
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 高二 高二 高二 高二 高二 

科目 中文 作文 英語 CⅡ 倫理表現Ⅱ 論理国語 

任課 

教師 
李慈滿 李慈滿 阿久津恵一 山口千珠 石川菜咲 

教學 

目標 

藉由名作家的各種文

體的文章，培養學生

的思考、閱讀能力。 

透過作文練

習，以增強中

文思考、語彙

運用能力。並

配合僑總徵

文、國語演講

比賽，期能提

升讀寫並進

的效果。 

英語の長文を読み解く力をさらにつ

けること。 

文の全体構造をつかみ、文章の流れの

展開を読 

み取れるようにする。 

テキスト内にある表現を用いて、自

分の気持ち 

・考え 

・情報などを会話や準備をしたプレ

ゼンテーション 

・エッセイなどの方法で、協働的に

明瞭かつ簡潔に他者に伝えられ

るようになる 

・内容や構成、論理の展開を的確に捉

え、論点を明確にしながら要旨を把

握することができる。  

・根拠や論拠を批判的に検討し、文章

の妥当性や信頼性を吟味して内容を

解釈することができる。  

・文章の内容や解釈を評価し、他者と

の議論を通じて自分の考えを深める

ことができる。  

・自分の考えを論述したり発表したり

することができる。  

・自分の考えが他者に的確に伝わるよ

う工夫しようとすることができる。 

教學 

內容 

第一課.雅舍 

第三課.岳陽樓記 

第四課.空山靈雨選 

第五課.荒野發聲 

第六課.赤壁賦 

第八課.漂鳥集選四首 

第十課.唐宋詩選 

第十二課.孔乙己 

1.迎難而上 

2.關懷老人 

3.暑假讀書

心得報告  

4.快樂做自

己 

４月 英文のパターンについて 

Lesson１ Cultures around the world 

５月  

Topic について 

Lesson 2    Power of Words 

６月 Lesson 3    Preconception 

Lesson 4     The Century of War 

７月 ８月 単語の意味の推測 

９月 仮定法            

上期：PART 1 (Lesson1-Lesson16) 

上期期中考査までに Lesson1-6 までを

終了する（12 コマ） 

6/14-7/6(夏休み前）: Lesson7-10（8 コマ） 

8/23-9/21:  Lesson11-16（10 コマ） 

・進化が導き出した答え  

・新しい地球観  

・数え方で磨く日本語  

・名所絵はがきの東西  

・情けは人の……  

・犬も歩けば棒に当たる 

 

 



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 高二 高二 高二 高二 高二 高二 

科目 數學 B 數學Ⅱ 歴史総合 地理 理科 物理基礎 

任課 

教師 
冨田良治 下江秀人 石川菜咲 林洵真 

楠美喜

久子 
山崎旬一 

教學 

目標 

数学における抽

象的なものの考

え方に慣れる 

中学・高１で学習し

た内容をさらに発展

させ、計算力・数学的

思考力を身につけよ

う。 

これまでより学習項

目が増えるので、自

宅での日々の学習習

慣を身につけよう。 

・近現代史における「世界と

その中の日本」を広く相互的

な視野から捉えながら、 歴史

を理解することができるよう

になる。 ・目的や場に応じて

効果的に話したり的確に聞き

取ったりして、自分の考えを

深め、 発展させている。 ・

歴史に関する様々な情報を適

切に調べてまとめることがで

きるようになる。 ・歴史事象

の意味や特色について多面

的・多角的に考察して説明・

議論しようとすることができ

るようになる。 

經由地理知識系統的學

習過程，培養下列 核心

素養：  

(1)系統邏輯的思惟。  

(2)宏觀統整的視野。  

(3)環境倫理的態度。  

(4)溝通表達的方法。  

(5)解決問題的能力。  

(6)完成任務的策略。 

物 質 の 状

態 を 粒 子

の 運 動 で

考える。気

体 の 法 則

や 溶 液 の

濃 度 に 関

す る 計 算

をする。 

日常生活や社会との関連を図りながら，物体の運動と様々なエ

ネルギーに関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもっ

て観察，実験を行うことなどを通して，科学的に探究するために

必要な資質・能力を育成する。 

教學 

內容 

・平面上のベク

トルベクトルと

その演算 

・ベクトルと平

面図形空間のベ

クトル…空間の

ベクトル 

・ベクトルの内

積、図形への応

用 

 

１章 式と証明 

２章 複素数と方程

式 

３章 図形と方程式 

4 章 三角関数（一

部） 

・近代化への胎動 ・欧米の

市民革命と「西洋の衝撃」  

・欧米諸国と日本の国家形

成  

・帝国主義の時代 

1.文化接觸下的東南亞

區域如何發展?  

2,文化接觸下的東南亞

區域如何發展? 六月 

期中考  

3.紐澳如何從走向樞紐? 

4,伊斯蘭世界如何形成

與發展?  

5,伊斯蘭世界如何形成

與發展? 期末考 

教科書 p10

～77 

4 月 物体の運動：運動の表し方 

5 月 物体の運動：落下運動と力 

6 月 物体の運動：力のつり合い、作用反作用、

慣性、加速度 

7 月 物体の運動：運動方程式 

9 月 エネルギ：力学的エネルギー 

10 月 エネルギ：熱 

 



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 高二 高二 中高男 中高女 

科目 藝術 文学国語 傳文 傳文 

任課 

教師 
江素珍      石川菜咲   謝賢榮 李美嬅 

教學 

目標 

具備藝術感知、欣賞、創作與鑑賞的能力，

體會藝術創作與社會、歷史、文化之間的

互動關係，透過生活美學的涵養，對美善

的人事物，進行賞析、建構與分享。 

・主人公の気持ちが変化する過程を、読み取ることができるよ

うになる。  

・内容や構成、展開、場面設定や描写の仕方、表現の特色など

を的確に捉え、内容を解釈する方法を学ぶとともに、解釈の多

様性について考察しようとするようになる。  

・積極的に自分の考えをまとめて示そうとすることができる。 

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 

歌曲：ロ一レライ 夢の世界を 愛之旅 

ダ二一ボ一イ 贈る言葉 康定情歌 小

城故事 樂典：交響詩 爵士樂 圓舞曲

等 鑑賞：華格納 威爾第 史特勞斯二

世 布拉姆斯等樂曲欣賞 

・調律師のるみ子さん  

・デューク  

・生命は／そこにひとつの席が／食事 ・相棒  

・ナイン 

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 

 

 



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 高二 高二 高二 

科目 體育 體育 保健 

任課 

教師 
江品輝 元田昌子 江品輝 

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 

・基礎運動(体力作り) 

・陸上 

・スポーツテスト 

1 職業安全保障  

2 急救總動員  

3 青少年心理探索 

 4 健康的性 

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 

1 職業安全保障  

2 急救總動員  

3 青少年心理探索  

4 健康的性 

 

 


