
橫濱中華學院 中學部 111 學年度教學進度表  (2022/10/17~2023/3/22) 

年級 中三 中三 中三 中三 

科目 中文 作文 數學 日文 

任課 

教師 
張育瑄 張育瑄 下江秀人 石川菜咲 

教學 

目標 

1. 學習文字語彙及句型 

2. 閱讀各類文本 

3. 運用國語文分享經驗 

1. 了解中文作文基本格式 

2. 學習寫作技巧 

3. 能以中文抒發心情 

相似、円、三平方の定理などの

図形の問題を理解し、解決時に

必要な計算力や数学的思考力

を身につける。 

標本調査の考え方を通して、数

学を応用する力を養う。 

・情報の信頼性の確かめ方を理解し使うことができるようになる。 

・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ようにな

る。 

・自分の生き方や社会との関わり方を支える読書の意義と効用について理解することができるようになる。 

・文章を読んで考えを広げたり深めたりして，人間，社会，自然などについて，自分の意見をもつことがで

きるようになる。 

・理解したり表現したりするために必要な語句の量を増し，慣用句や四字熟語などについて理解を深め，話

や文章の中で使うとともに，和語，漢語，外来語などを使い分けることを通して，語感を磨き語彙を豊かに

することができるようになる。 

・詩を読んで考えを広げたり深めたりして，人間，社会，自然などについて，自分の意見をもつことができ

るようになる。 

・歴史的背景などに注意して古典を読むことを通して，その世界に親しむことができるようになる。 

教學 

內容 

1.一棵開花的樹 

2.曲選 

3.人間情分 

4.項鍊 

5.湖心亭看雪 

6.水神的指引 

7.常保好奇心 

8.買賣人生 

1. 關於我你不知道的

事 

2. 新詩仿作 

3. 運動會的回憶 

4.成功與失敗 

教科書 

５章 相似な図形 

６章 円 

７章 三平方の定理 

８章 標本調査 

復習 中学数学の確認・

演習 

人工知能との未来/人間と人工知能と創造性 

和歌の世界／古今和歌集仮名序 

君待つと 

夏草「奥の細道」 

誰かの代わりに 

温かいスープ 

私を束ねないで 



 

橫濱中華學院 中學部 111 學年度教學進度表  (2022/10/17~2023/3/22) 

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 David Ellis 小田巻滋 

教學 

目標 

〇 関係代名詞の意味や働き

を理解する。 

〇 関係代名詞を使った短文

を書くことができる。 

〇 関係代名詞を使って、物

や人を説明することができ

る。 

〇 中学部で習った英語を総

合的に使い、作文を書くこと

ができる。 

1）認識美國獨立的背景與經過，了解建國後的政治體制 

2）認識法國大革命的爆發與經過、了解拿破崙的崛起與

影響 

3）認識工業革命的起源與發展 

4）分析民族主義與國家建立的關聯性 

5）認識帝國主義 

6）了解第一次世界大戰爆發的原因及歷程 

7）了解第二次世界大戰爆發的原因及歷程 

8）探討以阿衝突及冷戰的形成背景 

Improve listening skills for high school entrance 

exams  

Improve speaking skills (speaking on various 

topics) 

Improve vocabulary and grammar skills  

Culture lessons (ex. Halloween, New Year’s) 

生活と経済活動の関係を理

解する． 

日本社会と国際社会の関係

を理解する． 

教學 

內容 

〇 Unit5 The Man Who Shook 

Hands with Me Is My Favorite 

Star 

〇 Unit6 The Sign Which You 

Used Is Not OK 

〇 中学英語の総復習 

1）現代國家的形成 

2）民族主義與帝國主義的興起與影響 

3）第一次世界大戰與戰爭期間 

4）第二次世界大戰與戰後世界的發展 

Our main textbook is designed to help students 

pass listening sections of high school entrance 

exams. The textbook units do not have specific 

topics or unit titles. The textbook is a good review 

of the English that students should have learned 

thus far in junior high school.  

Also, student volunteers need to prepare and 

practice for the English speech contest. All 

students need to practice their speaking skills 

doing role plays on various topics. 

経済の仕組みと消費生活． 

生産と企業． 

金融と為替の仕組み． 

財政の仕組み（税金と社会

保障・社会福祉）． 

国家と国際社会． 

国際社会の課題． 



 

橫濱中華學院 中學部 111 學年度教學進度表  (2022/10/17~2023/3/22) 

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 江素珍 

教學 

目標 

自然の事物現象に興味を示し、実

験や観察を通して科学的に考え、

原理や原則を理解しようとする態

度を養う。 

利用所學的軟體全班一起編輯畢業

紀念冊。 

利用手機 APP 或是影片編輯軟體

製作畢業紀念影片 (若時間允許)。 

運用各式媒材製作 具備藝術的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 

１０月 力の働き方 

１１月 エネルギーと仕事 

１２月 地球と天体 

 １月 月と金星 

 ２月 太陽系と宇宙 

 ３月 科学技術と人間 

畢業紀念冊分組。 

畢業紀念冊內容規劃。 

畢業紀念冊動畫製作 (若時間允

許)。 

  

1.畢業製作 

2.新年作品 

歌曲：鳳陽花鼓  祈禱  朋友  明天會更好 

ます 卡布利島   青春舞曲 小さい秋見つけ

た  畢業歌  送別歌等 

欣賞：1.結婚進行曲  2.唐懷瑟序曲  3.弄臣 

4.尼伯龍根的指環  5 凱旋進行曲 6.我は嘆  

7.茶花女飲酒跟歌 8.華爾滋第 15 號之 16 首圓

舞曲 

作曲家：華格納  威爾第  布拉姆斯 史特勞

斯 約翰等 

 



橫濱中華學院 中學部 111 學年度教學進度表  (2022/10/17~2023/3/22) 

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 

①基本體適能 (500 公尺跑步, 腹肌, 背肌, 

立定跳) 

②協調性運動 (抬腿跑, 轉身跑, 雙手併跳

跑) 

③籃球進階 (傳球戰術, 比賽技巧 , 規則

判定) 

④羽毛球基礎 (發球, 來回抽球, 比賽規

則 ) 

・マラソン 

・器械体操 

・球技(年間のまとめ) 

龍馬精神、飲水思源 傳承中華學院傳統文化 

培養領導能力, 融和力, 毅

力, 團體精神, 溝通能力 

教學 

內容 

①基本體適能 (500 公尺跑步, 腹肌, 背肌, 

立定跳) 

②協調性運動 (抬腿跑, 轉身跑, 雙手併跳

跑) 

③籃球進階 (傳球戰術, 比賽技巧 , 規則

判定) 

④羽毛球基礎 (發球, 來回抽球, 比賽規

則 ) 

・マラソン大会に向け、目標を設定し記録

向上を図る 

・正しい体の使い方を知る 

・演技構成を考え目標を持ち練習する 

舞龍、舞獅 分組上台報告 - 研究報告 

體能訓練 

基本舞步練習 

其他相關課程 

 


