える

三年間の文法学習を振り返り、まとめる

身近な人との関わり方について理解を深める
人物の心情と描写との関連や人物設定などの表現を評価する

②
思考力・判断
力・表現力

定期テスト・聞き取りテスト・作文など

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

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。

★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
定期テスト・漢字テスト・書写・暗唱など

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。

漢字一字で表現すると
論語（漢文）

中学校を振り返って
坊ちゃん
故郷
初恋

広告の読み比べ

表現の特徴とその効果を捉え、作品を味わう

表現の仕方を考え、自分の考えが分かりやすく伝わるように、文章を整える

メディアとの関わり方について、文章を読んで考える
これまでの自分自身を振り返って、表現する漢字を決める
論語の言葉をきっかけにして、生き方や学び方について自分の考えを持つ

情報の信頼性の確かめ方を理解して、自分の考え方を広げる
書く目的や意図に応じて文章を選択し、説得力のある構成を工夫する



」

２０２２年度　　（　３　）年　　教科（　社会　）

実際の家庭学習の方法
＊予習よりも復習に時間をかけてください

復習の手順 重要語句の意味を理解し、繰り返し書く

① １，２年生で学んだ内容の復習を忘れずにすること。

↓
実力テスト（年間４回）では、その時期までに

学習した範囲で出題します。

② ニュース、新聞を読んでおくこと

↓
今、何が起きているか、を知ることがもっとも大切です。

時事問題に関心を持とう。



２０２２年度　　（　3　）年　　教科（　社会　）

学期 月
1 4

と日本
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

3年間の復習

3年間の復習

公民　 国家と国際社会 国家と多様化する国際社会を探る。
私たちと国際社会 国際社会の課題と私たちの取り組み 地球が抱える課題について探る。

財政と国民の福祉 財政の働きを探る。

私たちの生活と経済 経済のしくみと消費生活

金融のしくみとお金の大切さ 金融とは何かを探る。
生産の場としての企業 生産の仕組みを考える。

公民　 消費生活と経済のしくみ 市場のシステムと生産の仕組みを考える。

公民　 民主政治と政治参加
私たちの生活と政治 国の政治のしくみ 国会、内閣、裁判所の仕組みと三権分立を考える。

くらしを支える地方自治 地方自治は民主主義の学校ということを考える。

私たちの生活と政治 日本国憲法と基本的人権 基本的人権を調べ、尊重する態度を養う。

　　　　 日本の平和主義

現代社会の見方や考え方
公民　 法に基づく政治と日本国憲法 法治国家と日本国憲法の内容を考える。

公民　　 私たちが生きる現代社会の特色 現代社会のようすと多様化を考える。
私たちと現代社会 現代社会の文化と私たち

現代の日本と世界 世界の多極化と日本
冷戦の終結とこれからの日本

第二次世界大戦と日本の敗戦 第二次世界大戦の原因と特色を探る。
歴史　 日本の民主化と冷戦

二度の世界大戦 大正デモクラシー

恐慌から戦争へ

★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
歴史　 第一次世界大戦と民族独立の動き



」

２０２２年度　　（　３　）年　　教科（　数学　）

実際の家庭学習の方法
１、1学期の間に１，２年の復習を終わらせる。

２、授業で習った内容を復習する。

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　　（　３　）年　　教科（　数学　）

学期 月

1 4

5
平方根

6 ・平方根の利用

二次方程式
7

2 8

9

10

図形と相似

11

円の性質
12

3 1

2

3

評価項目

・関数　y=ax2　の式を利用して、問題を解決できる。
・関数　y=ax2　のグラフをかくことができる。
・関数　y=ax2　の式を求めることができる。

・中心角と円周角、弧と円周角の関係について知る。

・三角形の相似条件を利用し、証明をすることができる。
・平行線と比の性質を利用することができる。

・関数とグラフ

・関数　y=ax2 の値の変化

・関数　y=ax2

・いろいろな事象と関数

・円周角と中心角
・相似の利用

・相似な図形の計量

・図形と相似
・平行線と線分の比

きる。

・三平方の定理を、平面や空間に利用することができる。

・円と直線の関係について知る。

・相似比と面積比、体積比の関係を知り、利用することができる。

・相似な図形の性質を知る。

標本調査とデータの
活用

３年間のまとめ

・標本調査の方法を知り、利用することができる。

・直角三角形の３辺の関係
・三平方の定理の利用

・標本調査

主体的に学習
に取り組む態度

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）

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。

思考・判断・
表現

評価の場面・方法

①

②

③ ノート、プリント、問題集の取り組み方、授業の様子など

★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

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。

・乗法公式を理解し、式の展開ができる。

三平方の定理

・円の性質の利用

・多項式と単項式、多項式と多項式の乗除ができる。

・因数分解をすることができる。
・式の計算を利用して、証明をすることがでる。

・平方根の意味を知る。
・根号を含む式の加減乗除をすることができる。
・数の平方根を具体的な場面で活用することができる。

・二次方程式の利用

・式の展開と因数分解

・式の計算の利用

・平方根
・根号をふくむ式の計算

・二次方程式

式の展開と因数分解

・いろいろなともなって変わる２数の関係に気づく。

・三平方の定理を証明し、直角三角形の辺の長さを求めることがで

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

・二次方程式を解くことができる。

・二次方程式を利用し、文章題を解くことができる。



２０２２年度　　（　３　）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　　（　3　）年　　教科（　理科　）

学期 月
1 4

5

２章動物の特徴と分類 動物の特徴を理解し、分類することができるようになる

6 １章いろいろな物質とその利用
  ることを理解する

7 ２章いろいろな気体とその性質

2 8
9

10

11

12

3 1

2

3

★評価にあたって
評価項目

③
主体的に取り組

む態度

授業プリント、宿題、小テスト、提出物、授業への取組み
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。

②
思考・判断・表

現

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

定期テスト、小テスト、実験プリント及び実験への取組み

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

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。

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。

評価の場面・方法評価観点（規準など）

　ことの重要性を理解させる
５章　持続可能な社会をめざして ・科学技術と人間生活の関りを捉えさせ、持続可能な社会をつくる

４章　人間と環境 ・人間が環境にどのような影響をあたえているか理解する

３章　科学技術の発展 ・科学技術の発展の過程を理解する

自然と人間
２章　さまざまな物質の利用と人間 ・さまざまな物質が目的によって使い分けられていることを理解する

[環境] １章　自然界のつり合い ・生態系について理解する

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

[地球]

・太陽系は銀河系に属すること。銀河系の外にも別の銀河が

宇宙の中の地球 　多数存在することを理解する

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

１章　光による現象

４章物質のすがたとその変化 状態変化の条件を理解する。

３章水溶液の性質 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。

「生命」 植物の特徴を理解し、分類することができるようになる

[物質]
・原子の成り立ちとイオンの生成について理解する

気体の特性を理解し、分類する方法を知る。

★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

１章　生物のふえ方と成長 ・生物のふえ方を理解させ、有性生殖における減数分裂について
１章　力の合成と分解

「物質」

[エネルギー]　
２章　遺伝の規則性と遺伝子

・基本的な化学変化を学び、原子、分子の考え方を理解する

1章植物の特徴と分類
・遺伝の規則性について理解する



」

２０２２年度　　（　３　）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　　（　3　）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

・アルトリコーダー

創作（教科書p.40）

卒業合唱の練習
オリエンテーション

本番を想定した練習
3学期の予定

卒業合唱練習 学年で選択した卒業合唱の練習 ・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

モルダウ、ボレロ ・クラシック音楽に親しむ（学びに向かう力）鑑賞「クラシック親し
もうシリーズ」

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）
・卒業合唱の曲

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

リズム創作・発表 言葉でリズム創作 ・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）

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）
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）

オリエンテーション 2学期の予定

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

※題材は状況を見て判断

クラシックギター 2年次の復習 ・クラシックギターの演奏方法を習得する（知識・技能）
曲（検討中）の練習 ・新たな楽器との出会いを楽しむ（学びへ向かう力）

筆記テスト 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）

・想いをもって音楽を楽しむ
・世界の様々な音楽に興味関心を持つ（学びへ向かう力）

・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 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

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　　（　３　）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　　（　3　）年　　教科（　美術　）

学期 月

1 4

5

・人物を描く（2）

6 制作

7
・鑑賞活動

・アイデアスケッチを行う
・課題に沿った作品を制作する（木彫）

2 8 ・作品制作のつづき
・鑑賞活動

9 ・作品制作のつづき
・鑑賞活動

10 ・作品制作のつづき
・鑑賞活動

11 ・作品制作のつづき
・鑑賞活動

12

3 1 卒業制作 ・作品制作のつづき
・鑑賞活動

2 ・作品制作のつづき
・鑑賞活動

3

評価項目

・鑑賞活動

★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

心の内面や顔のイメージをもとに、構図や表情などの効果を考え、
構想を練ったり鑑賞したりする。

今を生きる私へ ・2年間を振り返る 構図や顔の角度、表現やしぐさ、背景、色彩などに着目し、
・さまざまな自画像を鑑賞する 印象などをとらえ、絵具や用具などの特性を生かして表す。
・人物を描く（1）

①②③

心の中を見つめ、自画像で表すことに関心を持ち、意欲的に
取り組む。

卒業記念品（木彫） 材料や用具の特性を生かし、見通しをもって表す。

・課題に沿った作品を制作する

鑑賞
・作品制作のつづき
・鑑賞活動

使う場面や飾る場所、思いなどをもとに、形や色彩、材料の

自分へ贈る ・木材の種類、特性を知る 形や色彩、材料の質感などに着目し、意図や効果などをとらえ、

木彫 形や色彩、材料の質感などに着目し、意図や効果などをとらえ、、

・道具の使い方を知る（彫刻刀）

使う場面や飾る場所、思いなどをもとに、形や色彩、材料の
木彫 効果を考え、構想を練ったり鑑賞したりする。

材料や用具の特性を生かし、見通しをもって表す。

効果を考え、構想を練ったり鑑賞したりする。
①②③

木彫

①②③

・３年間を振り返る 構図や表情などの効果を考え、絵具や用具などの特性を生かし、

鑑賞
木彫

意図に応じて創意工夫して表現する。
卒業制作 ①②③

卒業制作考案

自分の心の中を見つめ、自分らしさや個性から主題を生みだし、
構図や表情などの効果を考え、絵具や用具などの特性を生かし、

明日への巣立ち ・アイデアスケッチ 意図に応じて創意工夫して表現する。
・課題に沿った作品を制作する ①②③

・鑑賞活動 自分の心の中を見つめ、自分らしさや個性から主題を生みだし、
あなたへ　

卒業制作発表会 ・鑑賞活動 造形的なよさ、作者の思いや表現の意図と創造的な工夫を考え、
鑑賞する。

②③

絵に込められた作者の思いなどに関心を持ち、意欲的に
鑑賞に取り組む。

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



」

２０２０年度　　（　3　）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　　（　3　）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・ハードル走】５０～８０ｍ程度 短距離走、ハードル走における応用的な知識及び技能
・応用の知識、動作

体ほぐしの運動 怪我をしないための準備運動

保健 感染症の予防と健康を守る社会の取り組み 感染症の予防と健康を守る社会の取り組みについての理解

・タイム測定

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

・タイム測定

水泳 【クロール・平泳ぎ・背泳ぎ・メドレー】 水泳における発展的な知識及び技能
・発展の知識、動作

・タイム測定

水泳 【クロール・平泳ぎ・背泳ぎ・メドレー】
・発展の知識、動作

球技 【ハンドボール：ゴール型】 ハンドボールにおける発展的な知識及び技能
・発展の知識、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発展的な知識及び技能
・発展の知識、動作

陸上競技 【長距離走】１０００ｍ～２０００ｍ 長距離走における発展的な知識及び技能

保健 環境の健康への影響 環境の健康への影響についての理解

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

・発展の知識、動作
・タイム測定

球技 【バドミントン：ネット型】 バドミントン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 文化としてのスポーツ 文化としてのスポーツについての理解
パラスポーツ、ニュースポーツ

★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）

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　　（　３　）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　　（　３　）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

・成長を管理する技術
・植物を取り巻く環境要因

★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
・植物を育てる技術 ・環境を整える技術 ・植物を健康に育てるための技術を知る。

タイピング練習 ・文字タイピング ・ホームポジションを用いた文字タイピングの技能を身につける。

・成長と家族 ・幼児の成長　 ・自分の成長と家族や家庭生活とのかかわりについて考えることができる。

・成長と家族 ・幼児の成長　 ・自分の成長と家族や家庭生活とのかかわりについて考えることができる。

・幼児の遊び ・おもちゃを製作することができる。

・成長と家族 ・幼児の遊び ・おもちゃを製作することができる。
・幼児とのふれあい ・幼児のふれあいや家庭生活とのかかわりについて考えることができる。　　　

・子どもにとっての家族を考える ・子どもにとっての家族を考えることができる。　　　　

・裁縫 ・裁縫 ・基本的な裁縫の技術を身に着けて作品を完成させることが

・裁縫 ・裁縫 ・基本的な裁縫の技術を身に着けて作品を完成させることができる。

・調理実習 ・調理実習 ・簡単な調理実習を行い、調理の技術を身につける。

・金属加工実習 ・鋳造 ・鋳造の加工法を知り、設計した形に製作品をつくることができる。

★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　　（　３　）年　　教科（　英語　）

実際の家庭学習の方法
＜予習＞ ＊単語の意味調べ、品詞調べと練習をする。

＊ノートに教科書の本文を写して、意味を考えてくる。

＜復習＞ ①新出文法や本文の内容、基本文を確認し、英文を書く。

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　　（　３　）年　　教科（　英語　）

学期 月
4

Program1

・主語＋be動詞+形容詞+that ～ ・主語＋be動詞+形容詞+that ～の用法を身につけ、運用する

・家具や設備，衣服などの言い方を理解する

5 Step1
Program2 ・主語＋動詞＋(人)＋疑問詞節

・主語＋動詞＋人など＋that ～

6 Power Up1
Program3 ・主語＋動詞＋目的語＋補語（名詞 / 形容詞） 

Steps2 ・主語＋動詞＋目的語＋動詞の原形
・5W1Hを意識しながらメモをとる ・主語＋動詞＋目的語＋動詞の原形の表現を身につけ、運用する

7 Our Project7
Reading1

8

9

・英語での言い方を知らないものを知っている語句を使って伝える

10

11

12

1

2

3 ・自分が出てみたい競技などについて，伝え合うことができる

評価項目

・買ったものを返品したり交換したりするために、自分がどうし
たいかなど伝え合う

・まとまった英文をつなぎことばに注意しながら読んで，概要
を捉える

・相手に納得してもらえるように、自分の考えを理由を含めて
伝え合う

・日本の魅力を簡単な語句や文を用いて即興で伝え合うこと
ができる

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

★評価にあたって
評価観点（規準など） 評価の場面・方法

1

2

3

・ask [tell / want] ～(人) to…

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

Word Web3
・まとまった英文を読んで，概要や要点を捉えるFurther Reading1,2

書く

・中学校の思い出を簡単な語句や文を用いて話したり書いたりできる

・オリンピック、パラリンピック
・「イグノーベル賞」、「としょかんライオン」
を読み、概要や要点を捉える

Reading2 ・まとまった英文を読んで，概要や要点を捉える
Special Project ・トピックについて自分の考えを簡単な語句や文などを用いて

・I wish＋主語＋仮定法過去

・中学校の思い出を読んだり、話したり、
書いたりすることができる

・マララさんの物語を読んで、概要や要点を捉
える。また、マララさんのスピーチについて自分
の考えを書くために、彼女が経験してきたこと
などについて書くことができる

現できる

Program7 ・仮定法過去 ・仮定法過去の用法を正しく身につけ、運用する

Power Up4 ・非常時のアナウンスを聞く
・非常時のアナウンスを聞いて，必要な情報を聞き取ることができる

・「あったらいいな」と思うことを簡単な語句や文を用いて表

Our Project8 ・日本の地域を世界にPRする

Steps5 ・ディスカッション

・状況に合わせて，正しい単語を用いて伝え合ったり書いたりできる

Program6 ・関係代名詞（目的格）which / that / 省略 ・関係代名詞（目的格）の表現を正しく身につけ、運用する

Steps4
Word Web2

・つなぎことば，構成を意識して文章を読む

・状況に合わせて、正しい単語を使える

Steps3

Program5 ・関係代名詞（主格）who / which / that ・関係代名詞（主格）の用法を正しく身につけ、運用する

Program4 ・分詞の後置修飾（現在分詞 ・ 過去分詞） ・分詞の後置修飾の用法を正しく身につけ、運用する
Power Up3 ・自分の学校を紹介するために，学校行事や部活動について，書く・ホームページの構成を分析し、自分の学校の

行事や部活を英語で書く
・英語で言い方をいらないものを、自分が知っ
ている単語で表現する

Power Up2

Word Web1 ・ It is ～ (for+人) to… ・ It is ～ (for+人) to…の表現を身につけ、運用する

・ディベート

・自分の考えや気持ちなどを整理し，簡単な語句や文などを用いて即興で
伝え合ったりする。また、感想などについて書くことができる

・不良品を交換する

・部屋の中ですることなどについて聞き
取ったり、伝え合ったりする

・自分の考えや気持ちなどを表現し、それに対
して即興で伝えあったりすることができる
・「かわいそうなぞう」を読んで、自分の考えに
ついて書いたりできる

・家の中や外に関する語句などの意味や働きの理解をもとに，部屋
の中ですることなどについて聞き取ったり、伝え合ったりする

・相手にわかってもらえるように，テーマについて，自分の考え
や事実などを伝え合うことができる

・電車の乗りかえ案内の場面において，目的地に行くため，
使う路線やかかる時間などを伝え合うことができる。

・ほかの人に伝えるために，時期や場所などの重要な情報に
ついて、先生の話の要点を聞き取り、書くことができる

・まとまりのある英文を読んで、理解し、それに対して自分の考

・主語＋動詞＋人など＋that ～の表現を身につけ、運用する
・電車の乗り換えの場面でのやり取り

・主語＋動詞＋目的語＋補語 の表現を身につけ、運用する

えについて書くことができる

★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
２年時の復習 ・現在完了 ・現在完了の表現を身につけ、運用する

・ask [tell / want] ～(人) to…

・主語＋動詞＋(人)＋疑問詞節の表現を身につけ、運用する


