
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 (22) よりよく生きる喜び  背番号１５が歩んだ道ー黒田博樹

新入生歓迎会(4/11) 17 (7) 礼儀 言葉おしみ

新入生歓迎会(4/11)
学力調査(4/18) 7 (16) 郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度 島唄の心を伝えたい

中間テスト(5/10) 14 (11)  公正、公平、社会主義 無実の罪

学年行事(5/15-5/17) 21 (1) 自主、自立、自由と責任 ある日の午後から

生徒総会(5/30) 28 複数内容項目 いじめから目をそらせない

期末テスト(6/13.21) 5 (3) 向上心・個性の伸長  ぼくにもこんな「よいところ」がある

中体連（7/6,7,13） 12 (6) 思いやり、感謝 一冊の漫画雑誌

三者面談(7/18-23) 19 (2) 節度、節制 早朝ドリブル

26 (14)  家族愛、家庭生活の充実 背筋をのばして
3 (17) 我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度 花火と灯ろう流し

10 (8) 友情、信頼 私を支えてくれた言葉

17 (2) 節度、節制 スマホに夢中！

3年学力調査(9/3） 8 28 (19) 生命の尊さ あなたはすごい力で生まれてきた

緑流祭体育の部(9/21) 4 (19) 生命の尊さ くちびるに歌をもて

緑流祭文化の部(10/11) 11 (19) 生命の尊さ 人間の命とはー人間の命の尊さ・大切さを考える

中間テスト(10/3) 18 (21) 感動、畏敬の念 ハッチを開けて、知らない世界へ

伊豆市音楽発表会(10/18) 25 (13) 勤労 好きな仕事か安定かなやんでいる

2 (10) 遵法精神、公徳心 缶コーヒー

9 (10) 遵法精神、公徳心 缶コーヒーをめぐるやりとりの場面をやってみよう

16 (4) 希望と勇気、克己と強い意志 高く遠い夢

23 (12) 社会参画、公共の精神 加山さんの願い

生徒総会(11/19) 6 (6) 思いやり、感謝 埴生の宿

期末テスト(11/14,22) 20 (8) 友情、信頼 合格通知

3年学力調査(11/29) 27 (22) よりよく生きる喜び 足袋の季節

三者面談(12/19-24) 4 (11)  公正、公平、社会主義 伝えたいことがある

11 (20) 自然愛護 よみがえれ、日本海！

18 (12) 社会参画、公共の精神 社会からの無言の賞賛を感じる感性

3年実力テスト(1/9) 8 (9) 相互理解、寛容 しあわせ

新入生説明会(1/31) 15 (9) 相互理解、寛容 おたがいの「ちがい」を認め合おう

私立高入試(2/4,5) 22 (15)  よりよい学校生活、集団生活の充実 受けつがれる思い

学年末ﾃｽﾄ(2/13,20) 29 (5) 真理の探究、創造 湖の伝説

公立高入試(3/4,5) 5 (18) 国際理解、国際貢献 その子の世界、私の世界

生徒会選挙(3/4) 12 (18) 国際理解、国際貢献 そのこ

3年生を送る会(3/12) 19 (13) 勤労 たんぽぽ作業所

修了式・卒業式(3/19) 26 (1) 自主、自立、自由と責任 廃品回収で学んだこと

4 (19) 生命の尊さ たとえぼくに明日はなくとも
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日付 内容項目

仲間

挑戦

団結

式の計算（４，５）

平方根（５）

二次方程式（５，１５）

追究

立志

4

5

6

7

9

10

11

12

1

2

3

万葉集（１７）
握手（６，１９）

俳句（１７）
輝ける闇（１９）

黒い雨（１９，２２）

運動会（１６）

枕草子（１７）

おくのほそ道、遠野物語
（１７）

よりよい社会を目指して
（３，５，１６，１７，１
８）

故郷（４，１１）

夕空晴れて（３，６）

パールハーバーの授業
（６，９）

二度の世界大戦と日本
（５，１０，１１，１９）

現代の日本と世界（５，１
７，１８）

現代社会と私たちの生活
（７，９，１４）

個人の尊重と日本国憲法
（６，９，１１，１２）

現代の民主政治と社会（１
０，１１，１５）

円（５）

三平方の定理（５，２０，
２１）

標本調査（４，５，２０）

関数ｙ＝ａ×２（２０，２
１）

灯台（５）
私たちの暮らしと経済
（１，３，１３）

地球と私たち（５，９，１
５，１８，１９）

エネルギーの保存と利用の
効率（１８）

生物の成長と増え方（１
９）

遺伝の規則性と遺伝子（１
９）

自然界のつり合い（１９）

相似な図形（４，５）

地球の明るい未来のために
（２１，２２）

Program1
「A history of
Vegetables」(１８)

Program2
「Volcanoes in Japan.」(２
０)

Program3
「Th 5 Rs tp Save the
Earth」(２０，２２)

Program5
「Sushi-Go-Around in the
World」(１８)

力のはたらき（５）

Program6
「Let's Talk about
Japanese Things.」(１７)
「My project 8」(１７)

Program7
「What Is the Most
Important Thing to You?」
(６，１８)

Program8
「Clean Energy Sources」
(２０)

Program9
「Education First: Malala's
Story」(１９)

古都学習

進路学習


