
令和３年度　学校図書館年間活用計画 ☆は図書館を活用した単元 新潟市立南浜中学校

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 1 月 2 月 3 月
入学式 生徒総会 前期中間 職場体験 前期期末 市新人大会 後期中間 立会演説会 生徒総会 後期期末 卒業式

学校行事 校外学習 テスト 県大会 テスト 修学旅行 テスト テスト
市体育大会 海鷹祭 松風祭

図書センターとして 春の本特集 ホラー特集・戦争本特集 秋の本特集・古典特集 冬の本特集・料理本特集
１年読み聞かせ会 １年読み聞かせ会

（通年） 蔵書点検
図書委員会の 活動計画の決定 読書月間 図書館キャラ おすすめの本紹介・「今月の短歌」紹介・ 読書月間 ブックトーク（ビブリオバトル） 卒業ウィーク
イベント クター決定 絆プロジェクト 企画
学習センターとして （通年）
情報センターとして 進路情報提示・学習のやり方提示・テスト対策提示

１年 校外学習（アグリパーク） サツマイモプロジェクト ☆水俣病環境学習 新潟巡検
総合的な学習 ２年 新潟巡検 ☆職場体験 文化祭グリーンマーケット 修学旅行

３年 文化祭グリーンマーケット ☆修学旅行 地域への感謝の集い
全学年 ☆おためし読書
１年 ☆図書館オリ　ダイコンは大きな根？ 比喩で広がる言葉の世界 文節同士の関係 いろは歌・蓬莱の玉の枝 大阿蘇 少年の日の思い出 さくらのはなびら

国語 ２年 見えないだけ 枕草子 短歌に親しむ・短歌を味わう 体言と用言の識別 ☆君は最後の「晩餐」を知っているか扇の的 漢詩の風景 敬語 用言の活用
３年 世界は美しいと 学びて時に之を習ふ 俳句の可能性・俳句に親しむ 挨拶 熟語の構成 夏草 古今和歌集仮名序 ☆君待つと初恋 誰かの代わりに
１年 世界のさまざまな地域 古代までの日本 世界の諸地域 中世の日本 世界の諸地域 近世の日本

社会 ２年 近世の日本 開国と近代日本の歩み 日本の諸地域 近畿地方 日本の諸地域
３年 世界大戦と日本 現代の日本と世界 私たちの暮らしと現代社会 私たちの平和主義 労働と社会保障 国際社会と私たち
１年 正の数・負の数 文字式の計算 方程式の利用 平面図形 空間図形 資料の活用

数学 ２年 式の計算 連立方程式 一次関数 図形の性質と証明 場合の数と確率
３年 式の展開と因数分解 二次方程式 関数 円の性質 三平方の定理 標本調査
１年 植物の世界 植物のつくりとはたらき 物質の状態変化 気体の性質 水溶液の性質 地震 地層 光の性質 音の性質

理科 ２年 いろいろな化学変化 生命を維持するしくみ 行動するしくみ 電流とそのはたらき 天気とその変化
３年 生物の成長と細胞 運動とエネルギー 酸・アルカリとイオン 地球から見た天体の動き 科学技術と人間
１年 Starter Lesson1 Lesson2 Lesson3 Lesson4 Lesson5 Lesson6 Lesson7 Lesson8 project3

英語 ２年 Lesson1 Lesson2 Lesson3 Lesson4 Reading for fun Lesson5 Lesson6 Lesson7 Project3 Reading for fun2
３年 Lesson1 Lesson2 Lesson3 Lesson4 Reading for Communication Take Action Project3 Reading for fun3
１年 校歌 鑑賞 リコーダー 歌詞の内容を味わい表現を工夫しよう さまざまな音楽文化 感謝の気持ちを歌で伝えよう

音楽 ２年 言葉のまとまりと旋律の関係を意識して歌おう 歌詞の内容を味わい表現を工夫しよう アンサンブルを味わおう 感謝の気持ちを歌で伝えよう
３年 歌詞と旋律の関わりを感じ取ろう 歌詞の内容を味わい表現を工夫しよう オペラの魅力を味わおう 集大成にふさわしい合唱をしよう
１年 感じたことを描く楽しみ 絵文字がしゃべりだす ☆デザイン資料として活用 想像上の生物を創ろう 人のしぐさをとらえる

美術 ２年 感じたことを話し合おう 空想の世界を旅する ☆デザイン資料として活用 手づくりに込める思い～木彫木箱
３年 明日への願い 立体感のある平面構成 ☆デザイン資料として活用 手づくりに込める思い～てん刻
１年 集団行動 陸上競技 水泳 球技 器械運動 武道 球技 ダンス

保健体育 ２年 体つくり運動 陸上競技 水泳 球技 器械運動 武道 球技 ダンス
３年 体つくり運動 陸上競技 水泳 球技 器械運動 武道 球技 ダンス
１年 家庭「衣服の働き」「作って楽しい身の回りの布製品」 技術「技術と私たちの生活，製図について」「製品の制作」

技術・家庭 ２年 技術「エネルギー交換と利用」「製品の制作」 家庭「私たちの食生活」「日常食の調理をしよう」
３年 技術「プログラムによる計測・制御」「目的に合わせたプログラム作成」「スライドショーの制作」家庭「私たちの成長と家族・地域」☆「幼児のおもちゃを作ろう」「子どもにとっての家族」

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 1 月 2 月 3 月


