
橫濱中華學院小學部 112 學年度教學進度表  (2023/4/10~2023/10/11) 

年級 中一 中一 中一 中一 

科目 中文 作文 數學 日文 

任課 

教師 
張育瑄 張育瑄 宋元惟 張澤崇 

教學 

目標 

1.運用國語文充實生活

經驗，學習有步驟的

規劃活動和解決問

題，並探索多元知能，

培養創新精神。 

2.能掌握文本要旨 

3.理解及運用國語文在

日常生活中 

1.寫出語意完

整的句子及

主題明確的

段落 

2.培養寫作基

本能力 

3.運用改寫及

擴寫等技巧

寫作 

1.幫助學生從小學中文課本

的運用銜接到日文課本

上 

2.建立中學數學基礎 

〇詩を音読し、その情景を想像することができる。  

〇詩の音読を工夫し、色々な表現の仕方を味わい楽しむことができる。  

〇心情や行動を表す語句に注意して文章を読むことができる。  

〇場面の展開に沿って、登場人物の関係の変化を捉えることができる。  

〇描写を基に、登場人物の行動や心情の変化を捉えることができる。  

〇段落の役割に着目して、文章の内容を捉えることができる。 

〇段落のまとまりに着目し、文章の要旨を捉えることができる。  

〇集めた情報を比較したり分類したりして整理することができる。  

〇伝えたいことを明確に整理して書くことができる。 

教學 

內容 

1. 夏夜 

2. 絕句選 

3. 紙船印象 

4. 老師的十二樣見面禮 

5. 吃冰的滋味 

6. 牛背上的呀喝 

7. 鮭魚產卵，力爭上游 

8. 論語選 

1.我在成長中

逐漸明白的

事 

2.讀書心得 

3.課文仿作 

4.記敘文及抒

情文練習 

1 数の世界をひろげよう 

2 数学のことばを身につけ

よう  

中間テスト  

範囲 1 章 2 章 2 節まで 

文字式の利用   

3 節 文字式の利用 

3 章 未知の数の求め方を

考えよう 

 期末テスト範囲 2，3 章 

朝のリレー （詩） 

野原は歌う （詩） 

シンシュン （物語） 

大根は大きな根？ （説明文） 

ちょっと立ち止まって （説明文） 

詩の世界 （詩） 

比喩で広がる言葉の世界 （説明文） 

大人になれなかった弟たちに （物語） 

情報を整理して書こう （調べ学習・総合学習とリンク） 

 

 



橫濱中華學院小學部 112 學年度教學進度表  (2023/4/10~2023/10/11) 

年級 中一 中一 中一 中一 

科目 中社 英文 英會話 日社 

任課 

教師 
蔡美華 李美嬅 山口千珠 小田巻滋 

教學 

目標 

1）認識招待一、絕泰一旧立糸井繊維旧

認識比例尺並み学習版徳比例尺 

2）能知道禁限對時區的影響蔚縣對氣

候的影響，並具有全球三大氣候帶

分布的概念  

3）認識地形的基本類型了解不同地形

類型適宜的土地利用 

4）認識海岸的類型並了解各地區島嶼

的分布與成因  

5）能區別天氣與氣候的差異，並透過觀

察氣溫、氣壓、風、降水等天氣要素，

了解氣象變化  

6）了解水循環的過程以及認識水系的

基本概念 

be able to tell what you usually do and what 

you can do to others.  

be able to introduce familiar people and 

things around you. 

be able to us when, where or how many to 

ask questions. 

be able to command people to do something 

and to make questions to ask time or 

favorite things. 

自分のこと、友達のこと、身の回りの

ことなどを簡単かつ明瞭な言葉で自

信を持って発話し、相手とのやりとり

を楽しんでできるようになる 

地球上で起こっている様々な事

象を概観し，それらと人間生活

の関係を理解する． 

教學 

內容 

1）地圖與座標系統  

2）世界中的台灣  

3）高低起伏的地形  

4）海岸與島嶼地形  

5）天氣與氣候 

6）水文與水資源 

Unit 0 Welcome to Junior High School. 

Unit 1 New School, New Friends (be 動詞

と一般動詞) 

Unit 2 Our New Teacher (名詞) 

Unit 3 Club Activities (名詞) 

Unit 4 Friends in New Zealand (疑問詞) 

Unit 5 A Japanese Summer Festival 

Stage Activity 1 "All about Me" poster 

4/14: Orientation  

4/21&28:Unit1 Introductions  

5/12&19: Unit 4 It's a great sport! 

5/26&6/2: Unit 2 In Class  

6/16&23:Unit3 Free Time  

6/30: Review day  

8/25&9/1: Unit 5 Wildlife Park 

9/8&15: Unit 6 Animal Fact  

9/22: Review day 

世界と日本の地域構成（国家と

国境，緯度と経度，地球儀と世界

地図，日本の位置と領域） 

人間生活と環境（気候と生活，衣

食住） 

日本の地域的特色（日本の地形，

日本の気候，日本の自然災害と

防災） 



橫濱中華學院小學部 112 學年度教學進度表  (2023/4/10~2023/10/11) 

年級 中一 中一 中一 中一 

科目 理科 美術 音樂 技術家庭 

任課 

教師 
山崎旬一 羅玉玲、蘇冠菁 江素珍 羅玉玲、蔡美華 

教學 

目標 

自然の事物・現象に進んで関わり、

その中から問題を見いだすことを

通して、科学的に探究するために

必要な資質・能力を養う。 

觀察周圍環境的變化，運

用畫材表現出來。 

具備藝術展演的一般知能及表現能力，欣賞各種

藝術的風格和價值，並了解美感的特質、認知與表

現方式，增進生活的豐富性與美感體驗。 

1 做個聰明的消費者，如何選擇物品，

購物及素材的使用。  

2 材料的選擇，整理，價格，分量，品

質的平衡。  

3 考慮環境保護及永續發展的重要性。 

教學 

內容 

4 月 生物の観察と分類 

5 月 植物の分類 

6 月 動物の分類 

7 月 身の回りの物質と性質 

9 月 気体と水溶液、状態変化 

10 月 光 

11 月 音 

12 月 力とその働き 

1 月 火山と岩石 

2 月 地震、堆積岩 

3 月 大地の変化 

1.構圖跟顏色 

5 月 顏色的變化 

6 月光源與立體感 

7 月家庭基礎縫 

10 月 透明水彩畫的基礎 

11 天空的描繪 

12 靜物的描繪 

 

歌曲：道別 われは海の子 月舞曲 捉泥鰍 再

會吧原野 浜千鳥等 樂典：歌曲 小奏鳴曲等 

鑑賞：韋瓦第 巴哈 等 

7 月 家庭裁縫基礎。 

① 基礎縫 ② 手工刺繡  

9 月  

烹調實習的基礎          

①超級方便的電鍋料理。  

② 看我會切絲，切片了。 

 

 

 



橫濱中華學院小學部 112 學年度教學進度表  (2023/4/10~2023/10/11) 

年級 中一男 中一女 中高男 中高女 

科目 體育 體育 傳文 傳文 

任課 

教師 
江品輝 元田昌子 謝賢榮 李美嬅 

教學 

目標 

體適能 - 全身伸展 - 拉筋動作 - 腹肌、背肌、伏地

挺身 - 1600 公尺快跑 籃球 - 基本傳球 - 基礎運

球 - 三步上籃 - 投球技巧 - 比賽規則 

・整列、挨拶、ルールを学ぶ ・準

備、基礎運動  

・球技(バスケ・タグラグビー) ・

陸上 ・スポーツテスト 

龍馬精神、上敬下愛 傳承傳統文化及本校傳統. 

透過大型舞蹈練習 , 培養團隊

精神,領導能力, 融和力, 毅力, 

溝通能力.  

了解互助合作 , 學會如何面對

並調整自己的心態及壓力.  

提高自我肯定意識 , 能展現自

己. 

教學 

內容 

體適能 - 全身伸展 - 拉筋動作 - 腹肌、背肌、伏

地挺身 - 1600 公尺快跑 籃球 - 基本傳球 - 基

礎運球 - 三步上籃 - 投球技巧 - 比賽規則 

・機材のセッティングなど新し

いルールを学ぶ ・基礎運動を通

し体力向上を図る  

・競技の特性やルールを知る。ま

た、基礎から試合が出来るよう、

能力の向上を図る 

舞龍、舞獅 準備雙十節表演節目 

 

1. 現代山地 

2. 金環舞 

3. 跳月 

4. 彩扇 

5. 鐵扇 

6. 宮燈舞 

 


