
教科 学年　

国語 3

学期 月 評価の観点 評価方法

知識・技能 観察・カード

思考・判断・表現 観察・カード

思考・判断・表現 実技テスト

思考・判断・表現 小テスト

知識・技能 提出物

思考・判断・表現 提出物

知識・技能 期末テスト

思考・判断・表現 提出物

思考・判断・表現 提出物

思考・判断・表現 実技テスト

知識・技能 期末テスト

思考・判断・表現 提出物

思考・判断・表現 小テスト

知識・技能 提出物

知識・技能 期末テスト

8 思考・判断・表現 小テスト

思考・判断・表現 小テスト

思考・判断・表現 小テスト

思考・判断・表現 提出物

知識・技能 期末テスト

知識・技能 期末テスト

思考・判断・表現 観察

思考・判断・表現 提出物

思考・判断・表現 提出物

思考・判断・表現 観察

思考・判断・表現 提出物

知識・技能 提出物

知識・技能 小テスト

思考・判断・表現 小テスト

知識・技能 期末テスト

思考・判断・表現 提出物

知識・技能 提出物

1 思考・判断・表現 小テスト

思考・判断・表現 小テスト

思考・判断・表現 小テスト

3 思考・判断・表現 提出物

知識・技能
言葉の特徴や使い方に関する事項、話や文章に含まれている情報の扱い方に関する事項、我が国の言語文化に関する事項についての知識及び技能を観察、提出物、小テスト、期末テスト、実技テスト等
から見取る。

思考・判断・表現 話すこと・聞くこと、書くこと、読むことについての思考・判断・表現を、観察、提出物、小テスト、期末テスト、実技テスト等から見取る。教科書以外の文章を使うこともある。

世界はうつくしいと

握手

主体的に学習に取り組
む態度

知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとする側面と、その取組の中で自らの学習を調整しようとする側面を、観察、提出物、小テス
ト、定期テスト、実技テスト等から見取る。 ※毎回の授業を通して評価する。

学習内容　単元内容

令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

・光村図書「国語３」
（光村図書出版株式会社）

・あかねこ漢字スキル（光村教育図書）
・あかねこ読解スキル（光村教育図書）

教科目標

(1)目的や場面に応じ、社会生活にかかわることなどについて多様な考えを踏まえて話す能力、内容や表現の仕方を評価しながら聞く能力、進行の仕方を工夫　したり発言を生か　しながら話し合う能力を身に付けさせるとともに、話
したり聞いたりして考えを広げたり深めたりしようとする態度を育てる。
(2)目的や意図に応じ、社会生活にかかわることなどについて、論理の展開を考えて、読み手を説得できるように書く能力を身に付けさせるとともに、文章を書いて考えを広げた　り深めたりしようとする態度を育てる。
(3)目的や意図に応じ、文章の種類を踏まえて読む能力、文章を批判的に読み、表れているものの見方や考え方を捉えようとする能力を身に付けさせるとともに、読書を通して自己　を向上させようとする態度を育てる。

評価の観点 基本的な評価の方法

学習到達目標　

理解したり表現したりするために必要な語句の量を増し，語感を磨き語彙を豊かにする。

登場人物の置かれた状況や言動から人物像を捉える。

発言者の意見を評価しながら聞く。

4

評価しながら聞く

学びて時に之を習ふ―「論語」から

情報整理のレッスン
情報の信頼性

文章の種類を選んで書こう

孔子の考え方を捉え、自分たちの生活と関連づける。

情報の信頼性の確かめ方を理解し使う。

文章の種類を選択し、構成を工夫して書く。

漢字1　熟語の読み方

作られた「物語」を超えて

表現を見直すことの意義を理解する。

主張や論理の展開、表現のしかたを評価する。

熟語の読み方を理解する。

論理や物語の展開の仕方などを捉えて読む。

具体と抽象など情報と情報との関係について理解を深める。

相手や目的に応じたスピーチをする。

言葉を選ぼう

和語・漢語・外来語

挨拶──原爆の写真によせて

思考のレッスン
具体化・抽象化

説得力のある構成を考えよう

文法への扉1
すいかは幾つ必要？

報道文を比較して読もう

俳句の可能性・俳句を味わう 俳句の世界に親しむ。歌われている情景や作者の思いを想像する。

世代間で意味や使い方が異なる言葉を探し、説明する文章を書く。

[推敲]論理の展開を整える

慣用句・ことわざ・故事成語

漢字の造語力

和語・漢語・外来語を理解する。

表現に着目し、作者のものの見方や考え方を捉える。

故郷 場面や登場人物の設定に着目する。

聞き上手になろう 展開を予測しながら聞き、内容や表現の仕方を評価する。

構成や内容を推敲する。

多角的に分析して書こう

合意形成に向けて話し合おう

音読を楽しもう　初恋

慣用句・ことわざ・故事成語の特徴や性質について理解する。

漢字の造語力について理解する。

人工知能との未来 筆者の考えを読み取り、自分の考えを深める。

人間と人工知能と創造性 筆者の考えを読み取り、自分の考えを深める。

説得力のある批評文を書く。

夏草―「おくのほそ道」から

「ない」の違いが
わからない？

話し合って提案をまとめる。

語句や表現に込められた意味を読み取る。

古今和歌集　仮名序 声に出して読み、古文の言葉の響きを味わう。

君待つと
―万葉・古今・新古今

表現や語句に着目して、和歌を読み味わう。

作者のものの見方や感じ方を読み取る。

文法的な観点から言葉について考察する。
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わたしを束ねないで 言葉や表現から作者の思いを捉える。

三年間の歩みを振り返ろう 学びを振り返り、構成を工夫して書く。

情報を読み取って
文章を書こう

具体と抽象など情報と情報との関係について理解を深める。

書写 効果的に文字を書く。

筆者のものの見方や考え方を捉える。

考えを広げたり深めたりして、社会について自分の意見をもつ。

誰かの代わりに

温かいスープ
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教科 学年　

社会 3

学期 月 評価の観点 評価方法

知識・技能
テスト・レポート・授業
課題

思考・判断・表現
テスト･レポート・授業
課題

主体的に学習に取り組
む態度

プリント･レポート
振り返りシート・グルー
プワーク

知識・技能
テスト・レポート・授業
課題

思考・判断・表現
テスト･レポート・授業
課題

主体的に学習に取り組
む態度

プリント･レポート
振り返りシート・グルー
プワーク

知識・技能
テスト・レポート・授業
課題

思考・判断・表現
テスト･レポート・授業
課題

主体的に学習に取り組
む態度

プリント･レポート
振り返りシート・グルー
プワーク

知識・技能
テスト・レポート・授業
課題

思考・判断・表現
テスト･レポート・授業
課題

主体的に学習に取り組
む態度

プリント･レポート
振り返りシート・グルー
プワーク

知識・技能
テスト・レポート・授業
課題

思考・判断・表現
テスト･レポート・授業
課題

主体的に学習に取り組
む態度

プリント･レポート
振り返りシート・グルー
プワーク

知識・技能
テスト・レポート・授業
課題

思考・判断・表現
テスト･レポート・授業
課題

主体的に学習に取り組
む態度

プリント･レポート
振り返りシート・グルー
プワーク

知識・技能
テスト・レポート・授業
課題

思考・判断・表現
テスト･レポート・授業
課題

主体的に学習に取り組
む態度

プリント･レポート
振り返りシート・グルー
プワーク

知識・技能
テスト・レポート・授業
課題

思考・判断・表現
テスト･レポート・授業
課題

主体的に学習に取り組
む態度

プリント･レポート
振り返りシート・グルー
プワーク

知識・技能
テスト・レポート・授業
課題

思考・判断・表現
テスト･レポート・授業
課題

主体的に学習に取り組
む態度

プリント･レポート
振り返りシート・グルー
プワーク

知識・技能
テスト・レポート・授業
課題

思考・判断・表現
テスト･レポート・授業
課題

主体的に学習に取り組
む態度

プリント･レポート
振り返りシート・グルー
プワーク

思考・判断・表現
テスト･レポート・授業
課題

主体的に学習に取り組
む態度

プリント･レポート
振り返りシート・グルー
プワーク

学習内容　単元内容 学習到達目標　

評価の観点

知識・技能
我が国の国土や歴史、現代の政治や経済、国際関係などを理解し、調査や諸資料から様々な情報を効果的に調べまとめている。
⇒観察：授業でのグループワーク　テスト：定期テスト・単元テスト・小テスト　　提出物：授業プリント・課題レポートなど

思考・判断・表現
社会的事象の多面的・多角的な考察、社会に見られる課題の解決に向けて選択・判断する力、それを説明する力、議論する力が身についている。⇒観察：授業での思考・表現観察　テスト：定期テスト・単元
テスト・小テスト　　提出物：授業プリント・課題レポートなど

主体的に学習に取り組
む態度

社会的事象について、国家及び社会の担い手として、よりよい社会の実現に向けて、課題を主体的に解決しようとしている。
⇒観察：授業への参加姿勢　　提出物：振り返りシート・授業プリント・課題レポート・休業中の課題など
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教科目標

社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通して、広い視野に立ち、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を育
成すること。

基本的な評価の方法

令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）
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 第一次世界大戦の背景や影響ついて調べて，大戦前後の国際情勢及び国際平和への努力がなされたことを理解している。

世界と我が国の動きの関連性に着目して，大戦による社会の変化や影響について多面的・多角的に考察し，表現している。

【 歴史 】
　第６章　近代の日本と世界

明治政府の政策にはじまる様々な情報について調べてまとめ，人々の生活が大きく変化したことを理解している。

 明治政府の諸改革が人々の生活に与えた影響や，現代の政治とのつながりについて，多面的・多角的に考察し，表現している。

 明治維新によって近代国家の基礎が整えられたことについて，よりよい社会の実現を視野に主体的に追究しようとしている。

中学社会　歴史　未来をひらく
（教育出版）
 中学社会　公民　中学生の公
民（帝国書院）

中学校社会科地図（帝国書院）
基本から発展へ　公民（正進社）

【　公民　】
第４部

第１章　国際社会

 世界平和と人類の福祉について，課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとしている。

 よりよい社会を築いていくために解決すべき課題を考察，構想し，自分の考えを説明，論述している。

よりよい社会を築いていくために解決すべき課題について，解決を視野に主体的に社会に関わろうとしている。

【　歴史　】
第７章　二度の世界大戦と日本

【　歴史　】
第８章　現代の日本と世界

【　公民　】
第１部

第１章　現代社会と文化

【　公民　】
第１部

第２章　現代社会を捉える枠組み

【　公民　】
第２部

第１章　日本国憲法

【　公民　】
第２部

第２章　民主政治

【　公民　】
第３部

第１章　市場経済

第一次世界大戦やその後の国際協調の動きについて，よりよい社会の実現に向けて課題を主体的に追究しようとしている。

 第二次世界大戦後の諸改革の特色や世界の動きの中で新しい日本の建設が進められたことを理解している。

戦後の国際社会の変化が日本の社会に及ぼした変化や世界との関わりを多面的・多角的に考察し，表現している。

国際社会に復帰するまでの日本の民主化と再建の過程やよりよい社会の実現について主体的に追究しようとしている。

 現代日本の特色として少子高齢化，情報化，グローバル化などが見られることについて理解している。

 少子高齢化，情報化，グローバル化などが現在と将来に与える影響について多面的・多角的に考察し，表現している。

 現代社会と文化の特色について，課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとしている。

 現代社会の見方・考え方の基礎となる枠組みとして，対立と合意，効率と公正などについて理解している。

【　公民　】
第３部

第２章　財政

 社会生活における物事の決定の仕方，個人と社会との関係，きまりの役割について考察し，表現している。

 現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとしている。

 日本国憲法が基本的人権の尊重，国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについて理解している。

 我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について多面的・多角的に考察し，表現している。

人間の尊重や日本国憲法の基本的原則について，課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとしている。

 国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや政党の役割を理解している。

 国民の政治参加との関連について多面的・多角的に考察，構想し，表現している。

 民主政治と政治参加について，現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとしている。

現代の生産や金融などの仕組みや働きを理解している。

 個人や企業の経済活動における役割と責任について多面的・多角的に考察し，表現している。

市場の働きと経済について，現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的社会に関わろうとしている。

財政及び租税の意義，国民の納税の義務について理解している。

 財政及び租税の役割について多面的・多角的に考察し，表現している。

 国民の生活と政府の役割について，現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとしている。

 領土（領海，領空を含む。），国家主権，国際連合の働きなど基本的な事項について理解している。

 平和主義を基に，国際社会における我が国の役割について多面的・多角的に考察，構想し，表現している。
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教科 学年　

数学 3

学期 月 評価の観点 評価方法

知識・技能 観察・テスト

思考・判断・表現 観察・テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・提出物

知識・技能 観察・提出物・テスト

思考・判断・表現 観察・テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・提出物

知識・技能 観察・テスト

思考・判断・表現 観察・テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・提出物

知識・技能 観察・テスト

思考・判断・表現 観察・テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・提出物

知識・技能 観察・テスト

思考・判断・表現 観察・テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・提出物

知識・技能 観察・テスト

思考・判断・表現 観察・テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・提出物

知識・技能 観察・テスト

思考・判断・表現 観察・テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・提出物

知識・技能 観察・テスト

思考・判断・表現 観察・テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・提出物
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標本調査

・標本調査の必要性と意味を理解している。
・コンピュータなどの情報手段を用いるなどして無作為に標本を取り出し，整理することができる。

・標本調査の方法や結果を批判的に考察し表現することができる。
・簡単な場合について標本調査を行い，母集団の傾向を推定し判断することができる。

・標本調査の必要性と意味を考えようとしている。
・標本調査について学んだことを生活や学習に生かそうとしている。
・標本調査を活用した問題解決の過程を振り返って検討しようとしている。

・三平方の定理を見いだすことができる。
・三平方の定理を具体的な場面で活用することができる。

・三平方の定理を見いだそうとしている。
・三平方の定理について学んだことを生活や学習に生かそうとしている。
・三平方の定理を活用した問題解決の過程を振り返って検討しようとしている。

・平面図形の相似の意味及び三角形の相似条件について理解している。
・相似な平面図形の相似比と面積比の関係について理解している。
・基本的な立体の相似の意味を理解し，相似な立体の相似比と表面積の比や体積比の関係について理解している。

・三角形の相似条件などを基にして図形の基本的な性質を論理的に確かめることができる。
・平行線と線分の比についての性質を見いだし，それらを確かめることができる。
・相似な図形の性質を具体的な場面で活用することができる。

・図形の相似の意味や，相似な図形の相似比と面積比や体積比の関係を考えようとしている。
・図形の相似について学んだことを生活や学習に生かそうとしている。
・相似な図形の性質を活用した問題解決の過程を振り返って検討しようとしている。

・円周角と中心角の関係の意味を理解し，それが証明できることを知っている。
・円周角の定理の逆が成り立つことを知っている。

・円周角と中心角の関係を見いだすことができる。
・円周角と中心角の関係を具体的な場面で活用することができる。

・円周角と中心角の関係を見いだそうとしている。
・円周角と中心角の関係について学んだことを生活や学習に生かそうとしている。
・円周角と中心角を活用した問題解決の過程を振り返って検討しようとしている。

・三平方の定理の意味を理解し，それが証明できることを知っている。
・三平方の定理を利用して，直角三角形の辺の長さを求めることができる。
・三平方の定理の逆が成り立つことを知っている。

相似な図形

円

三平方の定理

学習到達目標　

令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

新しい数学３（東京書籍） 新しい数学３　基礎からの問題集（東京書籍）

教科目標

各単元の内容についての基本的な概念や原理・法則などを理解するとともに事象を数学化したり、数学的に解釈したり、数学的に表現・処理したりする技能や、論理的に考察する力を身につける。また、数学的活動の楽しさを実感し
て粘り強く考え、数学を生活や学習に生かそうとする態度や、多様な考えを認め、よりよく問題解決しようとする態度を養う。

評価の観点 基本的な評価の方法

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・法則などを理解するとともに、事象を数学化したり、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るようにする。

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統合的・発展的に考察する力、数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表現する力を身につけるようにする。

数学的活動の楽しさや数学のよさ実感して粘り強く考え、数学を生活や学習に生かそうとする態度、問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする態度を身につけるようにする。

・２次関数について理解している。
・事象の中には２次関数として捉えられるものがあることを知っている。
・２次関数を表，式，グラフを用いて表現したり，処理したりすることができる。
・いろいろな事象の中に，関数関係があることを理解している。

・２次関数として捉えられる２つの数量について，変化や対応の特徴を見いだし，表，式，グラフを相互に関連付けて考察し表現すること
ができる。
・２次関数を用いて具体的な事象を捉え考察し表現することができる。

・２次関数の必要性と意味を考えようとしている。
・２次関数について学んだことを生活や学習に生かそうとしている。
・２次関数を活用した問題解決の過程を振り返って検討しようとしている。

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組
む態度

学習内容　単元内容

多項式

平方根

２次方程式

関数　　　　　　　 

・単項式と多項式の乗法及び多項式を単項式で割る除法の計算をすることができる。
・簡単な１次式の乗法の計算及び次の公式を用いる簡単な式の展開や因数分解をすることができる。

・既に学習した計算の方法と関連付けて，式の展開や因数分解する方法を考察し表現することができる。
・文字を用いた式を活用して数量及び数量の関係を捉え説明することができる。

・式の展開や因数分解をすることの必要性や意味を考えようとしている。
・式の展開や因数分解について学んだことを生活や学習に生かそうとしている。
・式の展開や因数分解を活用した問題解決の過程を振り返って検討しようとしている。

・数の平方根の必要性と意味を理解している。
・有理数，無理数の意味を理解している。
・数の平方根をふくむ簡単な式の計算をすることができる。
・具体的な場面で数の平方根を用いて表したり処理したりすることができる。

・これまでに学んだ文字式の計算などと関連付けて，数の平方根をふくむ式の計算の方法を考察し表現することができる。
・数の平方根を具体的な場面で活用することができる。

・数の平方根の必要性や意味を考えようとしている。
・数の平方根について学んだことを生活や学習に生かそうとしている。
・数の平方根を活用した問題解決の過程を振り返って検討しようとしている。

・2次方程式の必要性と意味及びその解の意味を理解している。
・平方の形に変形し2次方程式を解くことができる。
・解の公式の意味を理解し，それを用いて2次方程式を解くことができる。
・因数分解を利用して2次方程式を解くことができる。
・事象の中の数量やその関係に着目し，2次方程式をつくることができる。

・平方根や因数分解の考えをもとにして，2次方程式を解く方法を考察し表現することができる。
・具体的な問題の解決に2次方程式を活用し，解が適切であるかどうかを判断することができる。

・2次方程式の必要性と意味を考えようとしている。
・2次方程式について学んだことを生活や学習に生かそうとしている。
・2次方程式を活用した問題解決の過程を振り返って検討しようとしている。

3



教科 学年　

理科 3

学期 月 評価の観点 評価方法

知識・技能

定期テスト
単元テスト
実験レポート
行動観察

思考・判断・表現

定期テスト
単元テスト
実験レポート
行動観察

主体的に学習に取り組
む態度

実験レポート
行動観察
振り返りシート
振り返りテスト

知識・技能

定期テスト
単元テスト
実験レポート
行動観察

思考・判断・表現

定期テスト
単元テスト
実験レポート
行動観察

主体的に学習に取り組
む態度

実験レポート
行動観察
振り返りシート
振り返りテスト

知識・技能

定期テスト
単元テスト
実験レポート
行動観察

思考・判断・表現

定期テスト
単元テスト
実験レポート
行動観察

主体的に学習に取り組
む態度

実験レポート
行動観察
振り返りシート
振り返りテスト

知識・技能

定期テスト
単元テスト
実験レポート
行動観察

思考・判断・表現

定期テスト
単元テスト
実験レポート
行動観察

主体的に学習に取り組
む態度

実験レポート
行動観察
振り返りシート
振り返りテスト

知識・技能

定期テスト
単元テスト
実験レポート
行動観察

思考・判断・表現

定期テスト
単元テスト
実験レポート
行動観察

主体的に学習に取り組
む態度

実験レポート
行動観察
振り返りシート
振り返りテスト

令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

未来へひろがる
サイエンス３
（啓林館）

基礎からのパワーアップシート　理科３年（新学社）
３年間の総まとめ問題集　理科（新学社）

教科目標

自然の事物・現象に関わり、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うことなどを通して、自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を育成する。

評価の観点 基本的な評価の方法

知識・技能 自然の事物・現象についての観察、実験を通して原理・法則を理解を深めている。また観察、実験に関する基本的な技能を身につけている。

4
・
5

【物質】
化学変化とイオン

【生命】
生命の連続性

【エネルギー】
運動とエネルギー

【地球】宇宙を観る

【環境】自然と人間

「生物のふえ方と成長」、「遺伝の規則性と遺伝子」、「生物の種類の多様性と進化」に関する事物・現象に進んで関わり、見通しをもっ
たりふり返ったりするなど、科学的に探究しようとしている。

運動とエネルギーについて、日常生活や社会と関連づけながら、「水中の物体にはたらく力、力の合成・分解」、「運動の速さと向き、力
と運動」、「仕事とエネルギー、力学的エネルギーの保存」、「さまざまなエネルギーやエネルギー資源など」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
を身につけている。

「力のつり合いと合成・分解」、「運動の規則性」、「仕事とエネルギー」について、見通しをもって観察、実験などを行い、その結果を分析
して解釈し、物理現象の規則性や関係性を見いだして表現しているとともに、探究の過程をふり返るなど、科学的に探究している。
　日常生活や社会で使われているさまざまなエネルギーやエネルギー資源について、実験結果やデータを分析して解釈しているなど、
科学的に探究している。

「力のつり合いと合成・分解」、「運動の規則性」、「仕事とエネルギー」、「さまざまなエネルギー」、「エネルギー資源」に関する事物・現
象に進んで関わり、見通しをもったりふり返ったりするなど、科学的に探究しようとしている。

身近な天体とその運動に関する特徴に着目しながら、「太陽のようす、惑星と恒星」、「日周運動と自転、年周運動と公転」、「月や金星
の運動と見え方」について、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つけている。

「太陽のようす、惑星と恒星」、「天体の動きと地球の自転・公転」、「月や金星の運動と見え方」について、天体の観察、実験などを行
い、その結果や資料を分析して解釈し、さまざまな天体の動きや見え方についての特徴や規則性を見いだして表現しているとともに、探
究の過程をふり返るなど、科学的に探究している。

「太陽のようす、惑星と恒星」、「天体の動きと地球の自転・公転」、「月や金星の運動と見え方」に関する事物・現象に進んで関わり、見
通しをもったりふり返ったりするなど、科学的に探究しようとしている。

日常生活や社会と関連づけながら、「自然界のつり合い」、「さまざまな物質とその利用」、「科学技術の発展」、「自然環境の調査と環境
保全、地域の自然災害」、「自然環境の保全と科学技術の利用」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資料調査や記録などの基本的な技能を身につけている。

「生物と環境」、「日常生活や社会で使われている物質」、「科学技術の発展」、「自然環境の調査と環境保全、地域の自然災害」、「自然
環境の保全と科学技術の利用」について、見通しをもって観察や実験、情報収集、資料調査などを行い、その結果を分析して解釈した
り、科学的に考察して判断したりするなど、科学的に探究している。

思考・判断・表現 自然の事物・現象の中に問題を解決する方法を立案し、見通しをもって観察、実験などを行い、得られた結果を分析して解釈できる。

主体的に学習に取り組
む態度

自然の事物・現象に進んで関わり、主体的に探究しようとする意欲的な姿勢。

学習内容　単元内容 学習到達目標　

「水溶液とイオン」、「化学変化と電池」に関する事物・現象に進んで関わり、見通しをもったりふり返ったりするなど、科学的に探究しよう
としている。

生命の連続性について，「生物のふえ方と成長」、「遺伝の規則性と遺伝子」、「生物の種類の多様性と進化」に関する事物・現象の特
徴に着目しながら、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つけている。

「生物のふえ方と成長」、「遺伝の規則性と遺伝子」、「生物の種類の多様性と進化」について、観察、実験などを行い、その結果や資料
を分析して解釈し、生命現象についての特徴や規則性を見いだして表現しているとともに、探究の過程をふり返るなど、科学的に探究し
ている。

化学変化をイオンのモデルと関連づけながら、「原子の成り立ちとイオン」、「金属イオン、化学変化と電池」、「酸・アルカリ、中和と塩」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つけている。

「水溶液とイオン」、「化学変化と電池」について，見通しをもって観察、実験などを行い、イオンと関連づけてその結果を分析して解釈
し、化学変化における規則性や関係性を見いだして表現しているとともに、探究の過程をふり返るなど、科学的に探究している。

「生物と環境」、「さまざまな物質」、「科学技術の発展」、「自然環境の調査と環境保全、地域の自然災害」、「自然環境の保全と科学技
術の利用」に関する事物・現象に進んで関わり、見通しをもったりふり返ったりするなど、科学的に探究しようとしている。
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教科 学年　

音楽 3

学期 月 評価の観点 評価方法

知識・技能
ワークシート
定期テスト
実技テスト

思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察
ワークシート

知識・技能
ワークシート
定期テスト
紹介文

思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト
紹介文

主体的に学習に取り組
む態度

観察
ワークシート

知識・技能

演奏
ワークシート
定期テスト
実技テスト

思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察
ワークシート

7 知識・技能

演奏
ワークシート
定期テスト
実技テスト

8 思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察
ワークシート

知識・技能
ワークシート
定期テスト
紹介文

思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト
紹介文

主体的に学習に取り組
む態度

観察
ワークシート

知識・技能
発表シート
定期テスト

思考・判断・表現
発表シート
定期テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察
ワークシート

知識・技能
ワークシート
定期テスト
紹介文

思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト
紹介文

主体的に学習に取り組
む態度

観察
ワークシート

知識・技能
演奏
ワークシート

思考・判断・表現 ワークシート

主体的に学習に取り組
む態度

観察
ワークシート

知識・技能

演奏
ワークシート
定期テスト
実技テスト

2 思考・判断・表現
ワークシート
定期テスト

3
主体的に学習に取り組
む態度

観察
ワークシート

中学生の音楽２・３上
中学生の音楽２・３下

中学生の音楽　器楽（教育芸術社）

音楽　表現と鑑賞の資料（正進社）
MY  SONG　６訂版（教育芸術社）

教科目標

表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、音楽的な見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力を育成する。

評価の観点 基本的な評価の方法

・曲想と構造、歌詞の内容や曲の背景との関わりについて理解している。
・言葉を大切にしながら曲にふさわしい歌い方で表している。

・リズム、旋律、強弱を知覚し，それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。
・どのように歌唱表現するかについて思いをもっている。

・曲想と構造、歌詞の内容及び曲の背景との関わりに関心をもっている。
・楽しみながら主体的・協働的に歌唱の学習活動に取り組もうとしている。

・曲想と音楽の構造との関わり，音楽の特徴とその背景となる歴史との関わりに
ついて理解している。

・音色，リズム，旋律，強弱，構成を知覚し，それらが生み出す雰囲気を
　感じ取れる。
・曲や演奏に対する評価とその根拠について考え，音楽のよさや美しさを
　味わって聴いている。

・曲想と音楽の構造との関わり，音楽の特徴とその背景となる⽂化や歴史，
　他の芸術との関わりに関心をもっている。
・音楽活動を楽しみながら主体的・協働的に鑑賞の学習活動に取り組もうと
　している。

・曲想と音楽の構造との関わりについて理解している。
・創意工夫を生かした表現で演奏するために必要な奏法、
　身体の使い方などの技能を身に付け、器楽で表している。

知識・技能
・曲想と音楽の構造や背景などとの関わり及び音楽の多様性について理解している。
・創意工夫を生かした音楽表現をするために必要な技能を身に付け、歌唱、器楽、創作で表している。

思考・判断・表現
音楽を形づくっている要素や要素同士の関連を知覚し、それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受しながら、知覚したことと感受したこととの関わりについて考え、曲にふさわしい音楽表現としてどのよう
に表すかについて思いや意図をもったり、音楽を評価しながらよさや美しさを味わって聴いたりしている。

主体的に学習に取り組
む態度

音や音楽、音楽文化に親しむことができるよう、音楽活動を楽しみながら主体的・協働的に表現及び鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。

学習到達目標　学習内容　単元内容

4

「花」

5

「ブルタバ（モルダウ）」

6

ソプラノリコーダー「ハナミズキ」

1

・旋律、テクスチュアを知覚し、それらが生み出す雰囲気を
　感じ取り、どのように演奏するかについて思いや意図を
　もっている。

・主体的・協働的に器楽の学習活動に取り組もうとしている。
・粘り強く課題に取り組み、自己の演奏を振り返りながら、
　改善しようとしている。

・ 曲想と構造や歌詞の内容との関わりについて理解している。
・創意工夫を生かした表現で歌うために必要な発声、言葉の発音、
　身体の使い方などの技能を身に付け、歌唱で表している。

雅楽「越天楽」

曲想と音楽の構造との関わり，音楽の特徴とその背景となる歴史との関わりに
ついて理解している。

・音色、旋律、テクスチュアを知覚し、それらが生み出す雰囲気を感じとる。
・曲や演奏に対する評価とその根拠を考え，音楽のよさや美しさを味わって
　聴いている。

曲のよさをプレゼンテーションしよう

桑園祭文化部門　合唱練習

・音色、リズム、速度、旋律、テクスチュア、強弱、構成を知覚し、
　それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。
・曲にふさわしい歌唱表現としてどのように表すかについて
　思いや意図をもっている。

・曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わりに関心をもっている。
・楽しみながら主体的・協働的に歌唱の学習活動に取り組もうとしている。

・音素材の特徴及び音の重なり方や反復，変化，対照などの構成上の特徴に
　ついて，表したいイメージと関わらせて理解している。
・創意工夫を生かした表現で旋律や音楽をつくるために必要な，課題や条件に
　沿った音の選択や組合せなどの技能を身に付け，創作で表している。

・リズム，テクスチュア，強弱，構成を知覚し，それらが生み出す雰囲気を
　感じ取れる。
・まとまりのある創作表現としてどのように表すかについて思いや意図を
　もっている。

・曲想と音楽の構造との関わり，音楽の特徴とその背景となる歴史との
　関わりに関心をもっている。
・音楽活動を楽しみながら主体的・協働的に鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。

・曲想と音楽の構造との関わり，音楽の特徴とその背景となる歴史との
　関わりについて理解している。

帰れソレントへ

・声の音色や響き，言葉の特性と曲種に応じた発声との関わりについて理解している。
・創意工夫を生かした表現で歌うために必要な発声，言葉の発音，身体の使い方などの技能を身につけ，歌唱で表している。

・リズム，速度，旋律を知覚し，それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。
・知覚したことと感じ取ったこととの関わりについて考え、曲にふさわしい歌唱表現としてどのように表すかについて思いや意図を持って
いる。

・声の音色や響き，言葉の特性と曲種に応じた発声との関わりに関心を持っている。
・楽しみながら主体的・協働的に歌唱の学習活動に取り組もうとしている。

・音素材の特徴及び音の重なり方や反復，変化，対照などの構成上の特徴に
　関心をもっている。
・音楽活動を楽しみながら主体的・協働的に創作の学習活動に取り組もうとしている。

・音色，リズム，旋律，強弱，構成を知覚し，それらが生み出す雰囲気を
　感じ取れる。
・曲や演奏に対する評価とその根拠ついて考え，音楽のよさや美しさを
　味わって聴いている。

・曲想と音楽の構造との関わり，音楽の特徴とその背景となる歴史との
　関わりに関心をもっている。
・楽しみながら主体的・協働的に鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。

令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用副教材（出版社）使用教科書（出版社）

2

9

10

11

12

3

1

「Let's Create!」

卒業式歌　

・ 曲想と構造や歌詞の内容との関わりについて理解している。
・創意工夫を生かした表現で歌うために必要な発声、言葉の発音、
　身体の使い方などの技能を身に付け、歌唱で表している。

・音色、リズム、速度、旋律、テクスチュア、強弱、構成を知覚し、
　それらが生み出す雰囲気を感じ取れる。
・曲にふさわしい歌唱表現としてどのように表すかについて
　思いや意図をもっている。

・曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わりに関心をもっている。
・楽しみながら主体的・協働的に歌唱の学習活動に取り組もうとしている。

5



教科 学年

美術 3

学期 月 評価の観点 評価方法

使用教科書（出版社）

美術１（光村図書）

令和４年度　授業計画書（シラバス）

使用副教材（出版社）

美術資料（秀学社）

教科目標

（１）対象や事象を捉える造形的な視点について理解するとともに、表現方法を創意工夫し、創造的にあらわすことができるようにする。
（２）造形的なよさや美しさ、表現の意図と工夫、美術の働きなどについて考え、主題を生み出し豊かに発想し構想を練ったり、
　　　美術や美術文化に対する見方や感じ方を深めたりすることができるようにする。
（３）美術の創造活動の喜びを味わい、美術を愛好する心情を育み、感性を豊かにし、心豊かな生活を創造していく態度を養い、豊かな情操を培う。

評価の観点 基本的な評価の方法

知識・技能 作品や授業での様子から、造形的な視点を理解しているか、また、表現方法を創意工夫し創造的に表しているか評価する。

4

日本の彫刻と建築（２時間）
○日本の伝統的な彫刻や建築を鑑賞
し、表現の意図や作品に込められた
思いを感じ取る。
○作品が作られた背景について知り、
美術文化への見方や感じ方を深め
る。
○感じたことや考えたことを話し合い、
他者の考えに関心をもち、作品の見
方を深める。

知識・技能
形や色，材料，光などが感情にもたらす効果や，作品の造形的な特徴をもとに，仏像や建築に託した思いなどを全体のイメージや作風
で捉えることを理解している。（知）

学習内容　単元内容

思考・判断・表現
作品の造形的なよさや美しさを感じ取り，作品がつくられた背景などをもとに，表現の意図や工夫を考えるなどして，美意識を高め，見
方や感じ方を深めている。（鑑）

主体的に
学習に取り組む態度

美術の創造活動の喜びを味わい，主体的に作品がつくられた背景をもとに，作者の表現の意図や工夫を感じ取る鑑賞の学習活動に取
り組もうとしている。（鑑）

思考・判断・表現
構成や装飾の目的や条件などをもとに，四季折々の動植物や天候などから主題を生み出し，美的感覚を働かせて調和のとれた洗練さ
れた美しさなどを総合的に考え，表現の構想を練っている。（発）／季節感をあらわした作品の調和のとれた洗練された美しさなどを感
じ取り，季節感がどのように作品に取り入れられているかを考えるなどして，美意識を高め，見方や感じ方を深めている。（鑑）

主体的に
学習に取り組む態度

美術の創造活動の喜びを味わい，主体的に日本独自の美しさの表現の学習活動に取り組もうとしている。（表）／美術の創造活動の喜
びを味わい，主体的に表現の工夫を感じ取る鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。（鑑）

知識・技能
形や色などが感情にもたらす効果や，造形的な特徴をもとに，効果的な伝達のデザインを全体のイメージで捉えることを理解している。
（知）／意図に応じて表現方法を創意工夫し，制作の順序などを総合的に考えながら，見通しをもって創造的にあらわしている。（技）

授業での様子、作品
などの提出物、テスト
などから評価

思考・判断・表現

メッセージを伝える目的や伝える相手，内容や社会との関わりなどから主題を生み出し，絵や文字などの組み合わせの効果や，わかり
やすさと美しさの調和などを総合的に考え，表現の構想を練っている。（発）／ポスターなど，メッセージを伝えるデザインの調和のとれ
た洗練された美しさなどを感じ取り，効果的にメッセージを伝える工夫などを考えるなどして，美意識を高め，見方や感じ方を深めてい
る。（鑑）

知識・技能
形や色，材料などが感情にもたらす効果や，造形的な特徴をもとに，あらわされた季節感を全体のイメージで捉えることを理解してい
る。（知）／意図に応じて表現方法を創意工夫し，制作の順序などを総合的に考えながら，見通しをもって創造的にあらわしている。
（技）

主体的に
学習に取り組む態度

美術の創造活動の喜びを味わい，主体的に多くの人にメッセージが伝わるように工夫してデザインする表現の学習活動に取り組もうと
している。（表）／美術の創造活動の喜びを味わい，主体的にポスターなどの作品から，効果的にメッセージを伝える工夫を感じ取る鑑
賞の学習活動に取り組もうとしている。（鑑）

知識・技能
線が感情にもたらす効果や，造形的な特徴をもとに，描かれた空間の世界を全体のイメージで捉えることを理解している。（知）／あら
わしたい空間を、意図に応じて自分の表現方法を追求して創造的にあらわしている。（技）

思考・判断・表現
線であらわされた空間に想像を膨らませることで主題を生み出し，単純化や省略，強調などを考え，創造的な構成を工夫し，心豊かに
表現する構想を練っている。（発）

主体的に
学習に取り組む態度

美術の創造活動の喜びを味わい，主体的に線であらわされた空間に想像を膨らませ，空間の世界をあらわす表現の学習活動に取り
組もうとしている。（表）

１１
・

１２

デザイン「構成美の要素～和を求めて
～」（５時間）
○季節感を取り入れてきた日本の文
化に関心をもち，構成や装飾の目的
や条件などをもとに，四季折々の動植
物や天候などから主題を生み出す。
○主題をもとに，形や色，材料などの
構想を練る。
○材料の特性を生かし，形や色などを
工夫して制作する。
○完成作品を鑑賞し合い，意図や工
夫を感じ取り，話し合う。

主体的に
学習に取り組む態度

美術の創造活動の喜びを味わい，主体的に今の自分や将来の自分をテーマに自分自身を作品にあらわす表現の学習活動に取り組も
うとしている。（表）／美術の創造活動の喜びを味わい，主体的に自画像などの自分をあらわした作品から，作者の思いや表現の工夫
を感じ取る鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。（鑑）

主体的に
学習に取り組む態度

美術の創造活動の喜びを味わい，主体的に四季折々の動植物や天候などをもとに発想し，デザインする表現の学習活動に取り組もう
としている。（表）／美術の創造活動の喜びを味わい，主体的に季節感が作品にどのように取り入れられているかを感じ取る鑑賞の学
習活動に取り組もうとしている。（鑑）

思考・判断・表現
日本独自の美しさをもとに主題を生み出し，単純化や省略，強調，材料の組み合わせなどを考え，創造的な構成を工夫し，心豊かに表
現する構想を練っている。（発）／日本独自の美しさをあらわした作品の造形的なよさや美しさを感じ取り，表現の意図と創造的な工夫
などについて考えるなどして，美意識を高め，見方や感じ方を深めている。

思考・判断・表現 作品や授業での様子から、造形的なよさや表現の意図などについて考え、豊かに発想したり美術に対する考えを深めたりしているか評価する。

主体的に学習に取り組
む態度

作品や授業での様子から、創造活動の喜びを味わい、心豊かな生活を創造していく態度を養い豊かな情操を培っているか評価する。

学習到達目標

1
授業での様子、作品
などの提出物、テスト
などから評価

５
・
６

知識・技能
形や色，材料などが感情にもたらす効果や，造形的な特徴をもとに，日本独自の美しさを全体のイメージで捉えることを理解している。
（知）／あらわしたい内容に合った材料や用具を選択し，意図に応じて表現方法を追求して創造的にあらわしている。（技）

工芸「篆刻～自分の印～」
（１０時間）
○自分をあらわした作品に関心をも
ち，今の自分や将来の自分を深く見つ
め感じ取ったことや考えたことをもとに
主題を生み出す。
○主題をもとに，形や色，構図などの
構想を練る。
○形や色，構図などを工夫して制作
する。
○完成作品を鑑賞し合い，意図や工
夫を感じ取り，話し合う。

知識・技能
形や色，材料，光などが感情にもたらす効果や，造形的な特徴をもとに，自分らしさや描かれた自分に託した思いなどを全体のイメージ
で捉えることを理解している。（知）／あらわしたい表現に合った材料や用具を選択し，意図に応じて自分の表現方法を追求して創造的
にあらわしている。（技）

授業での様子、作品
などの提出物、テスト
などから評価

思考・判断・表現
今の自分や将来の自分を深く見つめ感じ取ったことや考えたことをもとに主題を生み出し，単純化や省略，強調，材料の組み合わせな
どを考え，創造的な構成を工夫し，心豊かに表現する構想を練っている。（発）／自分をあらわした作品の造形的なよさや美しさを感じ
取り，作者の思いや表現の工夫などについて考えるなどして，美意識を高め，見方や感じ方を深めている。（鑑）

メタリックサインボード
「日本の美しさをとらえて」
（６時間）
○日本独自の美しさをあらわした作品
に関心をもち，その美しさをもとに主題
を生み出す。
○主題をもとに，形や色，構図などの
構想を練る。
○形や色，構図などを工夫して制作
する。
○完成作品を鑑賞し合い，意図や工
夫を感じ取り，話し合う。

2

７
・
８

メッセージを伝える（３時間）
○メッセージを広く伝えるデザインに
関心をもち，メッセージを伝える目的
や伝える相手，内容や社会との関わり
などから主題を生み出す。
○主題をもとに，作品形態や構成，配
色などの構想を練る。
○形や色，材料，構成などを工夫して
制作する。
○完成作品を鑑賞し合い，意図や工
夫を感じ取り，話し合う。

9
・

１０

絵画「遠近法を知る」（４時間）
○奥行きのある表現に関心をもち、線
で空間をあらわすことで主題を生み出
す。
○構図などを工夫して制作する。
○他者の考えに関心をもち，作品の
見方を広げる。

3

１
・
２
・
３

6



教科 学年　

保健
体育

3

学期 月 評価の観点 評価方法

主体的に学習に取り組
む態度

観察

主体的に学習に取り組
む態度

観察・カード

知識・技能 単元テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・カード

主体的に学習に取り組
む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 実技テスト

知識・技能 単元テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

思考・判断・表現 実技テスト

知識・技能 単元テスト

主体的に学習に取り組
む態度

期末テスト

知識・技能 期末テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 実技テスト

知識・技能 単元テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

思考・判断・表現 実技テスト

知識・技能 単元テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

主体的に学習に取り組
む態度

期末テスト

知識・技能 期末テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 実技テスト

知識・技能 単元テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 実技テスト

基本的な集団行動の動きについて理解する

仲間と共に協力したり、記録を目指すために努力する

フェアにプレイするなどバスケットボールの学習に積極的に取り組もうとしている。健康・安全に留意している。

自己の課題を発見し、解決に向けて思考・判断したことを、他者に伝えている。

基本的なボール操作でボールをキープしたり、シュートやパスができる。

バスケットボールで用いられる技術の名称や運動局面の名称、技術のポイントを理解している。

ルールやマナーを守ろうとすること
事故防止に関する心得を遵守するなど健康・安全に気を配る

泳法などの自己の課題を発見し、合理的に解決する

平泳ぎでは、続けて長く泳ぐことや速く泳ぐことができる

技術の名称や行い方、運動に関して高まる体力を理解する

スポーツ時事に関する問題から現在のスポーツの幅広い関心を持つ。

体育分野では、基本用語やルールについて、また保健分野では学んだ知識についての理解をはかる。

競技の特性を生かし、常に記録を狙おうとしている。
健康・安全に留意している。

自己の課題を発見し、解決に向けて思考・判断したことを、他者に伝えている。

短距離走・リレーでは滑らかな動きで速く走ることや、バトンの受け渡しでタイミングを合わせることができる。
ハードル走では、リズミカルな走りから滑らかにハードルを越すことができる。

陸上競技の各種目で用いられる技術の名称や技術のポイントを理解している。

健康・安全に注意してダンスに積極的に取り組むことができる。

自分の表現や踊りについて課題をみつけ、課題解決に向けて取り組み方を考えることができる。

攻防などの自己やチームの課題を発見し、合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫することができる。

役割りに応じたボール操作や安定した用具の操作と連携した動きによって空いた場所をめぐる攻防をする。

課題解決に向けて取り組み方を工夫して行うことができる。また、自分が考えたことを他の人に伝えることができる。

ステップ名称や行い方、運動に関して高まる体力を理解する

個人生活における健康・安全について理解する。

自他の課題を発見し、解決に向けて思考判断する。

スポーツ時事に関する問題から現在のスポーツの幅広い関心を持つ。

体育分野では、基本用語やルールについて、また保健分野では学んだ知識についての理解をはかる。

自主的に取り組むとともに、勝敗などを冷静に受け止め、ルールやマナーを大切にしようとする

課題解決に向けて取り組み方を工夫するとともに、自己の考えたことを伝えることができる

自己に適したペースを維持して、走ることができる

思考・判断・表現

令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

新しい保健体育「東京書籍」
中学体育実技「学研」

新しい保健体育　学習ノート３「東京書籍」

教科目標

体育や保健の見方・考え方を働かせ、課題を発見し、合理的な解決に向けた学習過程を通して、心と体を一体として捉え、
生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成することを目指す。

評価の観点 基本的な評価の方法

1

集団行動「縦隊・横隊・列の増減」

新体力テスト

陸上競技「５０ｍ走・リレー」

7 定期テスト

2

10

11

12

ダンス

保健「健康な生活と病気の予防」

定期テスト

知識・技能 運動の特性に応じた基本的な技能を身につける

生涯にわたって運動に親しむため、課題に応じた取り組みや試行錯誤しながら工夫をして、解決を目指す
「保健」自他の課題を発見し、解決に向けて思考判断する

技術の名称や行いかた、体力の高め方、運動観察の方法などを理解する

自主的に取り組むとともに、フェアなプレイを大切にしようとする。
作戦などについての話し合いに貢献しようとし、互いに助け合おうとする。

陸上競技「長距離走」

バレーボール「三段攻撃」

5 球技「バスケットボール」

6 水泳「平泳ぎ」

主体的に学習に取り組
む態度

運動の楽しさや喜びを味わいながら積極的に取り組む姿勢、安全に関心を持つ、意欲的に学習する
「保健」個人生活における健康・安全について理解する

学習内容　単元内容 学習到達目標　

安全に気をつけ、意欲的に学習できる
チームでの運営を意識して行動できる

方向転換や声の出し方など、チームがまとまるように課題を克服している

4

9

7



知識・技能 観察・カード

知識・技能 観察・カード

主体的に学習に取り組
む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 実技テスト

知識・技能 単元テスト

主体的に学習に取り組
む態度

期末テスト

知識・技能 期末テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察

思考・判断・表現 観察・カード

知識・技能 実技テスト

知識・技能 振り返りシート

個人生活における健康・安全について理解する。

個人生活における健康・安全について、課題の解決に役立つ基礎的な事項を理解する。

自主的に取り組むとともに、フェアなプレイを大切にしようとする作戦などについての話し合いに貢献しようとし、互いに助け合おうとす
る。

攻防などの自己やチームの課題を発見し、合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫することができる。

役割りに応じたボール操作や安定した用具の操作と連携した動きによって空いた場所をめぐる攻防をする。

技術の名称や行い方、体力の高め方、運動の観察方法を理解する。

スポーツ時事に関する問題から現在のスポーツの幅広い関心を持つ。

体育分野では、基本用語やルールについて、また保健分野では学んだ知識についての理解をはかる。

健康・安全を確保して生涯にわたって、運動に親しもうとしている。

攻防などの自己やチームの課題を発見し、合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫することができる。

運動・体力の必要性について、理解するとともに、基本的な技能を身につけるようにする。

体の動かし方や、用具の操作方法などを理解する。

3

1

2

定期テスト

生涯スポーツ

保健「健康と環境」

バドミントン「空いた場所をめぐる攻
防」

8



教科 学年　

技術 3

学期 月 評価の観点 評価方法

4
主体的に学習に取り組
む態度

提出物

知識・技能 定期テスト

知識・技能 提出物

思考・判断・表現 提出物

思考・判断・表現 定期テスト

知識・技能 提出物

思考・判断・表現 観察

7 知識・技能 提出物

思考・判断・表現 定期テスト

知識・技能 観察

思考・判断・表現 観察

思考・判断・表現 定期テスト

思考・判断・表現 提出物

主体的に学習に取り組
む態度

提出物

主体的に学習に取り組
む態度

提出物

思考・判断・表現 提出物

12 思考・判断・表現 提出物

1
主体的に学習に取り組
む態度

提出物

2
主体的に学習に取り組
む態度

提出物

令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

よりよい製品を考案するために、様々な工夫を凝らすことができる。

これからの情報社会において、プログラミングや自動制御の技術がどのように発展してくべきか考えることができる。

これからの情報社会において、プログラミングや自動制御の技術がどのように発展してくべきか考えることができる。

実践的・体験的な学習活動を通して，ものづくりや生物育成及びコンピュータ活用等に関する基礎的な知識と技術を習得するとともに、ネットモラルについての意識を高める。また技術が果たす役割について理解を深め、それらを適
切に活用する能力と態度を育てる。

評価の観点 基本的な評価の方法

知識・技能 生活や社会で利用されている技術について理解しているとともに、それらに係わる技術を身につけ、技術と生活や社会、環境との関わりについて理解している。

思考・判断・表現 生活や社会の中から技術に関わる問題を設定し、解決策を構想し、実践を評価・改善し、表現するなどして課題を解決する力を身につけている。

目標を達成するためのプログラムについて考えることができる。

課題解決のために，適切な計測・制御の命令を選択して工夫している。

ロボット制御のプログラムを用いて、課題を解決するために、情報処理の手順を理解している。

ロボット制御のプログラムを用いて、課題を解決するために、情報処理の手順を工夫している。

ロボット制御のプログラムを用いて、課題を解決するために、情報処理の手順を工夫している。

ロボット制御のプログラムを用いて、課題を解決するために、情報処理の手順を工夫している。

ネットワークに関する用語を理解している。

情報のディジタル化について理解している。

目的を達成するためのプログラムを端的に表すことができる。

｢技術・家庭｣　技術分野（東京書籍）
技術・家庭ノート技術分野（正進社）
制御学習教材　レゴ　ＵＳＢメモリ

教科目標

ロボット制御の技術がどのように発展していくべきか考えることができる。

プログラミングを理解し、それを生かした製品の考案ができる。

よりよい製品を考案するために、様々な工夫を凝らすことができる。

ガイダンス（情報）

scratch3.0による計測制御

計測・制御で動くロボットのしくみ

レゴロボットカーの計測・制御

計測制御を用いた製品の考案

これからの情報社会と計測制御

5

6

2

8

9

10

11

学習到達目標　学習内容　単元内容

主体的に学習に取り組む態度 よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて、課題解決に主体的に取り組んだり、振り返って改善したりして、技術を工夫し創造しようとしている。

1

２年生との学習の関連と３年生への発展的学習内容について理解する。

目的に合わせてアナログ情報とディジタル情報の選択ができる。

目的に合わせてアナログ情報とディジタル情報の選択ができる。

コンピュータを用いて簡単な計測や動く模型の制御をすることができる。

3

9



教科 学年　

家庭
科

3

学期 月 評価の観点 評価方法

4 知識・技能 定期テスト

5 思考・判断・表現 提出物

6 観察

7 振り返りシート

8 知識・技能 期末テスト

思考・判断・表現 提出物

主体的に学習に取り組
む態度

観察

思考・判断・表現 提出物

主体的に学習に取り組
む態度

観察

知識・技能 提出物

思考・判断・表現 提出物

主体的に学習に取り組
む態度

観察

1 知識・技能 提出物

2 思考・判断・表現 提出物

3
主体的に学習に取り組
む態度

観察

学習内容　単元内容 学習到達目標　

消費生活
消費者の権利と責任
消費者トラブルについて

契約、消費者の権利、販売方法、サービスについてより深い知識を学ぶ。

契約、消費者の権利、販売方法、サービスについて学び、具体的な例を確認し、実生活に応用する。

主体的に学習に取り組
む態度

令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

家庭分野　くらしを創造する
（教育図書）

家庭科ワークノート　A家族･家庭と子どもの成長、B食生活と自立（地域教材社）
パペットDEシアター

教科目標

実践的・体験的な学習を通して、生活の自立に必要な衣食住に関する基礎的な知識と技術を習得すると共に、家庭の機能について理解を深め、課題を持って生活をより良くしようとする能力と態度を身に付ける

基本的な評価の方法

10

幼児の発達と生活の特徴を理解し、パペットでシアターの製作を通して自分の将来を考える。

幼児とのふれあい方や発達を考えたうえで、楽しく過ごせる遊びを考えることができる。

契約、消費者の権利、販売方法、サービスに関心を持ち学習する。

幼児の発達と生活の特徴がわかり、子どもが育つ環境としての家族の役割について理解する。

「幼児の生活と家族」幼児の生活と
遊び

幼児の発達と生活の特徴に関心を持ち、幼児のおもちゃ作りに興味を持つ。

幼児にとっての遊びの意義を理解し、身近な物でおもちゃを作成し発表する。

幼児の遊びを作ってみよう
（パペットDEシアター製作と発表）

裁縫の技能だけでなく、幼児の発達と生活の特徴を理解した上でパペットでシアターの製作をする。

「幼児の生活と家族」幼児の発達と
特徴
・幼児の体の発達
・幼児の心の発達
・生活習慣の習得

幼児の体と心の発達を知り、中学生の自分との違いから考えを深められている。

幼児期について興味関心を持っている。中学生として幼児との関わり方を考える事ができる。

2

11

12

3
自分の成長と家族（幸福感）につい
て考えよう

家族、幼児の生活又は地域の中から問題を見いだして課題を設定し、その解決に向けてよりよい生活を考え、計画を立てて発表しよ
う。（人生プラン）

評価の観点

知識・技能
家族・家庭の機能について理解を深め、家族・家庭、衣食住、消費や環境などについて、生活の自立に必要な基礎を理解する。それらに係わる技能を調理、製作等の実習や観察、調査、実験などの実践
的・体験的な活動を評価する。

思考・判断・表現 家族・家庭や地域における生活の中から課題を見つけ、考察したことを論理的に表現するなど、これからの生活を展望して課題を解決する。

主体的に学習に取り組
む態度

家庭生活と地域との関わりを考え、家族や地域の人々と協働し、よりよい生活の実現に向けて、生活を工夫し創造しようとする実践的な態度を養う。

1

10



教科 学年

英語 3

学期 月 評価の観点 評価方法

知識・技能 定期テスト

思考・判断・表現 定期テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・カード

知識・技能 定期テスト

思考・判断・表現 定期テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・カード

知識・技能 定期テスト

思考・判断・表現 定期テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・カード

知識・技能 定期テスト

思考・判断・表現 定期テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・カード

知識・技能 実技テスト

思考・判断・表現 実技テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察

知識・技能 定期テスト

思考・判断・表現 定期テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・カード

知識・技能 定期テスト

思考・判断・表現 定期テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・カード

知識・技能 定期テスト

思考・判断・表現 定期テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・カード

知識・技能 実技テスト

思考・判断・表現 実技テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察

知識・技能 定期テスト

思考・判断・表現 定期テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・カード

知識・技能 実技テスト

思考・判断・表現 実技テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・カード

知識・技能 定期テスト

思考・判断・表現 定期テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察・カード

知識・技能 実技テスト

思考・判断・表現 実技テスト

主体的に学習に取り組
む態度

観察

学習内容　単元内容

3

1
Let's Read 1
A Mother’s Lullaby

［知識］場面や人物の心情を表す表現を理解している。
［技能］場面や人物の心情を表す表現の理解をもとに，物語の流れに沿って場面の変化や登場人物の心情を読み取る技能を身につけている。

気持ちをこめて音読することができるように，背景知識を使い，物語の流れに沿った場面の変化や登場人物の心情が書かれた文章の概要を捉え
ている。

気持ちをこめて音読することができるように，背景知識を使い，物語の流れに沿った場面の変化や登場人物の心情が書かれた文章の概要を捉え
ようとしている。

1

Let’s Read 2
Power Your Future
＆
Let’s Have a Mini Debate

［知識］長所と短所を比較して述べる文章の構成を理解している。
［技能］長所と短所を比較して述べる文章の構成の理解をもとに，エネルギー問題について書かれた文章の内容を読み取る技能を身につけてい
る。

物事を論理的・多面的に考えて説得力のある主張ができるようになるために，社会的な話題について書かれた文章を参考に，賛成・反対の立場を
決めてグループでディベートを行い，論点に沿った主張をしている。

物事を論理的・多面的に考えて説得力のある主張ができるようになるために，社会的な話題について書かれた文章を参考に，賛成・反対の立場を
決めてグループでディベートを行い，論点に沿った主張をしようとしている。

2
Let’s Read 3
A Graduation Gift from Steve Jobs

［知識］メッセージを伝える文章の構成を理解している。
［技能］メッセージを伝える文章の構成の理解をもとに，生き方について書かれたスピーチの原稿を読み取る技能を身につけている。

メッセージの要点を自分の言葉で伝えることができるように，テーマとエピソードを整理し，生き方について書かれたスピーチ原稿の要点を捉えて
いる。

メッセージの要点を自分の言葉で伝えることができるように､テーマとエピソードを整理し､生き方について書かれたスピーチ原稿の要点を捉えよう
としている。

2

Stage Activity 3
Speech "My Treasure"

ALTの先生と会話しよう③

［知識］Unit 6までの学習事項を用いた文の形・意味・用法を理解している。
［技能］Unit 6までの学習事項を用いて，中学校生活の思い出について話す内容を整理したり、構成を工夫しながら、聞き手に思いを伝える技能を
身につけている。

中学校３年間の生活を振り返り、自分の宝物について聞き手に思いを伝えるスピーチをするために、思考スキルを活用して内容を深めたり、話の
構成や話し方を工夫している。

中学校３年間の生活を振り返り、自分の宝物について聞き手に思いを伝えるスピーチをするために、思考スキルを活用して内容を深めたり、話の
構成や話し方を工夫しようとしている。

2

9
Unit 4
Be Prepared and Work Together

［知識］間接疑問文とSVOO（what節）の文の形・意味・用法を理解している。
［技能］間接疑問文とSVOO（what節）などの理解をもとに，有名人やあこがれの人物について，情報をたずねたり伝え合ったりする技能を身につけ
ている。

防災・安全への関心を高めるために，日本で地震にあった外国人の体験談について書かれた文章の要点を捉えたり，どのような人かを説明したり
している。

好きな有名人やあこがれの人物について知ってもらうために，その人の情報を整理して，簡単な語句や文を用いて，たずねたり答えたりしようとし
ている。
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Unit 5
A Legacy for Peace

［知識］名詞を修飾する文と関係代名詞whoを用いた文の形･意味･用法を理解している。
［技能］名詞を修飾する文と関係代名詞whoなどの理解をもとに，言葉に詳しい情報を加えて説明する技能を身につけている。

平和や人権の大切さを考えるために，ガンディーの生涯と功績について書かれた文章の概要を捉えたり，時間軸に沿って説明したりしている。

どのような人やものかを伝えるために，言葉に情報を加えて伝えたり，相手からの質問に答えたりしようとしている。
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Unit 6
Beyond Borders

［知識］仮定法を用いた文の形・意味・用法を理解している。
［技能］仮定法を用いた文の理解をもとに，現実とは異なる願い事や架空の話を伝える技能を身につけている。

国を越えて助け合うために，世界の現状についての話を聞いて概要を捉え，自分の感想や考えを伝えている。

願い事の内容を理解したり伝えたりするために，現実とは異なる願い事や架空の話について，考えや気持ちを整理して伝えようとしている。
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Stage Activity 2
Discover Japan

ALTの先生と会話しよう②

［知識］Unit 5までの学習事項を用いた文の形・意味・用法を理解している。
［技能］Unit 5までの学習事項を用いて，日本や郷土の文化について書かれた文章を参考にしたりやり取りをしたりすることで，詳しい情報を加えな
がら紹介文を書く技能を身につけている。

日本を訪れる人に日本の魅力を知ってもらうために，日本や郷土の文化について書かれた文章を読んだり質問し合ったりして，詳しい情報を加え
ながらまとまりのある文章を書いて紹介している。

日本を訪れる人に日本の魅力を知ってもらうために，日本や郷土の文化について書かれた文章を読んだり質問し合ったりして，詳しい情報を加え
ながらまとまりのある文章を書いて紹介しようとしている。

Unit 3
Animals on the red list

［知識］〈It is ...（for＋(人など)＋to〉の文や〈want＋(人など)＋to〉を用いた文の形・意味・用法を理解している。
［技能］〈It is ... (for＋(人など))＋to〉や〈want＋(人など)＋to〉などの理解をもとに，家での手伝いや得意なことについて伝え合ったりする技能を身
につけている。

私たちにとって大切なことを考えるために，絶滅のおそれのある動物などについて書かれた文章の概要を捉え、伝え合っている。

人にしてもらいたいことを伝えるために，家での手伝いや得意なことなどについて簡単な語句や文を用いて伝え合ったり書いたりしようとしている。
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Stage Activity 1
My School Trip

ALTの先生と会話しよう①

［知識］Unit 3までの学習事項を用いた文の形・意味・用法を理解している。
［技能］Unit 3までの学習事項を用いて，日本文化紹介を交えながら、修学旅行の思い出を発表している。

外国人に修学旅行で行った京都・奈良について知ってもらうために，日本文化紹介を交えながら、思い出を発表している。

外国人に修学旅行で行った京都・奈良について知ってもらうために，日本文化紹介を交えながら、思い出を発表しようとしている。

知識・技能

・英語の特徴やきまりに関する事項を理解している状況を評価する。
・「話すこと（やり取り）」「話すこと（発表）」「書くこと」は、実際のコミュニケーションにおいて、日常的な話題や社会的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを、簡単な語句や文を用いて話したり書いたりして表現し
たり、伝え合ったりする技能を身に付けている状況を評価する。
・「聞くこと」「読むこと」は、実際のコミュニケーションにおいて、日常的な話題や社会的な話題について、話されたり書かれたりする文章等を聞いたり読んだりして、その内容を捉える技能を身に付けている状況を評価する。

思考・判断・表現

・「話すこと（やり取り）」「話すこと（発表）」「書くこと」は、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、事実や自分の考え、気持ちなどを、簡単な語句や文を用いて、話した
り書いたりして表現したり伝え合ったりしている状況を評価する。
・「聞くこと」「読むこと」は、日常的な話題や社会的な話題について、話されたり書かれたりする文章等を聞いたり読んだりして、コミュニケションを行う目的・場面・状況などに応じて、必要な情報や概要、要点などを捉えている
状況を評価する。

主体的に学習に取り組
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状況を評価する。
・言語活動への取組に関して見通しを立てたり振り返ったりして自らの学習を自覚的に捉えている様子について年間を通じて評価する。

学習到達目標

1

4
Unit 0
Three Interesting Facts about
Languages

［知］受動態の平叙文の形・意味・用法を理解している。
［技能］受動態などの理解をもとに，これまでに経験したことについての話の内容を聞き取ったり，おたがいの経験を伝え合って友達の経験につい
て述べたりする技能を身につけている。

これまでに学んだことを活用し、世界で使われている言語に関するレポートを読み、自分の行ってみたい国について自分の意見を言おうとしてい
る。

これまでに学んだことを使って、あるテーマについて書かれたクイズ形式のレポートを読もうとしている。

4
Unit 1
Sports for Everyone

［知］現在完了形（経験用法）の平叙文の形・意味・用法を理解している。
［技能］現在完了形（経験用法）などの理解をもとに，これまでに経験したことについての話の内容を聞き取ったり，おたがいの経験を伝え合って友
達の経験について述べたりする技能を身につけている。

これまでの経験について知るために，スポーツ競技などに関するアンケートの要点を捉えている。

これまでの経験について書かれた英文を読んで要点を捉えたり，自分が経験したことのあることを即興で伝えたりしようとしている。

5
Unit 2
Haiku in English

［知識］現在完了形（完了・継続用法）を用いた文の形・意味・用法を理解している。
［技能］現在完了形（完了・継続用法）などの理解をもとに，今の状況や続いている状態についての対話の概要を聞き取ったり，情報をたずね合っ
て書いたりする技能を身につけている。

相手のことを知るために，今の状況や続いている状態について相手にたずねたり，相手からの質問に答えたりしている。

相手のことを知るために，今の状況や続いている状態について相手にたずねたり，相手からの質問に答えたり書いたりしようとしている。
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令和４年度　授業計画書（シラバス）
使用教科書（出版社） 使用副教材（出版社）

NEW HORIZON（東京書籍）
・自己表現お助けブック（教育出版）※３年間使用　・JOYFUL LISTENING3（新学社）
・Talk & Talk3（正進社）　・新学習指導要領対応中学校外国語教材Bridge（文部科学省）

教科目標

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、外国語による聞くこと・読むこと・話すこと・書くことの言語活動を通して、簡単な情報や考えなどを理解したり、表現したり、伝え合ったりするコミュニケーションを図る資
質・能力を育成することを目指す。

評価の観点 基本的な評価の方法
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