
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 高三 高三 高三 高三 

科目 中文 作文 C 英語Ⅲ 英語表現Ⅱ 

任課 

教師 
李慈滿 李慈滿 李美嬅 山口千珠 

教學 

目標 

藉由深具哲理的作品，培

養學生的閱讀、欣賞能

力，並開闊心胸。 

中文學習的最後驗收階

段。以論說文為主的寫

作，期能擴充視野，以及

增強中文讀寫能力。 

以下の内容が含まれる文を理解し(Listening 含む)、

読み解く力、ライティング力をつける 

ミクロパラグラフーパラグラフ内の構造をつかむ 

マクロパラグラフーパラグラフ内の構造をつかむ 

例示・追加・列挙のパラグラフ展開とディスコマ

ーカー 

批評読み 

比較・対象のパラグラフ展開とディスコマーカー 

原因・結果のパラグラフ展開とディスコマーカー 

自分の身近な事象から社会一般についての幅広
い話題について、自分の思いや考え、メディアか
ら得た情報等を他者との会話・プレゼンテーシ
ョン・エッセイ等で論理的に述べることができ
る 

教學 

內容 

第一課.美是心靈的覺醒 

第二課.大同與小康 

第三課.十一月的白芒花 

第五課.廁所的故事 

第六課.潘度娜（節選） 

1.溫暖的心  

2.人生的光明面  

3.正在消失的事物 

・読解に図表を必要とする英文 

Lesson 1 Lies, Damned Lies, and Statistics 

Lesson 2 Language Extinction 

 

・人文・社会学系の題材を扱った英文 

Lesson 3 Environment or Orangutans? 

Lesson 4 The Truth about Grit 

 

・科学・心理学系の題材を扱った英文 

Lesson 5 A Class from Stanford University 

4/11-5/31 (14 コマ ): Section 1 Unit 14-21 

6/14: E-CAT Speaking Test  

6/20-7/5 (6コマ): Section 2 Unit 28-31  

8/23-9/26 (10コマ): Section 3 Unit 32-33 

 

 



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 高三 高三 高三 高三 

科目 現代文 B 数学活用 現代社会 理科 

任課 

教師 
石川菜咲 冨田良治 小田巻 滋 楠美喜久子 

教學 

目標 

・近代の代表的な小説を読解できるようになる。  
・随想の読解のしかたを習得できるようになる。  
・現代小説の読解を通して、自己を見つめ直すことが
できるようになる。  

・論理的な文章を読解することができるようになる。  
・近現代の詩の読解を通して、言葉に対する感性を磨
くことができるようになる。  

・自分の考えをまとめ、適切に表現する力を身につけ
ることができるようになる。 

今までに学んだ数学的な考え方をより

深めていく 

複雑勝つ多様化する社会で生き

るために必要な知識と教養を身

につける 

化学平衡を理解する。

無機化学の知識と基

本操作を身につけ、安

全に実験を行う。 

教學 

內容 

・ワスレナグサ  

・食と創造力  

・話を聞かせて  

・ひよこの眼  

・記憶のゆがみ  

・物語を発現する力  

・食事／こころ／日本海  

・作文他 

数学Ⅱ～積分法 面積の計算問題演習 

数学 B～ 数列 問題演習 数学Ⅰ～

展開と因数分解の 問題演習 

社会で生きると言うこと 

・私たちと青年期 

・私たちと社会 

・人間社会と文化 

幸福な社会とは 

・よく生きる 

・功利主義 

・正義の原理 

公共空間における基本原理 

・個人の尊重 

・民主主義と立憲主義 

・法の必要性（法の支配） 

教科書 p112～182 

 



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 高三 高三 高三 中高男 中高女 

科目 芸術Ⅰ 體育 體育 傳文 傳文 

任課 

教師 
江素珍 元田 昌子 江品輝 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。 

・整列、挨拶 

・基礎運動(体力作り) 

・陸上 

・スポーツテスト 

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 

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：赤い川の谷間 グリーン

スリーブス  さよなら  追尋 

清平調 ドナドナ 蘭花草 回

憶 浜辺の歌  

樂典：爵士樂 圓舞曲 黑人靈

歌 組曲等  

欣賞：比才 穆梭斯基 柴可夫

斯基 葛利格 普契尼 德布西

等 樂曲欣賞 

 

・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 

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 

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 高三 高三 高三 

科目 情報Ⅰ 英語會話 世界史 B 

任課 

教師 
山崎旬一 李思賢 石川菜咲 

教學 

目標 

情報技術を活用して問題の発見・解決を行う

学習活動を通して，情報と情報技術を適切か

つ効果的に活用する態度を身につけ，情報社

会に主体的に参画するための資質・能力を育

成するとともに，情報社会と人との関わりに

ついての理解を深めさせる。 

1. Students are able to use English in 

daily life.  

2. Enhance students’ listening and 

speaking ability. 

・世界の歴史の大きな枠組みと展開を諸資料に基づき地理的条件や日本の歴史と  関連

付けながら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 できるようになる。 

教學 

內容 

4 月 情報を伝えてみよう 

5 月 情報伝達を振り返ろう 

6 月 情報を利用した探求活動をしよう 

7 月 探求活動を振り返ろう 

9 月 情報を処理するしくみを知ろう 

10 月 モデル化とシミュレーション 

11 月 プログラミングをしてみよう 

12 月 ディジタル化のしくみを知ろう 

1 月 ネットワークと情報システムを知ろう 

2 月 データの活用をしてみよう 

3 月 情報社会のこれからを考えよう 

1. Individual self introduction and 

question time. 

2. Breakfast around the world 

3. Zoos- Roles and Challenges 

4.Our Advanced Network Society  

5. Connecting with people 

6. Practice useful English questions  

6. Group work 

・近世ヨーロッパ世界の形成 ・近世ヨーロッパ世界の展開 



 


