
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 中三 中三 中三 中三 

科目 中文 作文 數學 日文 

任課 

教師 
李慈滿 李慈滿 下江秀人 石川菜咲 

教學 

目標 

以各種不同文體的文章交替上

課，期能增強閱讀、寫作能力。 

加強學生中文思考能

力，語彙之運用，並配

合僑總徵文比賽以及

國語演講比賽，期能

收到讀、寫並進的效

果。 

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。 

・登場人物の言動を押さえ、心情や人柄を読み取る。  

・孔子の教えから、現代に通じるものの見方や考え方を知 る。  

・俳句の表現に触れ、創作してみる。  

・正しい情報収集法を学ぶ。  

・論理の展開を捉え、人間、社会、自然について考える。  

・文章を批判的に読みながら，文章に表れているものの見 方や

考え方について考えることができる。 

教學 

內容 

第一課 余光中詩選 

第二課 詞選 

第三課 黑與白—虎鯨 

第四課 與宋元思書 

第五課 雲和 

第七課 生於憂患 死於安樂 

第八課 在錯誤中學習 

1.我們這個世代 

2.快樂做自己 

3.暑假讀書心得報告 

4.天空 

１章 式の計算 

２章 平方根 

３章 ２次方程式 

４章 ２次関数 

・世界はうつくしいと  

・握手  

・学びて時に之を習ふ――「論語」から  

・作られた「物語」を超えて  

・俳句の可能性 ・言葉を選ぼう 

 



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 中三 中三 中三 中三 

科目 英文 中社 英會話 日社 

任課 

教師 
張澤崇 蔡美華 李美嬅 小田巻滋 

教學 

目標 

Unit0 

〇２年生で習った事を復習し、整理する。（to 不定詞を主として） 

〇受動態を用いた文の意味や用法を理解する。 

〇行ってみたい国やそこで使われている言語について伝えあったりできる。 

Unit1 

〇現在完了形（経験用法）を用いた文の形・意味・用法を理解する。 

〇第５文型と第４文型の文の形・意味・用法を理解する。 

〇これまでの経験や人の気持ちの変化などについて、伝え合う技能を身につける。 

Unit2 

〇現在完了形（完了・継続用法）、現在完了進行形を用いた文の形・意味・用法を理解する。 

〇現在まで続いている状態や動作について理解したり伝えたりする技能を身につける。 

〇お互いのことを知るために、好きな事や取り組んできたことについてたずねたり伝えたりでき

る。 

Unit3 

〇< It is ... (for+人) + to >の文、< want + (人) + to > や < let [help] + 人+ 動詞の原形> を用いた文の

形・意味・用法を理解する。 

〇< It is ... (for+人) + to >の文、< want + (人) + to > や < let [help] + 人+ 動詞の原形> を用いた文の理

解をもとに、自分たちにとって大切な事や誰かにしてほしい事について伝え合う技能を身につけ

る。 

〇環境問題と私たちの生活について、現状や自分の考えを書くことができる。 

1）雨量海幕南日週刊供与資源的特色

旧文化初店給与外介護動的方式  

2）能了解西方殖民對漠南非洲政經發

展的影響  

3 能了解歐洲與俄羅斯的自然環境發

展以及俄羅斯的產業活動與文化  

4）能了解歐洲的經濟發展、區域結盟，

以及歐盟發展的問題  

5 了解美洲移民分布的狀況與影響以

及美洲的自然環境背景、移民歷史  

6 了解美洲的工商業發展有哪些特

色？以及各個區域彼此之間的經濟

發展差異 

Be able to ask 

questions to find out 

information by 

interview other 

students. 

Be able to say 

numbers by talking 

about a city in a 

country. 

Be able to ask for 

clarification. 

Be able to give 

positive and negative 

reasons. 

現代社会における自由

と権利，それらを守る

法や政治のあり方を概

観する． 

教學 

內容 

Unit0   Three Interesting Facts about Languages（２年生の復習） 

Unit1   Sports for Everyone（現在完了形（経験用法）及び第 4 文型と第 5 文型） 

Unit2   Haiku in English（現在完了形（完了・継続用法）、現在完了進行形） 

Unit3   Animals on the Red List（< It is ... (for+人) + to >の文、< want + (人) + to > や < let [help] + 人+ 

動詞の原形>） 

1）漠南非洲的自然環境和文化發展 

2）漠南非洲的經濟發展 3）歐洲與俄

羅斯的自然環境與產業文化 4）歐洲

與俄羅斯的經濟發展與區域結盟 5）

美洲的移民與農牧業發展 6）美洲的

工商業與經濟發展 

Boost Speaking! 2 

Unit 5 The School 

Newspaper 

Unit 6 My City 

Unit 7 At the Movie 

Unit 8 Favorite 

Movies 

・法に基づく政治と日

本国憲法 

・日本国憲法と基本的

人権 

・平和主義 

・民主政治と国民の政

治参加 

・国の政治の仕組み 

・生活を支える地方自

治 

 



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 中三 中三 中三 中三 

科目 理科 電腦 美術 音樂 

任課 

教師 
山崎旬一 湯哲偉 黃建綺、蘇冠菁 江素珍 

教學 

目標 

自然の事物・現象に積極的に関わり、問題を

解決する方法や結果の分析方法を理解する

とともに、探求の結果を振り替える態度を育

成する。 

1.培養學生具有基本網頁 

  設計概念。 

2.經由網頁設計的討論與   

 分析，了解網頁設計的  

發展。 

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.複習刀具使用 

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 月 水溶液とイオン 

5 月 酸アルカリとイオン、化学変化と電流 

6 月 生物の成長と生殖 

7 月 遺伝 

9 月 生物の進化 

10 月 力と物体の運動 

11 月 エネルギーと仕事 

12 月 地球と天体の動き 

1 月 太陽系と宇宙 

2 月 生態系と物質循環 

3 月 科学技術と自然環境の保全 

1. HTML 語法介紹。 

2. 圖片格式介紹。 

3. 智慧財產權介紹。 

四月教室布置 

五月橋總 

六月雕刻 

九月紙藝、國慶作品 

十月水彩 

 

歌曲： 

夢路 四季 龍的傳人 掀起妳的蓋頭來 

秋蟬 夏の思い出 鳳陽花鼓  

樂典：室內樂 四重奏 五重奏等  

鑑賞；舒伯特 韋伯 史特勞斯一世等曲

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 中三 中三 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 

・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 

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 

・走り方の基礎を学ぶ 

・個人の目標を設定し、それに向かい能力   

  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 

 


