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≪木崎中学校のシラバスについて≫
１ シラバスとは
(１) シラバスとは木崎中学校で行われる授業の年間の学習内容です。
(２) 教科ごとの学習目標や評価の観点などが示されています。
(３) 授業の受け方などについてアドバイスが示されています。

２ 評価について
各教科の評価は「観点別学習状況の評価」と「評定」によって行っています。どちらも学
習目標に対して、一人ひとりの生徒がどの程度達成することができたかを見る、目標基準に
準拠した評価（いわゆる絶対評価）になっています。
各教科の学習状況を観点別に、Ａ：十分満足できる Ｂ：満足できる Ｃ：努力を要する、
の３段階で評価します。
「知識・技能」
「思考・判断・表現」
「主体的に学習に取り組む態度」の観点で評価を行い
ます。
＊観点別評価を総括して数値として示す５段階の評定があります。
５：
「十分満足のできるもののうち、特に程度が高い」状況と判断されるもの
４：
「十分満足できる」状況と判断されるもの
３：
「おおむね満足できる」状況と判断されるもの
２：
「努力を要する」状況と判断されるもの
１：
「一層努力を要する」状況と判断されるもの
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国 語 科
①知識・技能
○社会生活に必要な国語の知識や技能を身に

学 習 の 目 標

つけるとともに、我が国の言語文化に親し

①国語に対する関心をもち、国語を
尊重する態度をもとう。

んだり理解しようとしているか。
★定期テスト

②適切に表現し正確に理解する力を
つけよう。

★小テスト
★作文
★書写（例

硬筆、書初めなど）

③言葉で伝え合う力をつけよう。
②思考・判断・表現

④言葉を大切にし、思考力や想像力を伸
ばそう。

○筋道を立てて考える力や豊かに感じたり想
像したりする力を養おうとしているか。
○人との関わりの中で、自分の思いや考えを

⑤語彙を増やし、言語感覚を豊かに

正しく伝えるために表現しようと取り組ん

しよう。

でいるか。

授 業 の 参 加 の 仕 方
★定期テスト
★小テスト

＜授業時の心がけ＞

★話合い活動

・あいさつをしっかりする。

★課題作文

・忘れ物は、授業が始まる前に先生に報
告する。

など

③主体的に学習に取り組む態度
○言葉が持つ価値に気付くとともに、進んで
読書に取り組んでいるか。

・話を聞くときはよく聞き、発言すると
きは積極的に発言する。

○我が国の言語文化を大切にして、思いや考
えを伝え合おうとしているか。

＜学習のアドバイス＞
★定期テスト

・メモをよくとる。

★提出物

(課題、宿題、授業ノートなど）

★読書活動・ブックトーク

・まず自分の力で課題に取り組む。

★授業での取り組み

・わからないところは、先生に質問する。
・漢字や文法はくり返し学習する。
・文章を、なめらかに読めるまで
声に出して読む練習をする。
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など

１学年
詩

国 語 科 年 間 指 導 計 画

「ふしぎ」

物語「桜蝶」
話す聞く「お気に入りの一品を紹介する」

１
学
期

説明「自分の脳を知っていますか」
読書「ベンチ」
硬筆書写
書く「資料から得た根拠をもとに意見文を書く」
文法「言葉の単位」
漢字「漢字の部首」
言語「日本語の音声」
スピーチ、作文、話し合い活動 など

SDGs「持続可能な未来を創るために 人の暮らし方を考える」
説明「森には魔法使いがいる」
書く「根拠を明確にして書く」
読む「広告の情報を考える」

２
学
期

古典「物語の始まり」
「故事成語」
小説「蜘蛛の糸」
「オツベルと象」
詩「河童と蛙」
書写毛筆
話す聞く「子どもの権利」
文法「文の成分」
漢字「画数と活字の字体」
「音と訓」
言語「日本語の文字」
スピーチや作文、話し合い活動 など
説明「言葉がつなぐ世界遺産」
書く「読み手を意識して報告分を整える」
話す聞く「発言を結びつけて話し合う」

３
学
期

読む「漫画で「物語」を表現する」
小説「少年の日の思い出」
詩「四季の詩」
小説「少年の日の思い出」
文法「単語のいろいろ」
漢字「熟語の構成」
スピーチや作文、話し合い活動 など
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社会科
①「知識・技能」

学習の目標

○確認・定期テストの身に付けた知識を活用
して答える問題の正答状況

① 社会的事象を理解するとともに、調査や諸資
料から様々な情報をまとめる技能を身に付け

★テストの結果

よう。

○確認・定期テストの資料を活用して答える
問題の正答状況

② 社会的事象の意味や意義を多面的・多角的に
考察したり、課題の解決に向けて選択したり
する力、思考したことを説明したり、それら

②「思考・判断・表現」

を基に議論したりする力をつけよう。

○確認・定期テストの見方や考え方に関する
問題の正答状況

③ よりよい社会の実現を視野に、課題を主体的

★テストの結果

に解決しようとする態度を身に付けよう。

○色々な見方や発想で考えたり、文章や発言

学習の仕方

を通して表現したりしているか
★授業ノートやプリントの記述

○授業は「皆で創る」もの

★白地図や年表などの作品での表現力

授業内で発言を求める場面がたくさんあります。
意欲的に自分の考えを発表してください。当然、先
生たちも頑張りますが、みんなの意見が活発に出る

③「主体的に学習に取り組む態度」

ことで授業が活性化していきます。

〇１時間の学習を振り返り、さらに調べたい
ことやよく分からなかったことを整理して

〇理解した社会的事象を用いましょう

いるか

細かな事象を理解して、それで終わりでは学習と

★振り返りシートなどのワークシート等の記

しては不十分です。学んだことを活用して、相手に

述

伝えたり、資料を読み取ってまとめたりできるよう
になることが大切です。

○確認・定期テストの正答状況

〇学習に粘り強く取り組もう

★テストの結果
○学習問題を追究し、解決しようとしている

新しいことを学ぶことは容易なことではありませ

か

ん。しかし、学習に見通しを持ちながら取り組んだ
り、分かったことやよく分からないことを整理した

★授業ノート・プリントの記述や取組の状況

りしながら、学習に取り組んでいきましょう。

★提出物

○定期テストは授業の評価です
テストに向けた勉強を行う際、重要語句等を覚え
ることも必要ですが、授業で理解したことをもとに
考えたり、判断したり、説明したりできるようにし
ましょう。

○家庭学習を重視しましょう

１時間の授業に一生懸命取り組むことは大切で
すが、それだけでは身に付きません。その日のうち
にその日の授業で学んだことを復習しましょう。ま
た、週末の時間を使い１週間の復習を行いましょう。
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１年生 社会科年間授業計画
1 学期

地理的分野
１

世界と日本の姿
・世界の姿について学びます
・日本の姿について学びます

２

世界のさまざまな地域
・世界各地の人々の生活と環境について学びます

歴史的分野
１

歴史へのとびら
・歴史をとらえる見方や考え方について学びます
・身近な地域の歴史について学びます

２

古代までの日本
・世界の古代文明と宗教のおこりについて学びます
・日本列島の誕生と大陸との交流について学びます

2 学期

歴史的分野
２

古代までの日本
・古代国家の歩みと東アジア世界について学びます

地理的分野
２

世界のさまざまな地域

・アジア州、ヨーロッパ州、アフリカ州、北アメリカ州、南アメリカ州、
オセアニア州について学びます
3 学期

歴史的分野
３

中世の日本
・武士の政権と成立について学びます
・ユーラシアの動きと武士の政治の展開について学びます
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数学科

学習の目標
評価の観点と評価規準

①基礎的な数学のしくみや法則などを理解した

①知識・技能

り、数学的な表現や処理の仕方を身につけよ
う。

○数量や図形などについての基礎的な知識が

②数学的な活動を通して、事象を数理的に考察

身についている

し、表現する力を身につけよう。

○正確に計算をすることができる

③主体的に授業に取り組もう。

○式や表・グラフなど、数学的な表現方法を
用いて、自分の考えを表現・処理する技能

学習の仕方・特色

が身についている
○単元テストや定期テストにおいて「知識・

○家庭学習の習慣をつけましょう。教科書・

技能」の習得を問う問題を十分に理解して

ノート・問題集・タブレットなどを利用して、

いる

何度も「できるまでやる」ことが大切です。
難しくて分からない問題にも、あきらめずに
考えることで、たとえ解答を見るまでわから
なかったとしても、その「思考・判断・表現」

②思考・判断・表現

の仕方や「知識・技能」を習得することによ
って、ひらめきの引き出しが増えていきます。

○色々な見方でその問題を考察し、表現する

分からなかった問題は、そのままにせず、先

ことができる

生や友達に質問して理解できるまで頑張りま

○問題を具体的な場面で活用することができ

しょう！毎日の努力の積み重ねが力になって

る

いく教科です。

○単元テストや定期テストにおいて「思考・

○前の学年で学習した内容が、学年が上がる

判断・表現」に関する問題を十分に理解し

ごとに発展し、深まっていきます。積み重ね

ている

がとても大切な教科です。プラスにとらえれ
ば、苦手なものも、学び直しながら、力を伸
ばしていける教科です。
○答えにたどり着くにはいろいろな方法があ

③主体的に学習に取り組む態度

ります。自分で考え、解決手段を探していく
○数学的活動の楽しさに気付き、粘り強く考

ところに楽しさを感じられる教科です。

えようとしている
○どのようにすれば問題が解けるか、よりよ
く考えようとしている
○学習課題に積極的に取り組んでいる
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１年 数学科年間指導計画
１

１

正の数・負の数

・正の数・負の数
・正の数・負の数の計算
・正の数・負の数の利用

学
期

２

文字の式

・文字を使った式
・文字式の計算

３

方程式

・方程式と比例式
・方程式と比例式の利用

４

変化と対応

２

・関数
・比例

学

・反比例
・比例・反比例の利用

期

５

平面図形

・直線と図形
・移動と作図
・円とおうぎ形

６

３

空間図形

・立体と空間図形
・立体の体積と表面積

学
期

７

データの活用

・ヒストグラムと相対度数
・データにもとづく確率
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理科
① 知識・技能

学習の目標

自然の事物・現象についての基本的な概念
や原理・法則などを理解しているとともに、
科学的に探究するために必要な観察、実験な
どに関する基本操作や記録などの基本的な技
能を身に付けている。
○正確に実験を行うことができる。
（★授業の様子、レポート）
○単元テストや定期テストの「実験の技能」
に関する問題の正答状況。
(★テストの結果)
○自然現象やその法則についての知識が身に
ついているか。
（★授業の様子、テストの結果）
○単元テストや定期テストの知識・理解に関
する問題の正答状況
（★授業の様子、テストの結果）

① 興味・関心を持って授業に取り組もう。
②

学習を通して、科学的な見方や考え方を身に
つけ、思考や表現できるようにしよう。

③ 実験や観察を通して、科学的に思考する力、
表現する力を身につけよう。
④ 自然のしくみや法則などをしっかり理解し
よう。

授業の参加の仕方
「授業はみんなで創るもの」

②思考・判断・表現

・あいさつはしっかりする。

自然の事物・現象から問題を見出し、見通
しをもって観察、実験を行い、得られた結
果を分析して解釈し、表現するなど、科学
的に探究している。
○レポートやスケッチなど、学習した科学的
な表現方法を使って、自分の考えを伝える
ことができる。
（★授業の様子、発表、レポートの考察）
○色々な見方・発想で考えることができる。
（★レポートや授業での発言）
○単元テストや定期テストの科学的な見方や
考え方に関する問題の正答状況。
(★テストの結果)

・先生の話を「おへそ」を向けて聞く。
・忘れ物は授業が始まる前に先生に言う。
・話を聞くときは話を聞き、発言するときは積極
的に発言する。
・火、薬品、刃物などの取り扱いに注意するもの
が多いので、安全に最大限注意を払い、集中し
た態度で実験・観察に取り組む。
・観察・実験に取り組む時は、班でしっかり協力
して準備を行い、責任をもって後片付けを行
う。また、記録をしっかり取り、レポートは自

③主体的に学習に取り組む態度

分でよく考えてしっかり書く。

自然の事物・現象に進んで関わり、見通し
をもったり振り返ったりするなど、科学的
に探究しようとしている。
○理科に、いかに積極的に取り組んでいるか。
（★授業用ノートの整理）
○実験時に班で協力して進められるか。
（★取り組み状況）
○提出物
（★ワーク、自由研究等）
○単元テストや定期テストへの関心・意欲・
態度
(★テストの結果)
○学習振り返りシートを活用した主体的表
現等（★学習を主体的に振り返るシート）

・生命あるものに対しては尊厳の気持ちをもっ
て、真剣な態度で実験・観察に取り組む。

「学習のアドバイス」
・授業中に理解できるように、まずは１人で課題
に取り組む。また、意欲的な姿勢で進んで実
験・観察に取り組む。
・分からないところが出てきたら、担当の先生に
積極的に質問などをする。
・提出物は期限内にきちんと出す。
・予習よりも復習に力を入れる。また、単元ごと
に、ワークや授業でのプリントを復習すると知
識が深まります。
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１年

序章

理科年間指導計画

自然の中にあふれる生命

○身のまわりの生物の観察と観察の方法について学びます。

１

生命

学

1章 植物の特徴と分類
2章 動物の特徴と分類
○植物の花や葉、根のつくり、動物の体のつくりを学びます。
○植物と動物の仲間わけ、分類法について学びます。
★理科室の使い方、スケッチの仕方、レポートの書き方

期

物質

２
学
期

いろいろな生物とその共通点

身のまわりの物質

1 章 いろいろな物質とその性質
○身のまわりの物質、金属や非金属の区別、
白い粉末、プラスチックの区別について学びます
2 章 いろいろな気体とその性質
○気体の性質について学びます。
3 章 水溶液の性質
○水溶液の性質について学びます。
4 章 物質のすがたとその変化
○物質の姿と状態変化について学びます。
★上皿てんびん・メスシリンダー・ガスバーナーの使い方

エネルギー

光・音・力による現象

1 章 光による現象
○光の反射と屈折や凸レンズのはたらきについて学びます。
2 章 音による現象
○音についての実験やオシロスコープを活用した音の波形を学びます。
3 章 力による現象
○力の表し方や圧力について、グラフや作図、計算も含めて学びます。

地球
３
学
期

活きている地球

1章 身近な大地
2章 ゆれる大地
3章 火をふく大地
4章 語る大地
○火山の形、活動の様子、噴出物、地層について学びます。
○地震災害と地震のしくみについて学びます。
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音楽科
①「知識・技能」

学習の目標

○知識や技能の習得状況

①音楽の構造や多様性等について理解する
とともに、創意工夫を生かした音楽表現
をするための技能を身につけよう。
②音楽表現を創意工夫することや、音楽の
よさや美しさを味わって聴くことができ
るようにしよう。
③音楽に対する感性を豊かにし、音楽に親
しんでいく態度を養おう。

★定期テストの結果
★実技テスト（歌やリコーダー等）の結果 等

②「思考・判断・表現」
○知識及び技能を活用してよりよい表現をつく
ったり、より深く鑑賞したりするために必要

学習の仕方

な思考力、判断力、表現力等を身に付けてい
るかどうか

○授業は「皆で創る」もの
１年間、みなさんが楽しく授業に取り組み、その
中で色々なことを感じたり学んだりしてほしい

★表現の工夫等を示すワークシート

と思っています。そのためには、みなさんがルー

★創作分野における発想、表現

ルを守り、集中して授業に取り組むことが必要で

★鑑賞プリント

す。

★定期テストにおける思考力、判断力、表現力
を問う問題

等

○音楽の授業の目標

③「主体的に学習に取り組む態度」

♪心で聴こう！
…音楽を聴くときは静かに、心で聴く。

○学習に対して粘り強く取り組み、音楽に対す

♪心から表現しよう！
…気持ちを込めて演奏する。

る自らの学習をよりよいものにしていこうと

♪心へ届けよう！

する態度を身に付けようとしているか

…誰かに何かが伝わるような音楽を目指して、表
★授業の振り返りカードの内容

現を工夫する。

★日々の授業にいかに意欲的に取り組んでいる
か

○授業のルール

★提出物（ワークシート、宿題等）

・先生や仲間が話しているときは話をせず、目と
耳と心で聴く。
・移動するときはすばやく動く。
・いつも一生懸命に取り組む。そのときやるべき
ことに、集中して取り組む。
・音がはずれたり、誰かがまちがえたりしても、
笑ったりふざけたりしない。みんなが安心して
表現できる環境をつくろう。
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１年
学期

音楽科年間指導計画

・学習内容
１ 歌い方や奏法について学ぼう
「校歌」「青空へのぼろう」（歌唱） アルトリコーダー曲（器楽）
・声の出し方や姿勢、アルトリコーダーの奏法について学びます。

１
学

２ 曲の構成を理解しながら鑑賞しよう
「春」(鑑賞)
・曲の構成を理解しながら、協奏曲を鑑賞します。

期
３ 日本語の抑揚を生かした旋律をつくろう
「夏の思い出」（歌唱）「赤とんぼ」（歌唱）
日本語の抑揚を生かした旋律づくり（創作）
・歌詞と旋律の関わり合いについて理解し、簡単な旋律をつくります。
４ 混声合唱の響きを味わおう
合唱コンクールで歌うクラス合唱曲（混声三部合唱）

２
学
期

３
学
期

・パート練習をして、メロディーを覚えます。
・ハーモニーを感じ取りながら歌唱します。
・楽曲に合った歌い方や表現の工夫をします。
５ イメージと音楽との関わり
「魔王」（鑑賞）
・物語や情景と、音楽との関わりを感じ取りながら鑑賞します。
６ 日本の音楽・アジアの音楽
「さくらさくら」(器楽)
「六段の調」(鑑賞)
「アジア地域の様々な音楽」（鑑賞）
・箏の仕組みや奏法を学びます。
・日本の音楽の特徴を学びます。
・アジアや日本の音楽のよさや美しさを、
比較しながら感じ取ります。
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美術科
①知識・技能

学習の目標

○学習したことや発想・構想したことを基に、材

①興味・関心をもって授業に取り組む。

料や道具の特性を生かし、自分の表現にあう方法

②美術の活動を通して、美術的な見方・考え方を身

を工夫する。（★作品）

につけ、自分なりの発想や構想ができるようにする。

○作品を完成させるために計画的に制作を進め

③美術の活動を通して、材料・用具の特性を学ぶと

ることができる。（★作品）

ともに、自分なりの表現方法を工夫し、作品をつく

○完成度を高めるためていねいに仕上げること

る力を身につける。

ができる。
（★作品、実技の試験）

④美術作品や友達の作品の鑑賞を通し、よさや美し

○試験（★技能に関する知識の問題）

さを感じとり、それを表現し、伝える力を身につけ

②思考・判断・表現

る。

○感じたことや考えたことを基に、作品のアイデ

授業の参加の仕方

ィアを生み出し、実際の作品として表すための構
想を練る。
（★アイディアスケッチ、作品）

「授業の受け方、美術室の使い方」

○目的や条件を基に、作品のアイディアを生み出

①授業に毎回参加できるようにする。

し、伝えたい内容について表すための構想を練

②先生の話をしっかり聞く、わからないことは質問

る。（★アイディアスケッチ、作品）

する。

○美術作品や友達の作品を鑑賞して、そのよさや

③忘れ物を絶対にしない。忘れ物をしたら、先生に

美しさを感じとり、感じとったことを言葉で表現

報告する。

し、相手に伝えることができる。（★制作振り返

④自分の持ち物にはクラス・番号・名前を書く。

りカード、鑑賞カード、鑑賞の試験）

⑤作品は締め切りまでにきちんと出す。そのために、
制作は残り時間を考え、計画的に行う。

③主体的に学習に取り組む態度

⑥提出物は全て期限内に出す。

○美術の授業に対して、積極的に取り組んでい

⑦美術室をきれいに保つ。使った物はきれいに整理

る。（★授業態度、制作の準備）

し、元通りに片づける。毎度、授業の最後には掃除

○提出物の取り組み状況。（★作品、ワークシー

をする。

トなどのプリント類、夏休みの宿題など）

⑧１年生の音美の授業については月別カレンダーを

○試験（★美術の知識に関する問題）

よく確認し、係がきちんと連絡する。

「学習のアドバイス」

※成績をつける際は、試験の結果よりも、授業へ

①制作に関する準備（道具をそろえる、アイディア
を出す）を整えて、授業に参加する。
②制作のアイディアになりそうなことはないか、自
分の好きなもの・色・形は何か、探したり、考えた
りする癖をつける。
③制作に使える時間を考え、見通しをもって活動を
する。
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の取り組み状況や作品の評価をより重視する。

１年 美術科年間指導計画
オノマトペ
・擬態語について学び、音の持つ性質からイメージを膨らませて、絵文字を表現する。
顔を作る
・身近な材料の形や色からイメージを膨らませ、それらを工夫して人間の表情を表現す
る。

１
学
期

一本の鉛筆から
・鉛筆について学び、濃淡の表現等を制作に生かせるようにする。
色の知識
・アクリルガッシュの使い方について学ぶ。
・色彩の性質や効果について学び、作品制作に生かせるようにする。
鑑賞
・作品を鑑賞し、ゴッホについて学ぶ。
＜夏休み＞
・美術館についてのレポート
陶芸
・陶芸の技法について学ぶと共に、動物をモチーフにした器を制作する。

２
学
期

・陶土や化粧土といった形や色の表現に限度のある材料から、より自分のイメージに合
った作品を表現できるよう工夫することを学ぶ。
透視図法
・平面作品の中で遠近を表現する方法について学び、作品制作に生かせるようにする。

平面構成
・自然物や人工物など身の回りにあるものを観察し、そのものが持つイメージを生かし
ながら単純化や強調をするための表現方法を学ぶ。
・単純化や強調を使って表現したモチーフをもとに、構成美の要素を使った作品構成に

３

ついて学び、それらを工夫して組み合わせながら作品を表現する。
鑑賞

学

・作品を鑑賞し、モネについて学ぶ。

期
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保健体育科
①知識・技能

学習の目標

○基本的技能を身に付け、さらに高度な記録
や技に挑戦したり、試合や発表などができ

①自分の体を自分で支えられるように、基礎的

るようにしたりすることができているか。

な体力をつけよう。

（★行動観察、実技テスト）
○定期テスト等の正答状況

②仲間と応援しあったり、アドバイスをしあった

（★定期テスト等）

りしながら協力して課題に取り組む心を身に
付けよう。

②思考・判断・表現
○自分に合った目標設定をしたり、学習計

③辛いことや苦手なことでも、チャレンジ

画を立てたりすることができているか。

する心を育もう。

（★行動観察、学習カード）
○安全に留意し、活動できているか。

④健康、安全に留意し生活、活動する考え

（★行動観察）

方をできるようにしよう。

○定期テストの見方や考え方に関する問題の解
答状況

授業の参加の仕方

（★定期テスト）

「何事も全力」

③主体的に学習に取り組む態度

【授業の進め方】

○保健体育の授業において、楽しみを味わえ

・服装…体育着・ハーフパンツ・ハチマキ

るように、進んでとりくもうとしているか。

または指示のあった服装。

（★行動観察、学習カード、挙手・発言）

・頭髪、つめ、靴は運動に適した状態にする。

○準備・片付けなど積極的におこなっている

【授業における心構え】

か。（★行動観察）

・集合整列は、すばやく行う。
・見学は急な体調不良を除き、生徒手帳に
保護者の方に記入、捺印していただき届
け出る。
・準備運動の時のかけ声、号令などは元気
よく行う。
・動くときは全力で活動し、聞くときは正
しい姿勢で説明を聞く。
・安全に気をつけながら、仲間と協力して
活動する。

【家庭では】
・定期的な運動を行い、体力向上に努める。
・学習カードをしっかり書き、期限を守っ
て提出する。
・教科書を活用して、教養を深める。
14

１年

１
学
期

保健体育科年間指導計画

１．体育理論
・運動やスポーツの多様性
２．体つくり運動
○体ほぐしの運動
○体の動きを高める運動
・体の柔らかさを高める運動 ・巧みな動きを高める運動
・力強い動きを高める運動 ・動きを持続する能力を高める運動
３．器械体操
・マット運動 ・鉄棒運動
４．陸上運動
・短距離走・リレー ・走り幅跳び
５．水泳
・クロール ・平泳ぎ
６．保健
・心身機能の発達と心の健康

・AED 実習

７．体つくり運動
○体ほぐしの運動

２
学
期

○体の動きを高める運動
・体の柔らかさを高める運動 ・巧みな動きを高める運動
・力強い動きを高める運動 ・動きを持続する能力を高める運動
８．陸上競技
・長距離走
９．球技
・バレーボール ・ソフトボール
１０．保健
・心身機能の発達と心の健康 ・健康な生活と疾病の予防
１１．武道
・柔道

３
学
期

１２．武道（2 学期の続き）
・柔道
１３．保健
・創作ダンス ・現代的なリズムのダンス
１４．球技
・バスケットボール
・サッカー
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技術・家庭（技術分野）
①「知識・技能」

学習の目標

○確認・定期テストの正答状況
★テストの結果

① 生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技能を
習得しよう。

○製作の活動
★工具の使用方法、作業方法、製品

② 生活と技術との関わりについて理解を深め、選
択しよう。

②「思考・判断・表現」

③ 進んで生活を工夫し，創造する能力と態度をは
ぐくもう。

○授業で学んだ知識や技術を生かして，自分
の生活を振り返り，生活上の課題を解決す
ることができる。

授業の参加の仕方

★振り返りシートやプリントの記述
★製品

「学習のアドバイス」
・身近であるが故に，わからないことに気づきにく

③「主体的に学習に取り組む態度」

い教科です。普段から身の回りの技術に目を向け

〇1 時間の学習を振り返り、さらに調べたいこ

てみましょう。

とやよく分からなかったことを整理してい
るか

・週 1 回または隔週に 1 回の授業ですので，欠席

★振り返りシートなどのワークシートの記述

した場合は課題や提出物について自分で教科担

★提出物

当に確認して下さい。
・学習ノートに，授業内容をしっかりと記入しまし
ょう。

「作業の留意点」
・作業内容について，説明をしっかり聞く。
・作業に適した服装で臨む。
・作業環境を整える。
・工具や工作機械は，作業に適した使い方をする。
・わからないことは，そのままにせず積極的に聞く。
・自分の力で最後までやり遂げる。
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技術分野 年間指導計画
0．ガイダンス
・木工室の使い方，授業の進め方などを確認します。
1. 材料と加工の技術
・基本的な知識と技能を「箸」の製作を通して学び、その知識・技能を生

１

かして自分の生活をより良くできる製作を行います。

年
2. 生物育成の技術

生

・
「カイワレ大根」の育成を通して、作物の栽培の基本的な知識と技能を
学びます。
・作物の栽培だけでなく，動物の飼育や水産生物の栽培について学習し、売られてい
るモノに隠された技術について学びます。

3. エネルギー変換の技術
・身近な生活の中で電気エネルギーがどの様に利用されているか学びます。
・
「テーブルタップ」の製作により、簡単な製作物の組み立てにより，電

２
年
生

気工具の扱い方，電気部品の役割について学びます。
・
「ライトの製作」
自分の身の回りから課題を設定し、課題解決のためのライトの製作を行
います。
4. 情報の技術①
・基本的な情報モラルや情報ネットワークの仕組みについて学習します。
・
「スクラッチ」を用いてプログラミングの基礎的な知識・技能を身に付けます。

３

5. 情報の技術②
・プログラミング教材を用いてプログラムを組み、
自分の生活をより良くする製品を製作します。

年
生
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技術・家庭（家庭分野）

学習の目標
④ 家族・家庭の機能、衣食住、消費や環境について、生活の自立に必要な知識と技能を
身に付けよう。
⑤ 家族や家庭生活、地域などの生活の中から課題を見出し、課題を解決する力を身に付
けよう。
⑥ 自分と家族、地域などとの関わりを考え、家族や地域の人々と協働し、よりよい生
活に向けて生活を工夫する力を身に付けよう。

授業の参加の仕方
○学習のアドバイス○
・「食べる」
「着る」
「住む」「暮らす」「家族と過ごす」「購入する」など、生活について
の関心を持って学習に取り組みましょう。
・学ぶ内容を自分の生活に置き換えて考え、学習しましょう。
・ワークシートに，授業内容や自分の考えをしっかりと記入しましょう。
・学んだことを、自分の生活に活かせるようにしよう。

○実習の留意点○
・安全確認、感染予防を徹底し、安全に、スムーズに実習が行えるようにしよう。
・各班で協力して実習に取り組もう。
・学習の目標や流れ、手順がわかり、計画をたてて、学びの多い学習にしよう。
・実習した内容について振り返り、より工夫できるポイントを見つけて、家庭で実践し
てみよう。
・忘れ物をしないようにしよう。
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家庭分野 年間指導計画
≪9 月〜3 月≫（予定）
ガイダンス
・・・家庭科３年間の見通し、持ち物、授業の場所、提出物、授業の進め方など
を確認します。
１

１

自分の成長と家族家庭生活

年

２

衣服の選択と手入れ

生

３

生活を豊かにするための布を用いた製作（ミシン製作）

４

住居の機能と安全な住まい方

５

金銭の管理と購入

★生活についての課題と実践（長期休業中の課題）

≪4 月〜９月≫（予定）
１

食事の役割と中学生の栄養の特徴

２

２

中学生に必要な栄養を満たす食事

年

３

日常食の調理と地域の食文化

生

４

金銭の管理と購入、消費者の権利と責任

★生活についての課題と実践（長期休業中の課題）

≪通年≫（隔週）
３

１

自分の成長と家族・家庭生活

年

２

幼児の生活と家族（赤ちゃん幼児ふれあい体験を含む）

３

家族・家庭や地域との関わり

生
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グローバル・スタディ科
①知識・技能

学習の目標

○知識：英語の特徴やきまりに関する事項を
理解している。

① 第Ⅱ期（小５年～中１）

○技能：「話すこと」「書くこと」では、事実や

外国語によるコミュニケーションにおける
見方・考え方を働かせ、外国語による言語を通

自分の考え、気持ちなどを表現できる。

して、コミュニケーションを図る基礎となる資

「聞くこと」
「読むこと」では、日常的な

質・能力を育成する。

話題や社会的な話題を捉える技能を身

② 第Ⅲ期（中２～中３）

に着けている。

②思考・判断・表現

外国語によるコミュニケーション
における見方・考え方を働かせ、外国語による

○「話すこと」「書くこと」では、コミュニケー

聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの言

ションを行う目的や場面、状況に応じて、事実

語活動を通して、簡単な情報や考えなどを理解

や自分の考え、気持ちなどを表現したり、伝え

したり表現したり伝えあったりするコミュニ

あったりしている。
○「聞くこと」「読むこと」では、コミュニケー

ケーションを図る資質・能力を育成する。

ションを行う目的や場面、状況に応じて、必要

授業の参加の仕方

な情報や概要、要点を捉えている。

③主体的に学習に取り組む態度

「授業を大切に！」

○「話すこと」「書くこと」では、コミュニケー

○発話はハッキリ、英語らしく

ションを行う目的や場面、状況に応じて、事実

発音、音読練習や会話練習は大きな声で取り組み

や自分の考え、気持ちなどを表現したり、伝え

ましょう。集中して耳と口で覚えよう。

あったりしようとしている。
○「聞くこと」「読むこと」では、コミュニケー

○会話活動も楽しく真剣に

ションを行う目的や場面、状況に応じて、必要

いろいろなコミュニケーション活動を行います。

な情報や概要、要点を捉えようとしている。

明るく、楽しく、元気よく、そして真剣に取り組

観点①②③共通

みましょう。

★パフォーマンステスト
★授業の活動の様子

○ワークやノートをコツコツと

★その他学年ごとに行うペーパーテスト等

ワークやノートづくりはコツコツと進めておき

★定期テスト

ましょう。提出期限ギリギリにあわてて仕上げる

※1 ③の評価は、②と一体的に評価する

ということがないように、余裕をもって取り組め

※2 ③については、自己の取組を振り返り、
今後改善していきたいことなどを理解

るとよいです。

し、その実現に向け粘り強く取り組む姿
勢についても評価する。その姿勢が、実

○日々の少しずつの積み重ね
英語もスポーツやピアノなどと同様に、毎日練習

際に態度やパフォーマンスに表出されている

することで少しずつ力がついていきます。毎日１

かが重要である。

０分だけでも教科書の本文を音読するなど、少し
ずつの積み重ねがやがて大きな力となります。
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1 年 G・S 科年間指導計画

１
学
期

２
学
期

３
学
期

・Classroom English
・Get Ready
・Program 0 - アルファベットを確かめよう
・Classroom English
・辞書を引いてみよう
・PROGRAM 1 Let’s Make Friends！ (友だちを作ろう）
・Word Web 1 - 数の言い方
・PROGRAM 2 You are a School Reporter (1-B の生徒たち）
・Word Web 2 - 曜日と天気の言い方
・Steps 1 英語でやりとりしよう①
・アクションコーナー
・PROGRAM 3 Let’s Have a Talent Show (タレントショーを開こう)
・Steps 2 考えを整理し、表現しよう
・Our Project 1 あなたの知らない私

・Power-Up1 ハンバーガーショップに行こう
・PROGRAM 4 Let’s Introduce Japanese Things!
(Let' Enjoy Japanese Culture.)
・Power-Up2 持ち主をたずねよう
・PROGRAM 5 Saitama International Junior Ambassador
(Junior Safety Patrol)
・Word Web3 季節・月の名前
・PROGRAM 6 My favorite movie (The Way to School)
・Power-Up 3 道案内をしよう
・Power-Up 4 店内放送を聞こう
・Word Web 4 順番・日付の言い方
・PROGRAM ７ Let’s Teach about Japan Online!
(Research on Australia)
・Steps４ 英語でやり取りしよう②
・Word Web5 疑問詞のまとめ
・Our Project 2 - この人知っていますか
・
・Power-up5 インタビューを聞こう
・PROGRAM 8 World Festivals (The Year-End Events)
・Steps 5 絵や写真を英語で表現しよう
・PROGRAM 9 Writing a Letter (A Trip to Finland)
・Steps 6 文の内容を整理し、表現しよう
・PROGRAM 10 Skits (Grandma Baba’s Warming Ideas!)
・Steps７ 英語でやりとりしよう③
・Our Project3 私が選んだ１枚
・Power-Up 6 絵はがきを書こう
・Reading Steps
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