
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 中二 中二 中二 中二 

科目 中文 作文 數學 日文 

任課 

教師 
蔡美華 蔡美華 下江秀人 尾野和夏子 

教學 

目標 

1）學習詮釋詩化的語句  

2）統整文章的重點  

3）運用推論策略學習觀察我所知

道的康橋一文第二段的書寫細節 

4）練習操作推論觀點、人物特質 

5）學習總述與分述的寫作手法  

6）有效運用類比聯想的舉例方式 

1）認識各種文學體裁 

2）能辨別論說文中的議論文與

說明文的不同 

3）練習以各種題材書寫記敘文 

4）能夠自己書寫表達喜、怒、哀、

樂等情感，用主觀、真摯的態

度抒發情緒的抒情文 

数学の授業を日本語で行う。日

本語表現に慣れながら、基本的

な計算力を習得するとともに、

数学的な見方・考え方を身につ

けよう。 

・物語や説明文の趣旨をつかみ、簡潔に要

約できる。  

・作者や登場人物の思いを読み取り、共感

したり自分の意見を深めたりすること

ができる。  

・情報の集め方だけでなく、情報の使い方

や提示方法と情報の扱い方の重要性に

ついて理解することができる。  

・昔の人々の考え方や文化の背景に興味

を持つことができる。 

教學 

內容 

1、新詩選（一）傘（二）風箏  

2、聲音鐘  

3、我所知道的康橋  

4、五柳先生傳  

5、差不多先生傳  

6、張釋之執法  

7、蜜蜂的讚美  

8、愛蓮說 

1）多做多得 

2）說明 CHATGPT 所帶來的影   

   響 

3）一個感人的鏡頭 

4）假如時光能倒流 

 

1 章 式の計算 

2 章 連立方程式 

3 章 1 次関数 

4 章 平行と合同 

・見えないだけ 

・アイスプラネット 

・クマゼミ増加の原因を探る 

・言葉の力 

・盆土産 

・字のない葉書 

・その他 

 

 

 



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 中二 中二 中二 

科目 英文 中社 日社 

任課 

教師 
張澤崇 蔡美華 小田巻滋 

教學 

目標 

Unit0  

〇１年生で習った事を復習し、整理する。 

〇過去形や過去進行形を用いた文、There is 構文の意味や用法を理解する。 

〇思い出を伝えるために、簡単な語句や文を用いて表現できる。 

Unit１ 

〇未来の表現を用いた文の形、意味、用法を理解する。 

〇休暇についての文章を読んで概要が捉えられ、自分の予定を即興で伝えるこ

とができる。 
Unit2  

〇接続詞(when, if, that, because)を用いた文の形、意味、用法を理解する。 

〇May I ...? Could you....? を使って、場面や相手に応じて、丁寧に許可を求めた

り、依頼したりすることができる。 

Unit3  

〇To 不定詞（副詞的用法、形容詞的用法、名詞的用法）を用いた文の形、意味、

用法を理解する。 

〇It to 構文を使い、自身が大切だと思う事を伝えることができる。 

Unit4  

〇have to や must を用いた文の意味、用法を理解する。 

〇動名詞(主語)、動名詞(目的語)を用いた文の形、意味、用法を理解する。 

〇お世話になった人に手紙で感謝を伝えることができる。 

〇今まで習った助動詞の総復習をし、それらを使い分けることができる。 

1）認識中國人口的現況、了解人口集中

平原的原因以及人口與氣候的關係  

2）探討中國人口數量龐大的問題以及高

齡化、性別比失衡、人口分布失衡等

問題  

3）能利用統計數據或是照片資料了解中

國產業活動的轉型以及現狀  

4）認識中國在全球貿易中所扮演的角色

以及中國經濟發展與全球的關聯  

5）認識大洋洲的自然與人文資源  

6）了解大洋洲區域的特色、文化景觀和

大洋洲區域間的戰略貿易關係 

 

歴史の大きな流れを概観し，歴史的事

象の経緯と結果を理解する． 

教學 

內容 

Unit0 My spring vacation （１年生の復習）  

Unit1 A trip to Singapore （未来の表現及び５つの文構造）  

Unit2 Food travels around the world （不定詞）  

Unit3 My future job （接続詞）  

Unit4 Homestay in the United States （助動詞） 

1）中國的自然環境與人口分布  

2）中國的人口成長與遷移  

3）中國的產業轉型與區域差異  

4）全球化下的中國 

5）大洋洲與兩極地區的自然環境及氣候

變遷  

6）大洋洲與兩極地區的區域發展及戰略

兢合 

 

・人類と文明 

・東アジアの中の日本 

・中国の影響 

・天皇と貴族による政治 

・武士の誕生と武家政権の成立 

・人々の結びつきが強まった社会 

・大航海時代 

・戦乱と全国統一，武家政権の成立 

・天下泰平の世 

・社会の変化と幕府の対応 



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 中二 中二 中二 中二 

科目 英會話 電腦 美術 音樂 

任課 

教師 
山口千珠 湯哲偉 黃建綺、蘇冠菁 江素珍 

教學 

目標 

自分や友達、身の回りの事などを簡単

かつ明瞭な言葉で間違いを恐れずに

発話し、相手とのやりとりに自信を持

ってできるようになる。 

1. 透過學校現有的影像處理軟體，

讓學習者對影像處理有基本的想

法與認知。 

2. 培養問題解決能力及激發創意。 

1.合作完成班級海報 

2.訓練觀察力運用 

3.線條和色彩完成合理構圖 

4.練習刀具使用 

5.可以安全運用雕刻刀完成作品 

6.運用水和色彩調整濃淡完成作品 

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。 

教學 

內容 

4/13: Orientation  

4/20&27: Unit 7 How much is this? 

5/11&25: Unit 8 Meal TIme  

6/1&8: Unit 9 Vacation Plans 

6/15&22: Unit 10 Story Time 

6/29&7/6: Unit 11 Computer 

Games 8/24&31: Unit 12 Online 

Chatting 9/7～: (新しい教科書に移

行予定） 

1. 了解影像的類型。 

2. 能了解 GIMP 的基本操作。 

3. 能針對有瑕疵的照片進行修補。 

四月教室布置 

五月橋總 

六月雕刻 

九月紙雕、國慶作品 

十月水彩 

 

歌曲： 

靜夜星空 峠の我が家 阿里嵐 在那

銀色的月光下 憶兒時 茉莉花 大阪

城的姑娘  

樂典：奏鳴曲 歌劇 協奏曲等  

鑑賞：莫札特 貝多芬等 樂曲欣賞 

 

 

 

 

 



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 中二 中二 中二 中高男 中高女 

科目 理科 體育 體育 傳文 傳文 

任課 

教師 
山崎旬一 江品輝 元田昌子 謝賢榮 李美嬅 

教學 

目標 

自然の事物・現象に積極的に関わり、観察，実

験を行うことなどを通して問題を解決する方

法や結果の分析方法を理解させる。 
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 

・基礎運動(体力作り)  

・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 

4 月 物質の成り立ち 

5 月 化学変化 

6 月 化学変化と質量 

7 月 生物と細胞、植物の体のしくみ 

9 月 動物の身体のつくりとはたらき 

10 月 刺激と反応 

11 月 大気圧と風、水蒸気の変化 

12 月 大気の動きと天気 

1 月 静電気と電流 

2 月 電流・電圧・抵抗と磁界 

3 月 磁界と発電 

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 

・基礎運動を通し体力

向上を図る ・競技の特

性を知り、より良い試

合になるよう能力の向

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 



 


