
１２月４日（土）授業参観 《授業一覧》
１校時 ８：４５～９：３５ ２校時 ９：５０～１０：４０ ３校時 １０：５５～１１：４５

学級 教科 場 所 内 容 教科 場 所 内 容 教科 場 所 内 容

１組 保健 校庭 ・ハンドボール（校庭） 国語 １－１ 書き初め 数学 １－１ 作図

体育 体育館 ・バレーボール（体育館）

２組 保健 校庭 ※各クラス内で実施種目が 数学 １－２ 角の二等分線＆いろいろな 家庭 １－５ 衣服の文化

１ 体育 体育館 分かれているため、 角の作図

年 ３組 保健 校庭 お子様に種目の確認を 国語 １－３ 蜘蛛の糸「ディベート」 理科 １－３ エタノールの沸点を求めよ

体育 体育館 お願いします。 う

４組 国語 １－４ 蜘蛛の糸「ディベート」 音楽 第２ 混声合唱を歌おう 数学 １－４ 図形の移動と基本の作図の

音楽室 利用

５組 家庭 １－５ 衣服の文化 家庭 １－５ 衣服の文化 音楽 第２ 混声合唱を歌おう

音楽室

６組 音楽 第２ 混声合唱を歌おう 美術 第１ ロゴマークの制作レポート 国語 １－６ 蜘蛛の糸「ディベート」

音楽室 美術室 をつくろう

７組 数学 １－７ 角の二等分線＆いろいろな 保健 校庭 ・ハンドボール（校庭） 美術 第１ ロゴマークの制作レポート

角の作図 体育 体育館 ・バレーボール（体育館） 美術室 をつくろう

８組 国語 １－８ 書き初め 保健 校庭 ※各クラス内で実施種目が 社会 １－８ 東アジアの中の大和政権

体育 体育館 分かれているため、

９組 社会 １－９ 広がる国際交流 保健 校庭 お子様に種目の確認を 国語 １－９ 書き初め

～７・８世紀の世界～ 体育 体育館 お願いします。

１組 国語 ２－１ スピーチ練習 理科 ２－１ 気圧配置を学習しよう 数学 ２－１ 図形の調べ方

「証明とそのしくみ」

２組 理科 第２ 空気中の水蒸気量を推定し 国語 ２－２ スピーチ練習 技術 木工室 ＬＥＤライト作り

２ 理科室 よう

年 ３組 美術 第２ 陶芸「○○さんのための器 英語 ２－３ Stage Activity２ 社会 ２－３ 東南アジアに広がる日本町

美術室 をつくろう」の仕上げ Research and Presentation

４組 数学 ２－４ 図形の調べ方 音楽 第１ 混声合唱の響き 国語 ２－４ スピーチ準備「説得力のあ

「三角形の合同」 音楽室 る提案をしよう」

５組 技術 木工室 ＬＥＤライト作り 技術 木工室 ＬＥＤライト作り 理科 ２－５ 気圧配置を学習しよう

６組 数学 ２－６ 図形の調べ方 社会 ２－６ 東南アジアに広がる日本町 音楽 第１ 混声合唱の響き

「三角形の合同」 音楽室

７組 英語 ２－７ Stage Activity２ 社会 ２－７ 北海道地方；自然の制約に 国語 ２－７ スピーチ練習

Research and Presentation 適応する人々の工夫

８組 社会 ２－８ 東南アジアに広がる日本町 数学 ２－８ 図形の調べ方 美術 ２－８ 西洋絵画の鑑賞

「三角形の合同」 「ストーリーを想像しよう」

１組 英語 ３－１ Discover Japan 社会 ３－１ 為替相場 保健 校庭 ・ハンドボール（校庭）

体育 体育館 ・サッカー（校庭）

２組 社会 ３－２ 為替相場 理科 第２ 電池の実験 保健 校庭 ・バスケットボール

３ 理科室 体育 体育館 （体育館）

年 ３組 音楽 第１ 混声合唱の響き 国語 ３－３ 和歌の調べ「お気に入りの 保健 校庭 ※各クラス内で実施種目が

音楽室 一首を紹介しよう」 体育 体育館 分かれているため、

４組 数学 ３－４ 相似の利用 英語 ３－４ Discover Japan 保健 校庭 お子様に種目の確認を

体育 体育館 お願いします。

５組 国語 ３－５ 和歌の調べ「お気に入りの 数学 ３－５ 相似の利用 理科 第１ 中和実験

一首を紹介しよう」 理科室

６組 社会 ３－６ 為替相場 国語 ３－６ 和歌の調べ 理科 第２ 酸・アルカリの実験

理科室

７組 英語 ３－７ Unit６ Beyond Borders 理科 第１ 中和実験 数学 ３－７ 相似の利用

仮定法過去の導入 理科室

８組 国語 ３－８ 和歌の調べ 英語 ３－８ Unit６ Beyond Borders 社会 ３－８ 為替相場

仮定法過去の導入

１０組 作業 10組＆ 畑作業(収穫・草取り等) 体育 校庭 長距離走＆長縄 作業 作業室 縫工(ペンケース作り等)

畑 木工室 木工(キーホルダー作り)


