
国語 社会 数学 理科 英語 音楽 美術 保体 技家

1　　　年 情活 1　　　年 情活 1　　　年 情活 1　　　年 情活 1　　　年 情活 1　　　年 情活 1　　　年 情活 1　　　　年 情活 1　　　年 情活

・オリエンテーション オリエンテーション ・オリエンテーション 「オリエンテーション・理科
室の使い方」

オリエンテーション 【オリエンテーション】 オリエンテーション〔鑑賞〕 ○オリエンテーション ○オリエンテーション

・【話・聞】自分をCＭしよう A2① 第1編 世界の様々な地域 1章　正の数，負の数 「身のまわりの物質」 SpringBoArd A1① 【新しい仲間とともに 】 Ｈ　体育理論 ○ものづくりの過程

国語科
話すこと（1）ア 目的や場
面に応じて，日常生活の
中から話題を決め，集め
た材料を整 理し，伝え合う
内容を検討すること。の構
成や展開，表現の仕方に
ついて，根拠を明確にして
考えること
英語科　第1学年7月
「ProjeCt 1自己紹介をしよ
う！」
（4）話すこと〔発表〕　イ
　日常的な話題について，
事実や自分の考え，気持
ちなどを整理し，簡単 な語
句や文を用いてまとまりの
ある内容を話すこと

数学科
ア(ウ)　具体的な場面で正
の数と負の数を用いて表
したりすること
イ(イ)　正の数と負の数を
具体的な場面で活用する
こと
社会科　第2学年　5月
「日本の地域構成」
ア(イ)　我が国の国土の位
置，世界各地との時差，領
域の範囲や変化やその特
色などを基に，日本の地
域構成を大観し，理解する
こと

・【読】河童と蛙・ふしぎ C1① 第1章 世界の地域構成 A2① 1　正負の数 　1章　物質の区別 ・附属釧路中学校校歌 カメレオンを隠せ
〔表現・鑑賞〕

A　体つくり運動 ○製図

・【話・聞・書】
少年の主張を聞く

2　加法と減法

・【言】日本語の音声 C2① ・喜びの歌

・【言】漢字の広場1部首 第2章 世界各地の人々の
生活と環境

A1② 3　乗法と除法 　1章　物質の区別 L1.　アヤの新しいクラス 【ＳＯＵＮＤ　ＴＲACＫ】 本物はどっち？〔表現〕 Ｈ　体育理論 ○材料と丈夫な構造

・【読】オツベルと象 第1章 歴史のとらえ方 A1② 4　正負の数の利用 L1. TAsk ・映画「ジョーズ」からジョー
ズのテーマ他

A　体つくり運動 ○道具の使い方とけがき

・【話・聞】聞き方入門 B1① 第1節 時代の区分と移り変
わり

　2章　気体の性質 Writing Tips1 ・オリジナルサウンドトラック ○ペンスタンドの製作

・【書】体験したことを文章
にする

A2① 第2節 身近な地域の歴史
を調べる

L2. ボブとケンタの休日 表そうとしていたことは何
だったのか〔鑑賞〕

A2①
B1②

○　保健

・【読】「音を追いかけて」 B1② 第3節 各時代の特色

・【読】「音を追いかけて」 B1② 第2章 古代までの日本 2章　文字と式 　3章　水溶液の性質 L2. TAsk & 英語のしくみ1 自分の宝場所〔表現〕 C　陸上競技 ○自己評価

・【読】構成や展開「笑顔と
いう魔法」
・【言】言葉の単位

C1① 第1節 世界の文明のおこり 1　文字を使った式
2　文字式の計算
3　文字式の利用

B1
①,
②,
③,④
C1
①,②

理科
イ　水溶液（ア）　物質の溶
解 　物質が水に溶ける様
子の観察を行い，水溶液
の中では溶質が均一に分
散していることを見いだす
こと
数学科　第2学年　5月
「連立方程式」
イ(イ)　連立二元一次方程
式を具体的な場面で活用
すること

ReAding Tips1 【ＲｅｐｅAｔ　ｏｆ　ＭｕｓｉC】 「短距離走・リレー」 B1② ○マルチラックの構想

・【読】メディア・写真と言葉
が生み出す世界

日本の国家形成 　4章　物質の状態変化

国語科
読むこと（1）エ 　文章の構
成や展開，表現の仕方に
ついて，根拠を明確にして
考えること。
美術科　第2学年7月
「ファインダーを覗いて」
　　　　　　第3学年2月「記
憶に残したい風景と言葉」
B　鑑賞（1）ア（イ）　目的
や機能との調和のとれた
美しさなどを感じ取り，作
者の心情や表現の意図と
工夫などについて考えるな
どして，見方や考え方を広
げること。

A1
②,C
2②

理科
ウ（イ）　物質の融点と沸
点 　物質の状態が変化す
るときの温度の測定を行
い，物質は融点や沸点を
境に状態が変化すること
や沸点の違いによって物
質の分離ができることを見
いだすこと
数学科　第1学年　10月
「関数」
イ(イ)　比例，反比例を用
いて具体的な事象を捉え
考察し表現すること

Time for Words1
L3. メイの好きなもの

A1① ・主人は冷たい土の中に
他

○　保健 ○マルチラックのけがき

・【読】古典のとびら 第2節 国家の仕組みの整
備

　4章　物質の状態変化 L3. TAsk & 英語のしくみ2 【曲想を生かして】 C　陸上競技 ○マルチラックの部品取り

・【書】構成を工夫して書く 天皇・貴族の政治 　 Time for Words 2, 3 ・夢の世界を　他 対比する2枚〔鑑賞・表現〕 「短距離走・リレー」 ○マルチラックの部品加工

・【読】「ベンチ」 C1① 3章　方程式 「植物の世界」 ProjeCt1 「走幅跳び」

・【言】文の成分 1　方程式とその解き方 　1章　身のまわりの生物を
観察しよう

英語科
（4）話すこと〔発表〕　イ
　日常的な話題について，
事実や自分の考え，気持
ちなどを整理し，簡単 な語
句や文を用いてまとまりの
ある内容を話すことができ
るようにする。
国語科　第1学年4月　「自
分をCＭしよう」
話すこと（1）ア 目的や場
面に応じて，日常生活の
中から話題を決め，集め
た材料を整 理し，伝え合う
内容を検討すること。の構
成や展開，表現の仕方に
ついて，根拠を明確にして
考えること。

○　保健 ○マルチラックの部品加工

・【読】要約・「言葉がつなぐ
世界遺産」

第3節 国際的な要素を持っ
た　文化，文化の国風化

2　1次方程式の利用 　2章　花のつくりとはたらき 【詩と音楽】 季節を味わう〔表現〕 C　陸上競技「走り幅跳び」 B①，
②

・【言】漢字の広場2画数と
活字の字体
・【伝】書写

　 数学科
イ(イ)　一元一次方程式を
具体的な場面で活用する
こと
理科　第2学年　1月　「電
流とその利用」
ア　電流
（ア）　回路と電流・電圧
回路をつくり，回路の電流
や電圧を測定する実験を
行い，回路の各点を流れ
る電流や各部に加わる電
圧についての規則性を見
いだすこと。
（イ）　電流・電圧と抵抗
金属線に加わる電圧と電
流を測定する実験を行い，
電圧と電流の関係を見い
だすとともに金属線には電
気抵抗があることを見いだ
すこと

A1①
A3②
B1③
C2①

・魔王 ○　保健

・【読】要約・「言葉がつなぐ
世界遺産」

B1① 第3章 中世の日本 B1① 　3章　根・茎・葉と水のゆく
え

Listening Tips 【役割を生かして】 B　器械運動「マット運動」 B1② ○マルチラックの組立

社会科
（2）中世の日本
中世の日本を大観して，時
代の特色を多面的・多角
的に考察し，表現すること
国語科　第2学年　平家物
語
（3）ア作品の特徴を生かし
て朗読するなどして，古典
の世界に親しむこと
　

・カリブ夢の旅　　他

・【書】行事などの案内文を書く B1③ 第1節 武家政治の成立と広まり Writing Tips 2 新しい和の模様〔表現〕 ○仕上げ

・【伝】書写 第2節 諸産業の発達 4章　比例と反比例 　4章　葉と日光 L5. 中華街に行こう ○　保健 ○自己評価

都市や農村の自治 1　関数 ○まとめ

・【話・聞】フリップを用いてお
気に入りの古典を紹介する。

A2① 第3章 世界の諸地域 A1② 2　比例
3　反比例
4　比例と反比例の利用

　5章　植物のなかま A2①
B1①

L5. TAsk & 英語のしくみ4 【パターン・ミュージック】 B　器械運動「マット運動」 B1② ○オリエンテーション

8月

9月 9月

A1①
B1②

10
月

10
月

8月 B1
①,
②,
③,④
C1
①,②

L4.キング先生の家族
L4. TAsk & 英語のしくみ3

A2①
B1
①,③
C1①

A1①
B1①

7月 7月
A1①
B1
①,
③,④
C1①

A1①
B1①

B1②

6月 A1②
B1①

A1①
A2①
B2②
B1①

6月

B1①

5月 B1
①,
②,
③,④
C1
①,②

A2①
B1
①,
③,④
C1①

A2①
B1①
B1②

5月

第1学年　横断的カリキュラム見取り表

4月 A2①
A3②
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A1①
B1①
C1①
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●このカリキュラム表は前掲の「横断的カリキュラム見取り表2018」の学年ごとの詳細を示した表である。 

●矢印は各教における資質・能力ベースでのつながり・関わりを示した。 

●このカリキュラム表は、前掲のカリキュラム表と併用することによって縦のつながりだけではなく、横のつながりを意

識するためのものである。 

●このカリキュラム表は前掲の「横断的カリキュラム見取り表2018」と同様に、随時赤をいれながら更新していくもので

ある。 

◇【情活】の欄は本校における情報活用能力育成の観点を記載している。各教科において情報活用能力育成の観点から特

に該当する単元に、右図の表を元に記載した。 

 

【情活】：情報活用能力の育成の観点を記載 
 



国語 社会 数学 理科 英語 音楽 美術 保体 技家
国語科
話すこと（1）ウ 相手の反
応を踏まえながら，自分の
考えが分かりやすく伝わる
ように 表現を工夫するこ
と。
英語科　第1学年2月
「ProjeCt 3 好きなマンガ
やアニメなどについて発表
しよう！」
（4）話すこと〔発表〕　イ
　日常的な話題について，
事実や自分の考え，気持
ちなどを整理し，簡単 な語
句や文を用いてまとまりの
ある内容を話すことができ
るようにする。

数学科
イ(イ)　比例，反比例を用
いて具体的な事象を捉え
考察し表現すること
理科　第1学年　6月　「身
の回りの物質」
ウ（イ）　物質の融点と沸
点 　物質の状態が変化す
るときの温度の測定を行
い，物質は融点や沸点を
境に状態が変化すること
や沸点の違いによって物
質の分離ができることを見
いだすこと

A2①
B1
①,
②,
③,④
C1
①,②

・【読】物語の始まり「竹取物
語」

第1節 アジア 「光・音・力」 Time for Words 4 木片の音楽 本の一節から〔表現〕 A2①
B1②

Ｅ　球技「サッカー」 B1② ○食の役割と食生活の見
直し

社会科　1年世界の諸地域
アジアの地域的特色を大
観し理解すること
音楽科　第1学年　3月
「日本の民謡」
鑑賞
ア（ウ）音楽表現の共通性
や固有性。
イ（ウ）アジア地域の諸民
族の音楽の特徴と多様性

理科
ア（ア）　光の反射・屈折
光の反射や屈折の実験を
行い，光が水やガラスなど
の物質の境界面で反射，
屈折するときの規則性を
見いだすこと
数学科　第1学年　10月
「平面図形」
イ(ウ)　基本的な作図や図
形の移動を具体的な場面
で活用すること

・【書】意見文を読み合う 第2節 ヨーロッパ Time for A Skit1 ○栄養を考える

・【伝】書写 社会科　世界の諸地域
ヨーロッパの地域的特色を
大観し理解すること
音楽科　第3学年　5月
「アランフェス協奏曲」，第
2学年　11月「ブルタヴァ」
ア（ウ）曲や演奏に対する
評価とその根拠
イ（イ）音楽の特徴とその
背景となる文化や歴史

　1章　光の性質 B1① L6．外国の学校と日本の学
校

A1
①,③
B1
①,③
C2①

海外研修に出かけよう〔鑑
賞〕

A2①
C1①

○　保健 ○栄養のバランスを考える

・【書】意見文を読み合う 第3節 アフリカ 5章　平面図形 L6. TAsk & 英語のしくみ5 【情景と音楽Ⅰ】 フチュウブル美術館をつく
る〔鑑賞・表現〕

B1②
C1①

Ｅ　球技「サッカー」 B1② ○1週間の献立を考える

・【読】故事成語 第4節 北アメリカ 1　図形の移動 ProjeCt2 ・四季より「春」　　他 Ｇ　ダンス「YOSAKOIソーラ
ン」

○食品の選び方

・【伝】書写 C1① 2　基本の作図 　2章　音の性質 B1① L7. マンガ大好き ○食品の保存と食品添加
物3　おうぎ形

数学科
イ(ウ)　基本的な作図や図
形の移動を具体的な場面
で活用すること
 理科　第1学年　10月
「身近な物理現象」
ア（ア）　光の反射・屈折
光の反射や屈折の実験を
行い，光が水やガラスなど
の物質の境界面で反射，
屈折するときの規則性を
見いだすこと

○　保健

・【読】説明を比べる
「言葉のゆれを考える」
「電子レンジの発想」
「花の形に秘められたふしぎ」

C1① 第5節 南アメリカ L7. TAsk & 英語のしくみ6 Ｇ　ダンス「YOSAKOIソーラ
ン」

○調理の基礎技能の習得

・【書】芸術作品の鑑賞文を
書く

A2① 第6節 オセアニア 　3章 力のはたらき ConversAtion Tips 優しさの形～UD～〔鑑賞〕

・【言】単語のいろいろ

・【伝】書写 6章　空間図形 Time for A Skit2 ○　保健

1　いろいろな立体
2　立体の見方と調べ方
3　立体の体積と表面積

L8. それぞれの冬休み

moment By moment〔表現〕
・【読】少年の日の思い出 C1① 第4章 世界の様々な地域

の調査
A1②
B1①

数学科
イ(ア)　空間図形を直線や
平面図形の運動によって
構成されるものと捉えた
り，空間図形を平面上に
表現して平面上の表現か
ら空間図形の性質を見い
だしたりすること
美術科　第1学年　1月
「moment By moment」
A表現（2）（3）・B鑑賞
線材の立体物の構成を考
えることから，空間や量感
を意識した構想を練ること
や，回転する動きによる見
え方の違い，美しい空間
作りを目指し，創造するこ
との意味を見いだしていく
こと

　3章 力のはたらき L8. TAsk 【発見！日本の魅力Ⅰ～箏
～】

A2①
B1
①,③
C1①

美術科
A表現（2）（3）・B鑑賞
線材の立体物の構成を考
えることから，空間や量感
を意識した構想を練ること
や，回転する動きによる見
え方の違い，美しい空間
作りを目指し，創造するこ
との意味を見いだしていく
こと
数学科　第1学年　12月
「空間図形」
イ(ア)　空間図形を直線や
平面図形の運動によって
構成されるものと捉えた
り，空間図形を平面上に
表現して平面上の表現か
ら空間図形の性質を見い
だしたりすること。

B1② Ｇ　ダンス「YOSAKOIソーラ
ン」

○調理実習Ⅰの準備

Time for A Skit3 ・六段の調 Ｅ　球技「バレーボール」 B1② ○調理実習Ⅰの実施

7章　資料の散らばりと代表
値

「大地の成り立ちと変化」 L9. オーストラリアの観光地
から

○　保健

　1章　火山活動と火成岩

・【読】少年の日の思い出 C1① 第4章 近世の日本 C1① 1　資料の分析 B1① L9. TAsk & 英語のしくみ7 【表現力を高めようⅠ】 Ｅ　球技「バレーボール」 B1② ○調理実習Ⅱの準備

・【読】四季の詩 第1節 ヨーロッパ人の来航
の背景と

2　資料の活用 ProjeCt3 ・君を忘れない ○調理実習Ⅱの実施

・【言】熟語の構成 影響，織田・豊臣の統一事
業

3　近似値と有効数字 A2① 　2章　地震と大地の変化 英語科
（4）話すこと〔発表〕　イ
　日常的な話題について，
事実や自分の考え，気持
ちなどを整理し，簡単 な語
句や文を用いてまとまりの
ある内容を話すことができ
るようにする。
国語科　第1学年10月
「フリップを用いてお気に
入りの古典を紹介する」
話すこと（1）ウ 相手の反
応を踏まえながら，自分の
考えが分かりやすく伝わる
ように 表現を工夫するこ
と。

・蛍の光 しりとりアニメーション〔表
現・鑑賞〕

A1②
A2①

○自分の弁当を考える

・【言】漢字の広場3漢字の
音と訓
・【読】読書「蜘蛛の糸」
・【書】読書記録を書く
・【話・聞】アイディアを出し
て話し合う

B1①
C1②

数学科
イ(ア)　目的に応じてデー
タを収集して分析し，その
データの分布の傾向を読
み取り，批判的に考察し判
断すること
体育科　第2学年　4月
「体つくり運動」
○　運動　イ実生活に生か
す運動の計画
　新体力テストなどの測定
結果を目的に応じてデータ
を収集，分析し，そのデー
タをもとに調和のとれた体
力の向上を図ったり，必要
とされる体の動きを高めた
りするために，効率のよい
組合せやバランスの良い
組合せで運動の計画を立
てて取り組む

C1① Time for A Word5

○1年生の総復習 ReAding Tips2 ○　保健

・【話・聞】アイディアを出し
て話し合う

C1② 第2節 江戸幕府の政治の
特色

　2章　地震と大地の変化 ReAding Lesson 【アジアにおける日本の魅
力】
・日本の民謡

A2①
B1
①,③
C1①

Ｅ　球技「バレーボール」 B1② ○調理実習Ⅲの計画

2月 2月

A1①
B1
①,
③,④
C1②

3月 3月

1月 1月

A1①
A2①
A3②
B1
①,③
C2①

11
月

A2②
B1
①,
②,
③,④
C1
①,②

A2①
B1
①,③
C1①

11
月

社会科　世界の諸地域
北アメリカの地域的特色を
大観し理解すること
音楽科　第2学年　10月
「コール＆レスポンス」
ア（ウ）音楽表現の共通性
や固有性
イ（イ）音楽の特徴とその
背景となる文化や歴史

・【読】説明を比べる
「言葉のゆれを考える」
「電子レンジの発想」
「花の形に秘められたふし
ぎ」

12
月

A1①
A2①
A3②
B1
①,③
C2①

12
月

A2①
B1
②,
③

B1
①,
②,
③,④
C1
①,②

10
月

10
月

A2①
B1
①,③
C1
①,②

2年3年 

保健体育 



国語 社会 数学 理科 英語 音楽 美術 保体 技家
音楽科
鑑賞
ア（ウ）音楽表現の共通性
や固有性。
イ（ウ）アジア地域の諸民
族の音楽の特徴と多様性
社会科　1年世界の諸地
域・2年日本の諸地域
アジアの地域的特色を大
観し理解すること

日本の諸地域の地域的特
色を捉える学習を通して地
理的認識を深めること

・【書】図表を用いて報告文
を書く

A2① 一年間のまとめ 【日本の調べを味わって
Ⅰ】

描くを描く〔表現〕 B1② ○調理実習Ⅲの実施

　3章　大地の歴史の地層 ・箏を用いた旋律創作 ○まとめ

3月 3月

A2①
B1
①,③
C1
①,②


