
学校行事 目標 題材・資料 総合的な学習の時間 国語 社会 数学 理科 英語

始業式.入学式(4/4,5) 10 (7) 礼儀 あいさつ

新入生歓迎会(4/11) 17 (2) 節度、節制 ぱなしの女王

新入生歓迎会(4/11)
学力調査(4/18) 7 (12) 社会参画、公共の精神 住みよい社会に

中間テスト(5/10) 14 (11) 公正、公平、社会主義 私のせいじゃない

学年行事(5/15-5/17) 21 (1) 自主、自律、自由と責任 あの子のランドセル

生徒総会(5/30) 28 ＊ 複数内容項目 どんなことでも相談し合える仲間に

期末テスト(6/13.21) 5 (8) 友情、信頼 ゴール

中体連（7/6,7,13） 12 (4) 希望と勇気、克己と強い意志 左手でつかんだ音楽

三者面談(7/18-23) 19 (9) 相互理解、寛容 遠足で学んだこと

26 (11) 公正、公平、社会主義 渡良瀬川の鉱毒

3 (3) 向上心、個性の伸長 私は十四歳

10 (16) 郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度 祭りの夜

17 (10) 遵法精神、公徳心 許さない心

3年学力調査(9/3） 8 28 (10) 遵法精神、公徳心  「決まり」を守る社会を創るために、あなたにもできること

緑流祭体育の部(9/21) 4 (17) 我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度 心でいただく伝統の味

緑流祭文化の部(10/11) 11 (2) 節度、節制 田老の生徒が伝えたもの

中間テスト(10/3) 18 (9) 相互理解、寛容 なみだ

伊豆市音楽発表会(10/18) 25 (15)  より良い学校生活、集団生活の充実 四十七年に感謝をこめて

2 (8) 友情、信頼 みんなでとんだ！

9 (13) 勤労 震災の中で

16 (13) 勤労  お弁当のことで文句を言われた場面をやってみよう

23 (18) 国際理解、国際貢献 六千人の命のビザ

生徒総会(11/19) 6 (5) 真理の探究､創造 赤土の中の真実

期末テスト(11/14,22) 20 (12) 社会参画、公共の精神 今度は私の番だ

3年学力調査(11/29) 27 (21) 感動、畏敬の念 夜は人間以外のものの時間

三者面談(12/19-24) 4 (22) よりよく生きる喜び 人間の強さ・気高さ

11 (22) よりよく生きる喜び 本当の私

18 (17) 我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度 大切なものは何？

3年実力テスト(1/9) 8 (6) 思いやり、感謝 心に寄りそう

新入生説明会(1/31) 15 (19) 生命の尊さ 奇跡の一週間

私立高入試(2/4,5) 22 (19) 生命の尊さ 妹に

学年末ﾃｽﾄ(2/13,20) 29 (19) 生命の尊さ 三つの命について考える

公立高入試(3/4,5) 5 (6) 思いやり、感謝 愛

生徒会選挙(3/4) 12 (14) 家族愛、家庭生活の充実 ごめんね、おばあちゃん

3年生を送る会(3/12) 19 (20) 自然愛護 冬の使者「マガン」

修了式・卒業式(3/19) 26 (2) 節度、節制 金語楼さんのこと

4 (6) 思いやり、感謝 宝塚方面行き一宮北口駅
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日付 内容項目
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式の計算（４）

式の利用（５）

連立方程式（５，１５）

連立方程式の利用（５，１
５）

追究

立志

4

5

6

7

9

10

11

12

1

2

3

古都学習

昔話（１４）

吟味された言葉（６）

サーカスの馬（２２）

クリスマスの仕事（１９）

短歌十五首（１７）

走れメロス（８）

ディベート（９）

花いちもんめ（１４）

世界から見た日本の人口
（１７）
 世界から見た日本の資
源・エネルギーと産業（１
７）

ヨーロッパ人との出会いと
全国統一（２，７，９）

世界と日本の結びつき（１
８）
九州地方（２０）

産業の発達と幕府政治の動
き（１）

中国四国地方（９）
近畿地方（１７）

欧米の進出と日本の開国
（４，１１）

一次関数（２０，２１）

目撃者の眼（１９）

確率（４，５）

中部地方（２０）
関東地方（９）

明治維新（１７）

東北地方（１７）
北海道地方（２０）

日清日露戦争と近代産業
（４）

平家物語、徒然草（１７）

アラスカとの出会い（１
９）

行動のしくみ、動物のなか
ま（１９）

図形の性質の調べ方（４，
５）

三角形、四角形（４，５）

Eigo Rakugo(17)

物質の成り立ち（５）

いろいろな化学変化（５，
９）

細胞のつくりとはたらき
（１９）

生命を維持するはたらき
（１９）

Yui-To Share Is to live.(12)

Her Dream Came
True.(14)

生物の進化（１９）

気象観測（１６）

大気中の水蒸気の変化（２
０）

前線の通過と天気の変化
（２０）

日本の気象（１６）

進路・職業学習

地域学習
A Work Experience
Program(１２，１３)

If You Wish to See a
Change(20)

Friendship across Time and
Borders(12)

Did You Enjoy Your
 Vacation? （１７，１８）

A Trip to Finland
(18)

What Can We Do for
 Others? (18)


