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オリエンテーション／虹の足 ★ オリエンテーション 1章　文字式を使って説明しよう[式の計算] オリエンテーション 合唱 ☆ オリエンテーション オリエンテーション エネルギーの変換と利用 どうして衣服を着るのだろう Review Lesson
【話す聞く】質問する力をつける／学力テスト ● 幕藩体制の確立と鎖国/学力テスト ● 1節　式の計算 ● 生物の体のつくりとはたらき ・生命が羽ばたくとき この教科書で学ぶみなさんへ（オ） 【ダンス】 ・エネルギー変換 私らしさとT.P.O. Ms.King's Trip with Her Friend 

単元テスト ★ 学力テスト ● 日本の衣文化①
タオル ★ １章 生物の体をつくるもの　 ★ ・語りあおう 【陸上競技】　短距離・リレー ☆ 第1回学力テスト　Grammar ●(13)

活用のない自立語／チャレンジテスト ★ ２章 植物の体のつくりとはたらき あなたの美を見つけて（オ） L1 Service Dogs
【書写（毛筆・硬筆）】
一　行書で書こう 経済の成長と幕政の改革 ２章 植物の体のつくりとはたらき ★ リコーダー ☆ 視点の冒険（絵） 【陸上競技】　長距離・幅跳び エネルギーの変換と利用 日本の衣文化② Tips➀
【書く】
新聞の投書を書く 単元テスト ★ 2節　文字式の利用 ３章 動物の体のつくりとはたらき　 ・浜辺の歌 【校舎内の絵】 ・エネルギー変換 和服と洋服 ★ L1 単元テスト ★
まちがえやすい漢字 世界からみた日本のすがた 章の問題 ★ ・オーロラ ・線遠近法　・空気遠近法 ☆ ・電気を作り、供給する仕組み 衣服計画と必要な衣服の選択 L2 Our Energy Sources

日本の花火の楽しみ ★ 2章　方程式を利用して問題を解決しよう[連立方程式] 構図に思いをのせて（絵） Tips②　Useful Expressions

水の山　富士山 ★ 世界からみた日本のすがた/単元テスト ★ 1節　連立方程式とその解き方 ３章 動物の体のつくりとはたらき　 ★ 鑑賞 【陸上競技】　長距離・幅跳び ☆ エネルギーの変換と利用 採寸 L2 単元テスト ★
【話す聞く】
説得力のある提案をする 近代世界の確立とアジア ４章　動物の行動のしくみ　 ★ ・交響曲第５番 【器械運動】跳び箱 ・電気回路 繊維 ★ L3 Design in Our Life

まとめ単元テスト ★ ・機器の安全な使用 衣服の手入れ①
敬語／【書写（硬）】一　行書で書こう 2節　連立方程式の利用 化学変化と原子分子 ダイヤモンドをつくる粒子　 ・小フーガト短調 その一枚が人を動かす（デ） 【体つくり運動】　体力テスト 衣服の手入れ② Project 1～将来の夢
【書く】構成を明確にして手紙を書く 章の問題 ★ １章 物質の成り立ち　 まとめテスト ★ 【自然の番人宣言のポスター】 Reading Lesson1
夢を跳ぶ／話し言葉と書き言葉 近代世界の確立とアジア 3章　関数を利用して問題を解決しよう[１次関数] １章 物質の成り立ち　 ★ 創作 ・色彩の特徴を深く知る（資） ☆ 【器械運動】跳び箱 ☆ 製作品の設計・製作 手縫いの基礎① L3 単元テスト ★
【話す聞く】観点を明確にして伝える 開国と幕府政治の終わり 1節　1次関数 ２章　物質の表し方 ★ リズムパターンをつくろう ・レタリング ☆ 【体育理論】運動やスポーツの意義や効果と学び方や安全な行い方 ・電気器具の製作 ☆ 手縫いの基礎② インタビューテスト・リーディングテスト ☆
ＳＮＳから自由になるために 単元テスト ★ 2節　1次関数の性質と調べ方 ３章　さまざまな化学変化　 【体つくり運動】体力を高める運動 手縫いの基礎③ L4 Workplace Experience

漢字の成り立ち／１学期の振り返り（チャレンジテスト） １学期のまとめ
持続可能な未来を創るために――不平等のない社会を考える 学力テスト ● ３章　さまざまな化学変化　 日本の歌 ☆ 【自然の番人宣言のポスター】 【体つくり運動】体力を高める運動 製作品の設計・製作 第2回学力テスト ●(30)

学力テスト ● 北海道地方 学力テスト ● ・浜辺の歌 まとめテスト ★ 【球技】ソフトボール ・電気機器の製作 Tips③
紙の建築 3節　2元1次方程式と1次関数 ●

4節　１次関数の利用 文化の出会いがもたらしたもの（鑑） 手縫いの基礎④ ☆
紙の建築 ★ 北海道地方 ３章　さまざまな化学変化　 ★ ・浜辺の歌 手から手へ受け継ぐ（鑑） 【球技】ソフトボール ☆ 製作品の設計・製作 ブックカバーの製作 L4 単元テスト ★
【書く】根拠をもとに意見文を書く／活用のある自立語 ★ 九州地方 章の問題 ★ ４章　化学変化と物質の質量　 ★ まとめテスト ★ 季節を楽しむ心（工） 【保健】生活習慣病の起こり方・予防 ・電気機器の製作 ☆ ①～④ L5 How to celebrate Halloween

中国・四国地方 まとめ単元テスト ★
【書写（毛・硬）】行書と仮名を調和させて書いてみよう 4章　図形の性質の調べ方を考えよう[平行と合同] 地球の大気と天気の変化　 鑑賞 【羊毛を使った作品】 【水泳】事故防止に関する心得 〇 ○単元テスト ★ Tips④
敦盛の最期 ★ 1節　説明のしくみ １章 地球をとり巻く大気のようす　 ・雅楽「越天楽」 【球技】サッカー
随筆の味わい／二千五百年前からのメッセージ ★ 中国・四国地方 2節　平行線と角 １章 地球をとり巻く大気のようす　 ★ 合唱 ☆ 浮世絵はすごい（鑑） 【球技】サッカー ☆ エネルギー変換と利用 ブックカバーの製作 L5 単元テスト ★
坊ちゃん／【書写（毛）】
行書と仮名を調和させて書いてみよう 単元テスト ★ ２章 大気中の水の変化　 ★ ・そよぐ風の中で ・北斎の大波（資） 【保健】喫煙・飲酒・薬物・乱用の要因と適切な対処 ・機械の運動の仕組み ⑤～⑦ L6  Castles and Canyons

短歌の味わい ★ 近畿地方 3節　合同な図形 ３章 天気の変化と大気の動き　 ★ ・You can fly ・日本美術と世界の美術の歩み（資） 【保健】傷害，交通事故 ・機械の保守点検 ★ Tips⑤
夏の葬列 ★ 中部地方 ４章 大気の動きと日本の四季　 振り返り、感想、自己評価 Useful Expressions ★
映像作品の表現を考える／漢字の多義性 中部地方/単元テスト ★ 章の問題 ４章 大気の動きと日本の四季　 ★ 鑑賞 水と筆を操る（絵） 【保健】傷害，交通事故 製作品の設計・製作 消費者としての自覚 L6 単元テスト ★
【書写（硬）】行書と仮名を調和させて書いてみよう 学力テスト ● 5章　図形の性質を見つけて証明しよう[三角形と四角形] まとめ単元テスト ★ ・ボレロ ・水墨画の表現（資） ☆ 【保健】危険予測，犯罪被害防止，自然災害 エネルギー変換技術の評価・活用 第3回学力テスト ●(8)

関東地方 電流とその利用　 購入方法と支払方法

ガイアの知性 ★ 東北地方 1節　三角形 １章 電流の性質 ・組曲｢惑星｣から 【水墨画】 ○単元テスト ★ バランス良く計画的な金銭管理 ★ L7 The Gift of Giving ★
【書写】書き初め／【書く】記事を書く／学力テスト ● ● まとめテスト ★ Reading Lesson2
【話す聞く】相違点を明確にして聞く 東北地方/単元テスト ★ １章 電流の性質 ★ 郷土の音楽や芸能 【水墨画】 【武道】柔道 ☆ コンピューターと情報通信ネットワーク Project2～行ってみたい名所紹介

付属語のいろいろ ★ 明治維新と立憲国家への歩み 2節　平行四辺形 ２章　電流の正体 【器械運動】マット ・コンピューターの仕組み 消費者トラブルとその対策 インタビューテスト・リーディングテスト ☆
学ぶ力 ★ ・情報通信ネットワークの仕組み クーリング・オフ制度 L7 単元テスト ★
２学期の振り返り（チャレンジテスト） 意思決定のプロセス 2学期のまとめ
【話す聞く】よりよい結論を導く討論をする 明治維新と立憲国家への歩み/単元テスト ★ ２章　電流の正体 ★ 平調子の特徴を生 つくって使って味わう工芸（工） 【器械運動】マット ☆ 情報セキュリティと安全な利用 L8 Rakugo in English

かして音楽を作ろう ・木でつくる（資） ☆ 【球技】バレーボール

【寄せ木のコースター】 ディジタル作品の設計・制作 消費者の権利と責任 Tips⑥
章の問題 ★ ・ディジタル作品の特徴

豚 ★ 激動する東アジアと日清・日露戦争 6章　起こりやすさをとらえて説明しよう[確率] ３章　電流と磁界 ★ 平調子の特徴を生 【寄せ木のコースター】 【球技】バレーボール ☆ ディジタル作品の設計・制作 省エネルギーと持続可能な社会 第4回学力テスト ●(２)

走れメロス ★ 近代の産業と文化の発展/単元テスト ★ 1節　確率 まとめ単元テスト ★ かして音楽を作ろう まとめテスト ★ 【保健】応急手当の意義と方法・心肺蘇生法 〇 ・プレゼンテーション制作 ☆ 持続可能な消費生活を目指して ★ L8 単元テスト ★
類義語・対義語・多義語・同音語／学力テスト ● 学力テスト ● 2節　確率による説明 ● １年間のまとめ まとめテスト ★ 【球技】バスケットボール ☆ 〇単元テスト ★ L9 Gestures and Sign Language

【書く】「連作ショートショート」を書く 章の問題 ★ 学力テスト ● エコクッキング① Project3 ～日本文化紹介

【書く】「連作ショートショート」を書く 身近な地域の調査 7章　データを比較して判断しよう[データの比較] １年間のまとめ 〇卒業式に向けて 【寄せ木のコースター】 【球技】バスケットボール ディジタル作品の設計・制作 エコクッキング② L9 単元テスト ★
同音の漢字 単元テスト ★ 1節　四分位範囲と箱ひげ図 ・君が代・校歌・式歌 【ダンス】 ・プレゼンテーション制作 まとめ Reading Lesson3
【書写（硬）】学習活動や日常生活に生かして書こう 章の問題 ★ 情報技術の評価・活用 インタビューテスト・リーディングテスト ☆
３学期・１年間の振り返り
（チャレンジテスト） 1年間のまとめ

令和5年度　後期課程8学年　学習の指針　白糠町立庶路学園
テスト計画（★単元テスト　　☆実技テスト［パフォーマンステスト］　　●文協学力テスト　　○その他のテスト）

　 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健体育 技術 家庭科 英語
週４時間　年間１４０時間 週３時間　年間１０５時間 週３時間　年間１０５時間 週１時間　年間３５時間 週４時間　年間１４０時間
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５月
(3W)

６月
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３月
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