
２０１７年度（平成２９年度）第１学年 カリキュラム・マップ（全体計画）                                        校番（２７）   福山市立駅家南   中学校 

育成する力(21 世紀型“スキル＆倫理観”) 問題解決   問 コミュニケーション   コ 協調性   協 リーダーシップ   リ 

めざす子ども像 
（21世紀型“スキル＆倫理観”を身に 

付けた当該学年の児童・生徒の姿） 
多様な視点から物事を考えることができる。 自分の考えや思いを理由を明確にして伝えることができる。 相手の立場が尊重できる。 与えられた自らの役割を果たすことができる。 

★“21 世紀型スキル＆倫理観”の育成に係る重点単元等 

各 教 科 等 各教科で育成する力（21 世紀型“スキル＆倫理観”） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 時数 

各 
 

教 
 

科 

国 語 ・話し合いの話題や方向をとらえて的確に話したり，相手の発言を注意して聞いた

りして，自分の考えをまとめること。 

・伝えたい事実や事柄について，自分の考えや気持ちを根拠を明確にして書くこと。 

のはらはうたう① 

★声を届ける/書き留める/調

べる/続けてみよう④ 

コ・協 

花曇りの向こう④ 

わかりやすく説明しよう⑤ 

練習 情報を的確に聞き 

取る① 

漢字の組み立てと部首② 

★ダイコンは大きな根？③問 

ちょっと立ち止まって④ 

記録のしかたを工夫する④ 

情報の集め方を知ろう② 

言葉１話し言葉と書き言葉② 

詩の世界② 

言葉を集めよう① 

空を見上げて② 

文法への扉１② 

光る地平線③ 

 

私が選んだこの一冊 

 

星の花が降る頃に⑤ 

大人になれなかった弟たち

に･･････④ 

わかりやすい案内文を書く① 

★シカの「落ち穂拾い」⑤ 

問・コ・協・リ 

調べたことを報告しよう④ 

漢字の音訓① 

指示する語句と接続する語句

② 

いろは歌① 

月に思う① 

蓬莱の玉の枝④ 

今に生きる言葉② 

幻の魚は生きていた⑤ 

流れを踏まえて話し合う① 

★話題や方向を捉えて話し 

合おう⑤コ・協・リ 

 

感じたことを整理する① 

根拠を明確にして魅力を 

伝えよう④ 

竹① 

文法への扉２② 

桜守三代① 

★少年の日の思い出⑦問 

言葉３② 

漢字３② 

 

印象深く思いを伝えよう 

⑤ 

文法への扉３④ 

 

一年間の学びを振り返ろう⑥ 

ぼくが ここに② 

１２０ 

( 書 写 ) 
楷書の書き方を確かめよう② 漢字の字形② 楷書に仮名を交えて書こう② 文字の大きさと配列② 楷書と仮名のまとめ② 

文字の歴史を探る① 

行書の書き方を学ぼう② 点画の方向や形の変化② 点画の連続② 行書の練習② [コラム]季節のしおり１①   

２０ 

社 会 

・社会的事象について、特色や意味を多角的・多面的に考察し、課題を把握して社

会への関わり方を選択・判断する力 

・課題解決において、リーダーシップを発揮し、多様な考えを認め、それをよりよ

いものにまとめ適切に伝える力 

★世界の姿⑧問 ★世界各地の人々の生活と環

境⑬協 

    アジア州⑦ 

★ヨーッロッパ州⑥問 

アフリカ州④ 

北アメリカ州⑥ 

南アメリカ州④ 

オセアニア州④ 

★世界の様々な地域の調査⑧

コ 

 

６０ 
  歴史の流れをとらえよう⑦ 

★世界の古代文明と宗教のお

こり⑥リ 

日本列島の誕生と大陸との交

流④ 

 ★古代国家の歩みと東アジア世界⑯問 

 

   武士の台頭と鎌倉幕府⑥ 東アジア世界とのかかわりと

社会の変動⑥ ４５ 

数 学 

・数を負の数まで拡張し，数の概念について理解を深めるとともに，具体的な事象

を比例や反比例などの関数関係を用いて考察する力 

・平面図形や空間図形について，観察，操作や実験などの活動を通して，図形に対

して，直感的な見方や考え方を深め，論理的に考察し表現する力 

正の数・負の数⑥ 

★加法・減法⑧コ 
乗法・除法⑬ 文字式⑨ 

式の計算⑥ 
★式の計算⑤協 

方程式⑨ 

 ★１次方程式の利用⑨リ 

★関数③問 

比例③ 

比例⑤ 

反比例⑤ 

比例と反比例の利用⑥ 

平面図形の基礎⑤ 

★いろいろな作図⑧協 

図形の移動⑤ 

空間図形の基礎⑧ 

立体のいろいろな見方④ 

★図形の計量⑤問 

図形の計量③ 

★資料の傾向の調べ方⑦協・

リ 

資料の活用⑧ 

１４０ 

理 科 

・自然の事物・現象の中に課題に対して、目的意識をもって観察、実験などを行い、

得られた結果を分析・解釈する力 

・観察・実験から得られた結果をもとに、自分の考えを持ち、表現しようとする態

度 

★花のつくりとはたらき⑤コ 

★水や栄養分を運ぶしくみ⑤

問 

 

栄養分をつくるしくみ⑨ ★植物のなかま分け⑧協 ★いろいろな物質とその性質

⑨協 

 

 ★いろいろな気体とその性質

⑤問 

★水溶液の性質⑤コ 

物質のすがたとその変化⑨ ★光による現象⑧協 

★音による現象⑤問 

★力による現象⑪協 

 

★大地がゆれる⑨コ 

 

大地が火をふく⑧ ★大地は語る⑨コ 

１０５ 

音 楽 
・協働して音楽活動する喜びの自覚 

・音楽の学習に主体的に取り組む態度 

・音楽によって生活を明るく豊かなものにする態度 

★心を一つに歌う②コ 情景と音楽の関わりハーモ

ニーの美しさ・楽しさ④ 

★旋律のまとまりと構成，混成

合唱へのステップ④協 
物語を歌で表現する③  ★混声合唱へのステップ⑥ 

問・コ・協・リ 

詩と音楽の関わり日本の伝

統音楽③ 

言葉と歌声との関わり④ アジアの音楽の魅力 
和楽器③ 

★情景と音楽との関わり⑦ 
コ・協 

★混声合唱へのステップ⑤

問・コ・協・リ 

★混声合唱へのステップ④

問・コ・協・リ 
４５ 

美 術 

・楽しく美術の活動に取り組み，心豊かな生活を創造していく意欲 

・対象を見つめ感じ取る力や想像力を高め，意図に応じて創意工夫し美しく表現す

る力 

・自然の造形や美術作品などについての基礎的な理解や見方を広げ，よさや美しさ

などを味わう鑑賞の力 

美術って何だろう② 

人のしぐさを捉える② 

 

見て描く楽しみ⑤ 

 
★文字のデザイン⑤問・コ 体験しよう！美術館② 

 

 ★文様，飾りの小宇宙⑭協・リ 

 

風神雷神，自然と人と② 

 

自然と向き合う日本の美③ 

 

木のぬくもりと暮らす⑩ 

 

４５ 

保 健 体 育 

（ 男 子 ） ・仲間と関わり合う中で，運動の楽しさや喜びを味わうことができるようにすると

ともに，知識や技能の習得。 

・運動を適切に行うことによって，自己の課題に気づき，心身の調和的発達を図る

力。 

・運動における競争や協同の経験を通して，公正に取り組む，互いに協力する，自

己の役割を果たすなどの意欲を育てるとともに，健康・安全に留意し，自己の最善

を尽くして運動する態度。 

★器械運動⑨問 

 

体つくり運動⑦ 

 
球技 

★ソフトボール⑤協 

陸上 

短距離・リレー⑤ 

★水泳⑧問・コ・協   球技 

★バレーボール⑫リ 

★ダンス⑩協 剣道⑩ 

 
陸上 

★長距離走⑩問 

 

球技 

★バスケットボール⑧リ 

球技 

★サッカー⑦コ 

体育理論④ 

 
９５ 

保 健 体 育 

（ 女 子 ） 

★ダンス⑨問 

 

体つくり運動⑦ 

 
球技 

★バレーボール⑩リ 

★水泳⑧問・コ・協  陸上 

短距離・リレー⑫ 

 

剣道⑩ 

 

器械運動⑩ 

 
陸上 

★長距離走⑩問 

 

球技 

★ソフトボール⑧協 

球技 

★バスケットボール⑦リ 

体育理論④ 

 
９５ 

( 保 健 ) 
心身の発達と心の健康 

１体の発育・発達①   ２呼吸器・循環器の発達①   ３生殖機能の成熟② 

     心身の発達と心の健康 

４性とどう向き合うか①   ５．６心の発達②   ７自己形成① 

８欲求不満やストレスへの対処② 
１０ 

技術・家庭 

・生活や社会の中から技術にかかわる問題を見出し，解決すべき課題を設定する力。 

・他者と協働して粘り強く物事を前に進める態度。 

★ガイダンス③問 

 

★材料と加工法④問 

 

★材料と加工法④コ・協 

 

★製作品の設計・製作③協  ★製作品の設計・製作③コ ★製作品の設計・製作④コ ★製作品の設計・製作③コ ★製作品の計・製作③コ ★製作品の設計・製作③コ ★製作品の設計・製作③コ ★製作品の設計・製作②協 

材料と加工の技術の評価①  
３５ 

衣食住などに関する実践的・体験的な学習活動を通して生活の自立に必要な基礎

的な知識及び技術を習得する力。 

家庭の機能について理解を深め、これからの生活を展望して、課題をもってより

よくしようとする態度。 

★ガイダンス①問 

★食生活と栄養②コ 

 

食生活と栄養② 

★献立作りと食品の選択①

問 

 

★献立作りと食品の選択④問 

 

 

★献立作りと食品の選択③

協 

 

 献立作りと食品の選択② 

★調理と食文化②問 

 

★調理と食文化④コ 

 

 

★調理と食文化④協・リ 

 

 

★調理と食文化②協・リ 

★わたしたちの消費生活①

問 

★わたしたちの消費生活③問 

 

 

★わたしたちの消費生活②コ 

 

 

★環境に配慮した消費生活② 

リ 

 ３５ 

外 国 語 

身近なことについて自分の考えや気持ち、事実などを聞いて英語を使う力 

基礎的な英文を正しく書く力 

英語の音の特徴を捉え、基本的な英語を聞き取る力 

文字や符号を理解し、基本的な英文を正しく読み取る力 

英語の音に慣れよう②Unit0 

★英語で自己紹介をしよう⑦ 

Unit1 コ 

初対面の二人を互いに紹介

しよう⑦Unit2 

★自分や相手の好きなこと

について話したり尋ねたり

しよう⑧Unit3 リ 

英語のＣＭを聞き取ろう③  

★物の数を尋ねたり答えたり

しよう⑫Unit4 コ 

自己紹介文を書こう③  

★何であるか尋ねたり答えた

りしよう⑩Unit5 協 

 ★人について紹介したり尋ね

たりしよう⑩Unit6 協 

スピーチを聞いて内容を聞き

取ろう② 

知らない人や物について尋ね

よう⑤  

★時刻を尋ねよう⑩ Unit7 

リ 

 

自分や相手以外の人や物につ

いて対話を続けよう⑩Unit8  

友達や学校についての紹介文

を読み取ろう⑤ 

今していることについて尋ね

たり答えたりしよう⑩Unit9 

★自分の一日の生活について

書こう②コ 

できることやできないことに

ついて話したり尋ねたりしよ

う⑩Unit10 

★過去の出来事について話

したり尋ねたりしよう⑫

Unit11 コ 

思い出の出来事について感想

を書こう④ 

★思い出の行事についての

スピーチの内容を聞き取ろ

う④問 

物語文を読んで内容を読み

取ろう④ 

 

１４０ 

総合的な 

学習の時間 

【課題を設定する力】複雑な問題状況の中から適切に課題を設定

する力 

【情報を活用する力】必要な情報を収集・分析し，比較したり推

測したりして考える力 

【表現する力】相手や目的意図に応じて，自分の考えをわかりや

すく伝える力 

【将来設計をする力】自分の将来の具体的なあり方を考え，自己

課題の解決に向け，自分の行動について意思決定する力 

【関わる力】自己と他者の意見に耳を傾け，考えを取り入れなが

ら互いに認め合うことを大切にして行動しようとする態度 

学習課題 自己の生き方 地域 職業や自己の生き方 

５０ 

学習対象 自分 自分の地域 職業選択，働く人の願いや思い 

学習事項 自己理解と課題設定 身近な地域の多角的・多面的な理解 仕事の必要性と自己とのつながり，仕事の特質と自己理解 

単 元 自己を見つめよう 地域を知ろう 地域を考えよう 地域を知ろう 他の地域との比較を通して 仕事について考える 自分の仕事を考える 

学習活動 

★１年間の総合的な学習の目的を知り，自分

の課題を設定する。問 

★自分の課題をわかりやすくまとめ発表す

る。コ・協 

・インターネットなどを利用し，必要な情報を収集する。 

★環境問題をさまざまな角度から考え，自分の生活と関連付けて考える。問 

★今まで集めてきた情報を整理･分析し，模造紙や画用

紙にまとめて発表する。問・コ・リ 

★テーマに沿って身近な地域の現状をまとめて表現す

る。コ 

★鞆の地理や歴史について見識を深め，自分の地域との違いや

よさを発見する。問 

★鞆で現地調査を行うための活動計画を立てる。協・リ 

★現地調査において班で協力して調査する。協・リ 

★他の地域との比較をしながら身近な地域のよさをまとめ発

表する。問・コ 

★家族や地域で働く人に，働くことについて聞き取りをし，働

くことの意義や大切さ，大変さを考える。協 

・学習してわかったこと，家族や地域で働く人の思い，仕事に

対する考え方を振り返ってまとめる。 

★調べたことをわかりやすくまとめ，班･学級の仲間に伝える。

コ・協 

・自分の将来について考え，自分のなりたい職業の特徴・必要

な資格について調べる。 

★自己の生き方を振り返り，自己課題を見つけ，課題を解決す

るための目標を考える。問 

特別の教科 

道徳 

・自立の精神を重んじ，自主的に考え，判断し，誠実に行動してその結果に責任を

もとうとする心【A(1)】 

・思いやりの心をもって人と接するとともに，家族などの支えや多くの人々の善意

により日々の生活や現在の自分があることに感謝し，進んでそれに応え，人間愛の

精神を深めようとする態度【B(6)】 

美しく自分を染め上げてくだ

さい A(3) 

目標は小刻みに A(4) 

★アキラの選択 A(1) 

問・コ・協 

 

 

出船の位置に A(2) 

自 分 の番 い のち のバ ト ン

D(19) 

★三六五×十四回分のありが

とう B(6)問・コ・協 

小さな一歩 C(15) 

人に迷惑をかけなければいい

のか？C(10) 

「あっ，トトロの森だ！」D(20) 

雨の日の届け物 B(8) 

 

ぼくの性格をつくった友人

A(3) 

半分おとな半分こども B(7) 

★おばあちゃんの指定席 B(6)

問・コ・協 

 二枚の写真 C(15) 

娘のふるさと C(16) 

★夜のくだもの屋 B(6)問・協 

いつわりのバイオリン D(22) 

島耕作 ある朝の出来事C(10) 

バスと赤ちゃん C(12) 

ミスター・ヌードル 

―安藤百福―A(5) 

アイツ B(8) 

 

★人のフリみて B(6) 

問・コ・協 

★裏庭でのできごと A(1) 

問・コ・協 

殿様のちゃわん B(9) 

 

★旗 B(6)問・協 

私もいじめた一人なのに…

C(11) 

木箱の中の鉛筆たち A(4) 

ある日のバッターボックス

C(11) 

午前一時四十分 C(13) 

 

銀色のシャープペンシルD(22) 

リヤカーは海を越えて C(18) 

ガジュマルの木 D(21) 

米屋の奥さんの足音 D(22) 

負 け へ ん で― 川 本幸 民 ― 

C(17) 

言葉の向こうに B(9) ３５ 

特

別

活

動 

学 級 活 動 
・学級活動を通して、望ましい人間関係を形成し、集団の一員として学級や学校に

おけるよりよい生活づくりに参画し、諸問題を解決しようとする自主的、実践的な

態度や健全な生活態度を育てる 

中学生になって 

学級の目標と組織作り 

★体育大会に向けて 

問・協・リ 

体育大会の反省 

学習方法を考える 

生徒総会に向けて 

★集団生活について 

問・コ 

学習方法を考える 

1学期反省 

集団生活について 

夏休みの生活 

 2 学期に向けて 

学級の組織作り 

★文化祭に向けて・反省問・

協・リ 

学習方法を考える 

★校外学習 

問・コ・協・リ 

自己理解 

学習方法を考える 

★生徒会協・リ 

2 学期反省 

冬休みの生活 

3学期に向けて 

★進路の適性問 

学習方法を考える 

卒業式に向けて 

1年間の反省 

2年生に向けて 

３５ 

学 校 行 事 等 

・行事のねらいを理解して自分の役割を果たそうとする力 

・進んで仲間とかかわり，協力しながら活動し 

て，相手の立場を理解しながら協力して活動する力 

・意欲的に活動に取り組み，仲間とともに活動する喜びを体験し，

感動を共有できる力 

儀式協・リ 就任式・始業式   終業式  始業式   終業式 始業式  卒業証書授与式 

 

６９ 

 

 入学式           修了式・離退任式 

生徒会 

問・コ・協・リ 

  生徒総会 平和集会  文化祭結団式・文化祭   生徒会選挙    

健康安全 

協・リ 

各種検診 身体測定・各種検診 

避難訓練 

 薬物乱用防止教室 

安心・安全教室 

   避難訓練   避難訓練  

体育的 

問・コ・協・リ 

体育大会結団式 体育大会       駅南ピック    

勤労・奉仕 

問・コ・協・リ 

 ばら祭り 

 （ボランティア） 

 環境整備作業 【チャレンジウィーク】    環境整備作業    

その他 

 中間試験 【高校説明会】 期末試験   校外学習・中間試験 

【修学旅行】【マナー講習】【高

校説明会】 

期末試験 出前授業 新入生説明会 青春メッセージ 学年末試験 

その他 

（自校の特色等） 
 

 小中体育大会交流           

 

 


