
２０１７年度（平成２９年度）第３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） 
望ましい解決策を導き出すことができる。 

自分の考えや思いを論理的に相手に分かりやすく伝えることが
できる。 

互いに関わりながらその場に応じた行動ができる。 率先して集団や社会の中で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 ・社会生活にかかわることなどを課題として取り上げ、論理の展開を工夫して書く

力 

・相手や場に応じて話し、表現の工夫を評価して聞き、課題の解決に向けて話し合

うことで自らの考えを深めようとする態度 

春に③ 

★握手⑤問・コ 

学びて時にこれを習ふ――「論

語」から② 

評価しながら聞く① 

社会との関わりを伝えよう相

手や目的に応じたスピーチを

する④ 

熟語の読み方① 

 

★月の起源を探る⑤問・コ 

文章の形態を選んで書く① 

魅力的な紙面を作ろう 修学

旅行記を編集する④ 

「想いのリレー」に加わろう 

「情報発信」について考えよう

② 

和語・漢語・外来語① 

★俳句の可能性 俳句を味わ

う③問・コ 

言葉を選ぼう もっと「伝わ

る」表現をめざして① 

「批評」の言葉をためる② 

文法への扉１すいかは幾つ必

要？① 

高瀬舟 未来の私にお薦めの

本 読書案内② 

 挨拶 

―原爆の写真によせて② 

★故郷⑤問・コ 

推敲して，文章を磨こう① 

 

新聞の社説を比較して読もう③ 

慣用句･ことわざ･故事成語① 

漢字の造語力① 

音読を楽しもう 古今和歌集

仮名序① 

君待つと万葉・古今・新古今② 

★夏草―「おくのほそ道」から

④問・コ 

古典を心の中に① 

作られた「物語」を超えて④ 

話し合いを効果的に進める① 

話し合って提案をまとめよう 

★課題解決に向けて会議を開

く④問・コ・協・リ 

 

★説得力のある文章を書こう

⑤問・コ 

初恋① 

文法への扉２「ない｣の違いが

わからない？① 

エルサルバドルの少女 ヘス

ース 

読書コラム 読書記録をつけ

る 読書案内② 

誰かの代わりに⑦ ★わたしを束ねないで④コ・

協 

漢字のまとめ② 

 

三年間の歩みを振り 

返ろう 学びについて語り合

う⑤ 

９５ 

( 書 写 ) 
行書と仮名を調和させて書こう③ 

身の回りの文字を調べよう② 

未来に向かって② 

生活に生かそう③ 

   

１０ 

社 会 

・広い視野に立って，社会に対する関心を高め，諸資料に基づいて多面的，多角的

に考察し，我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め，公民としての基礎的

教養を培い，国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な

公民的資質の基礎を養う。 

歴史第一次世界大戦と戦後の

世界⑥ 

歴史★大正デモクラシーの時

代⑤コ 

歴史世界恐慌と日本③ 

歴史中国との全面戦争③ 

歴史第二次世界大戦と日本⑧ 

歴史★平和と民主化へ⑦協 

歴史★国際化する世界と日本

⑧リ 

公民★現代社会の特色と私た

ち⑦問 

公民私たちの生活と文化③ 

 公民現代社会の見方や考え方

⑤ 

公民★人権と日本国憲法⑥協 

公民★人権と共生社会⑦コ 

公民これからの人権保障④ 

公民現代の民主政治⑥ 

公民国の政治の仕組み⑩ 

公民★地方自治と私たち⑥リ 

公民消費生活と経済⑤ 

公民★生産と労働⑤問 

公民価格の働きと金融⑥ 

公民★政府の役割と国民の福

祉⑤協 

公民これからの経済と社会④ 

公民★国際社会の仕組み⑤コ 

公民★さまざまな国際問題⑤

リ 

公民★これからの地球社会と

日本⑥問 

公民よりよい社会を目指して

⑤ 
歴史 

４０ 

公民 

１００ 

数 学 
・事象を数学化し，または数学的に解釈し，そして表現・処理する技能 

・既習の内容を基にして，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 

【式の計算】 

多項式の計算⑦ 

因数分解⑦ 

【式の計算】 

★式の利用⑥コ 

【平方根】 

平方根⑧ 

【平方根】 

根号をふくむ式の計算⑮ 

【２次方程式】 

２次方程式の解き方⑫ 

 【２次方程式】 

★２次方程式の利用⑦コ 

【関数ｙ＝ａｘ２】 

関数ｙ＝ａｘ２⑦ 

【関数ｙ＝aｘ２】 

いろいろな関数⑩ 

【相似な図形】 

相似な図形④ 

 

【相似な図形】 

平行線と相似⑥ 

★相似と計量⑦コ 

【円】 

円周角と中心角④ 

★円周角の定理の利用③問 

【三平方の定理】 

三平方の定理⑦ 

【三平方の定理】 

★三平方の定理の利用 ⑫コ 

【標本調査】 

標本調査② 

【標本調査】 

標本調査④ 

【３年間のまとめ】 

★３年間のまとめ⑩協 

【３年間のまとめ】 

★３年間のまとめ②リ 

 

 
１４０ 

理 科 

・自然の事物・現象の中に問題を見いだし、比較したり，関係付けたりするなどの

科学的に探究する方法を用いて観察、実験などを主体的に行い、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、自分の考えを表現し、他者と交流して科

学的な見方や考え方を広げる態度 

生物の成長とふえ方⑧ 

★遺伝の規則性と遺伝子⑩問 

★水溶液とイオン⑮問 ★酸・アルカリと塩⑮協 ★力のつり合い⑩問  ★物体の運動⑩協 

 

★仕事とエネルギー⑪問 

多様なエネルギーとその移り

変わり③ 

★エネルギー資源とその利用

④リ 

地球とその外側の世界⑧ 

★太陽と恒星の動き⑩コ 

★月と金星の動きと見え方⑦

協 

★自然界のつり合い⑧問 

人間と環境⑥ 

★自然が人間の生活におよぼ

す影響⑧問 

科学技術と人間③ 

★科学技術の利用と環境保全

④協 １４０ 

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 

★日本の歌曲③コ ★曲想を感じとって歌唱表

現をする②コ 

曲想を感じとって器楽表現を

しよう④ 

世界の諸民族の音楽④  ★混声合唱の響き⑤ 
問・コ・協・リ 

様々な楽器の響きを味わお

う⑤ 

音楽史④ 

 

雅楽や能に親しもう③ 

 

合唱の喜びを感じ合う② ★合唱の喜びを感じ合う②

問・コ・協・リ 

 

★合唱の喜びを感じ合う①

問・コ・協・リ 

 
３５ 

美 術 

・主体的に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 

・豊かに発想し構想する能力や自分の表現方法を創意工夫し，創造的に表現する力 

・美術作品や文化遺産などについての理解や見方を深め，よさや美しさなどを味わ

う鑑賞の力 

情景，気持ちを重ねて⑥ 

 

奥行きの表現④ 

 
★ルネサンス②問・コ  ★形と色の挑戦④協・リ  手づくりに込める思い－木彫アルバム制作⑮ 

 

自画像，今を生きるあなたへ④ 

 
３５ 

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，知識や技能を身に付ける。 

・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。 

・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を育てる。 

★器械運動⑥協 体つくり運動⑦ 

 

陸上 

★ハードル走⑦問 

水泳⑧ 

 

 球技 

★バレーボール⑳リ 

球技 

★ソフトボール⑭コ 

陸上 

長距離走⑪ 

 

球技 

★バスケットボール⑤リ 

球技 

★サッカー⑥協 

体育理論② 

  ８６ 

保 健 体 育 

（ 女 子 ） 

★ダンス⑥協 体つくり運動⑦ 

 

球技 

★バレーボール⑦リ 

水泳⑧ 

 

 陸上 

★ハードル走⑩問 

 

球技 

★ソフトボール⑩コ 

 

球技 

★バスケットボール⑭リ 

陸上 

長距離走⑪ 

 

球技 

★サッカー⑤協 

 

球技 

バドミントン③ 

ソフトテニス③ 

 

体育理論② 

 
８６ 

( 保 健 ) 

健康な生活と病気の予防 

１健康の成り立ち①      ２食生活と健康①   ３運動と健康①  ４休養・睡眠と健康① 

５生活のしかたと生活習慣病① ６生活習慣病の予防① ７喫煙と健康①  ８飲酒と健康① 

９薬物乱用と健康①     １０喫煙・飲酒・薬物乱用のきっかけ① 

     健康な生活と病気の予防 

１１感染症の原因①   １２感染症の予防①  １３性感染症とその予防① 

１４エイズとその予防② １５保健・医療機関や医薬品の有効活用②  

１６個人の健康を守る社会の取り組み② 

１９ 

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。 

★プログラミングによる計

測・制御①コ 

★プログラミングによる計

測・制御②問 

★プログラミングによる計

測・制御②問・協 

★プログラミングによる計

測・制御①問 

 ★プログラミングによる計

測・制御②問・協 

★プログラミングによる計

測・制御②問・協 

情報技術を適切に活用しよう

①  

★製作品の設計・製作①コ 

★製作品の設計・製作①コ ★製作品の設計・製作①コ ★製作品の設計・製作②コ 材料と加工に関する技術の評

価・活用① 

 
１７ 

・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。 

★幼児の生活と家族①問 

 

★幼児の生活と家族②問 ★幼児の生活と家族②協  ★幼児の生活と家族①コ  ★幼児の生活と家族②問 ★幼児の生活と家族②問 ★幼児の生活と家族②協  ★幼児の生活と家族①コ ★幼児の生活と家族②問 ★家族家庭と地域②コ ★これからの私と家族①リ 

１８ 

外 国 語 

・聞いたり読んだりしたことについて，感想や意見を述べ合ったり，問答をしたり

することができる。 

・情報や自分の考えなどが読み手に正しく伝わるよう，5文以上で書くことができる。 

・内容や話し手の考えや意向を正確に聞き取ることができる。 

・内容や大切な部分を整理しながら正確に読み取ることができる。 

興味のある国について紹介し

よう⑥Unit0 

★伝統や文化について知ろう

⑨Unit1 コ 

食事の場面での会話をしよう

④Daily Scene1 

日本文化を紹介しよう④ 

Presentation1 

★環境・自然科学について知

ろう⑩Unit2 協 

ファンレターを書こう④ 

Daily Scene2 

★フェアトレードの仕組みを

学ぼう⑩Unit3 問 

 

人をさそったりしよう③ 

Daily Scene3 

★過去分詞や文章のまとめ

方を練習しよう 

まとめと練習１⑤リ 

 ★修学旅行について発 

表しよう④ 

Presentation2 協 

平和について考えよう⑧ 

Let's Read1 

 

防災や安全について読み取ろ

う⑩Unit4 

★道案内をしよう⑤ 

Daily Scene4 コ 

★技術・情報化について議論し

よう⑩Unit5 問 

電話の会話をしよう③ 

Daily Scene5 

 

 

人権や平和への意識を高めよ

う⑪Unit6 

★自分の意見をレポートにま

とめよう④ 

Daily Scene6 リ 

後置修飾の用法や 5 つの文構

造について学ぼう 

まとめと練習④ 

★中学校生活について書いた

り発表したりしよう⑧ 

Presentation3 コ・リ 

物語を読み取ろう⑧ 

Let's Read2 

★環境の大切さを読み取ろう 

⑩Let's Read 3 問・協 

 

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 自己の生き方 

７０ 

学習対象 自分 自分の地域 自己の過去・現在・未来 

学習事項 自己理解と課題設定 豊かな地域社会の創造を目指す取組 自分の生き方，将来設計 

単 元 自己を見つめよう 身近な地域の課題を見つけ，自分たちができることを考え，実行しよう われらの軌跡 ～自分史を通して３年間の成長を形にしよう～ 

学習活動 

★これまでの活動を振り返り，

自己の課題を見つけて目標を

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 

★これまでに学習した身近な地域の状況をもとに，地域の課題を捉え，自分たちにできることを考える。 

問・協・リ 

★設定したテーマについて，その現状を丁寧に取材・分析し，その問題に対する自分の意見をまとめ，分かりやすく伝える。問・コ 

★課題に対する解決策を実際に取り組む。協・リ 

・自分自身のこれまでの生活を振り返り，自分史を作成する。 

★将来の自分の夢をえがき，そのためにはどうすればいいかをまとめる。問 

・１０年後の自分をイメージし，１０年後の自分へ手紙を書く。 

★３年間の成長の軌跡をまとめ，表現を工夫して，学年の仲間・後輩・保護者に伝える。問・コ 

★学習計画に沿って，これまでに習得した学習スキルを活用し，テーマに沿った学習活動をする。問 

・3年間の学習に対する自己評価とまとめをする。 

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

もとうとする態度【A(1)】 

・様々な集団の意義や集団の中での自分の役割と責任を自覚して集団生活の充実に

努めようとする態度【C(15)】 

道はいつも ひらかれている

A(3) 

月明かりで見送った夜汽車

B(6) 

 

★監督がくれたメダル C(15)

協・リ 

★ウサギ A(1)問・コ・協 

襟裳のこと D(20) 

 

スダチの苗木 C(14) 

ようこそ「やねせん」へ C(16) 

小さな手鏡 A(3) 

ルビーロマン A(5) 

やさしいうそ A(4) 

山寺のびわの実 B(9) 

おはようございます B(7) 

 りんごの何を食べるのか A(2) 

★ジョイス A(1) 問・コ・協 

★心がひとつに C(15)協・リ 

原稿用紙 B(6) 

ひまわり C(22) 

アイツの進路選択 B(8) 
二人の弟子 D(22) 

土曜日の朝に B(6) 

 

ライバル B(8) 

★ネット将棋 A(1)問・コ・協 

てんびんばかり C(13) 

ドナーカード D(19) 

 

二通の手紙 C(10) 

ほっちゃれ D(21) 

卒業文集最後の二行 C(11) 

ある元旦のこと B(6) 

天使の舞い降りた朝 C(14) 

アキラのケータイ B(8) 

「人間を辞職するわけにはい

かん」C(12) 

高砂丸とポトマック川のこと

D(22) 

運命の木－姫路城の大柱－

C(17) 

海と空－樫野の人々－C(18) 

風に立つライオン A(4) 

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 

３年生としての自覚 

学級の組織づくり 

★体育大会に向けて 

問・協・リ 

体育大会の反省 

計画的な学習 
★卒業後の進路について問・

コ 

生徒総会に向けて 

計画的な学習 

進路説明会に向けて 

１学期の反省 

夏休みに向けて 

 ２学期に向けて 

★文化祭に向けて・反省 

問・協・リ 

入試制度 自己理解 

★進路選択の不安や悩み問・

コ 

進路説明会に向けて 

計画的な学習 

読書週間の取り組み 

生徒会選挙について 

２学期の反省 

冬休みの生活 

３学期の目標 

受験に向けての心構え 

健康的な生活 

中学校生活を振り返る 

★進路選択の不安や悩み問・

コ 

卒業式に向けて 

公立高校入試について 

★将来を考える問 
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 

６５ 

 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 

 

  高校説明会・マナー講習 

中間試験 

【修学旅行】【校外学習】 

期末試験 【出前授業】 学年末試験 

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           

 

 


