
　４月13日（月）～５月６日（水）まで臨時休校となりましたが、この期間をしっかり利用して、

休校が明けてからの授業にスムーズに入れるよう、準備しておきましょう。そのために以下の

課題を皆さんに出しておきます。

毎日、必ず「学習の記録」を記入しておくこと！

社会

・Hello中学生総復習冊子

・47都道府県、都道府県庁所在地の完全暗記

課題提出日  5月7日（木）

数学

・教科書P.4～11（小学校の内容の復習）をノートに解く。

・スタンダードプラスP.2～９を解く。（直接書き込む）

・教科書P.12～21までを予習しておく。（問をノートに解く）

理科

・臨時休校用自習の強敵（とも）に直接書き込む。教科書などを参考にして

　どんどん進めましょう。臨時休校明けの理科の授業で提出。

国語

・漢字検定５級トレーニングノートの総復習。※やり方は別紙参照

・読書記録(シオンの100冊ジュニア、興味関心のあるのあるもの、教科書の作品)

臨時休校明け初回の国語の授業で提出。

第1学年

英語

・アルファベットの練習帳

・中学必修テキスト英語

・ユメタンJr.            　 ３つとも、やり方、提出日などは別紙にあります。



英語

 1. 必修テキスト１年　ｐ１２６～１４９　　各説明文をよく読み解答してみましょう。模範解答をただ写さないこと。

　　　　　 　　　　    p１５０～１５１　　１年の授業ノートに、英文と和文を書き写す。

２．単元サポート１年　～最後まで　　　自分の力で解きましょう。

３．必修テキスト２年　p４～１５　　　　　予習（１年の復習）

４．英文法教室　　　 Ｕｎｉｔ　１，２，３

５．Ｆｕｎ　Ｒｅａｄｅｒ②　Ｌｅｓｓｏｎ　１，２，３

６．学力推移調査過去問（2019年度用）　解答用紙裏に並べ換えの問題を各全文を書くこと。

７．動詞の変化練習プリント　３枚（両面）　１行に変化をセットで、できるだけ沢山練習する。

８．２年生教科書の予習ノート作り　　①Pre-lession  ②Ｌｅｓｓｏｎ　１　（新ノートは4/11配付）

９．音読すること。【教科書、必修テキスト、Ｆｕｎ　Ｒｅａｄｅｒ、etc】

10．その他（３月中に終了していないもの）

★提出日： 学校再開日の授業内【上記の１，２、１０】　【上記の３～８】

　◎一つ一つ丁寧に取り組むこと。

　◎クロスワードパズルや、英語のゲームを楽しんでみましょう！！

国語

１　予習

　　　・予習プリントにしたがい、「見えないだけ」「アイスプラネット」「枕草子」の予習をノートにやりなさい。

２　必修テキスト

　　　・「見えないだけ」「アイスプラネット」「枕草子」をやりなさい。

　　　・「漢字１ 熟語の構成」「言葉１ 類義語・対義語・多義語」をやりなさい。

　　　・いずれもテキストに直接書き込み、「赤まるつけ」「正解書き込み」を必ずやりなさい。

３　単元サポート（必修テキスト付録）

　　　・「♦漢字」Ｐ１からＰ１２までやりなさい。ほとんどが未学習漢字ですが、『あかねこ』を参考にしてやりなさい。

　　　・「①見えないだけ」「②アイスプラネット」「③枕草子」をやりなさい。

　　　・「㉖漢字の練習１・２・３小学六年生で学習した漢字」をやりなさい。

　　　・いずれもテキストに直接書き込み、「赤まるつけ」「正解書き込み」を必ずやりなさい。

４　あかねこ

　　　・①から⑧まで、各５回ずつノートに練習しなさい。

５　ベネッセ過去問

　　　・解答は問題用紙に直接書き込みなさい。採点して点数をつけ、合計点数を氏名欄わきに書きなさい。

６　読書記録

　　　・昨年同様です。「シオンの１００冊」「シオンの１００冊ジュニア」から選んで読みなさい。

以上です。５月７日（木）以降の最初の国語の授業で提出しなさい。

数学

スタンダードプラス問題集２年　p.20～37

　①春休みに提出したノートまたは新しいノート（授業用以外）に問題を書いて解く。

　②丸付けをして、授業で指示した通りやり直しをする。（最大2回まで解き直して最後は丸を付けて終了）

　③1日１つずつ(１．連立方程式とその解→２．加減法→・・・章末問題）実施していくとよい。

　④実施日をノートの隅に記入しておくこと。

５月７日（木）以降の数学の授業で提出してください。

理科

2020年度理科　第１期自宅学習の強敵（とも）

　①既習範囲の復習なので、まずは何も見ずに解きましょう。

　②解けなかった箇所は、教科書・資料集等を参考にして考え、「青」で答えを書き入れましょう。

　③解答は、登校日（4/25）で配布します。②まで終わったら「赤」で採点しましょう。

　※②で「教科書・資料集を参考にしても答えがわからない」ことは基本的にありません。

    　安易に空欄のまま採点をしないこと。

５月７日（木）以降の理科の授業で提出してください。

社会

●次の４つに取り組むこと。

　①２０１３年度後期中間試験中１社会　の　テスト直しノート作り

　　やり方は中１の時と同じ。自分の解答用紙貼り付けの代わりに、模範解答用紙を貼り付ける。

　　一部未習分野を含むが、自力で調べる。

　②２０１３年度学年末試験中１社会　の　テスト直しノート作り

　　①と同様。

　③家のパソコン・タブレット端末等で「帝国書院」のホームページにアクセス

　　⇒　「社会科学習ワークシート小学校・中学校向け」を開く

　　⇒　小学生向けのワークが１２種類、中学生向けのワークが１０種類、

　　　　計２２種類のＰＤＦファイルが手に入る。

　　⇒　家にプリンターがある場合は、プリントアウトし、解く。

　　⇒　同じページ上に解答ＰＤＦファイルもあるので自己採点する。

　　⇒　やるからには、２２種類全て最低１回は取り組む。複数回も可。

　④家のパソコン・タブレット端末等で、「eboard」のホームページにアクセス

　　⇒　「教材を見てみる」「中学社会」へ進む。

　　⇒　任意の分野を動画で学習し、チェックテストを受ける。

　　⇒　保護者の許可が貰えれば「ユーザー登録」し、「ログイン」して学習を進めると、

　　　　　社会科の到達度が、はじめは０％だが、だんだん上がっていく。

　　　　　やるからには１００％を目指してみるとよいかも。

●提出方法と期日

　①、②は必修。

　③のプリントアウトした用紙の提出は任意。

　④は、到達度を表す「＊＊％」の画面をプリントアウトして、提出。ただし任意。

　提出期日は、さくら連絡網にて後日指示する。

第2学年Aクラス



英語

1. 必修テキスト１年　ｐ１２６～１４９　　各説明文をよく読み解答してみましょう。模範解答をただ写さないこと。

　　　　　　　　　　　    p１５０～１５１　　１年の授業ノートに、英文と和文を書き写す。

２．単元サポート１年　～最後まで　　　自分の力で解きましょう。

３．必修テキスト２年　p４～１５　　　　　予習（１年の復習）

４．英文法教室　　　 Ｕｎｉｔ　１，２，３、４

５．Joy　Ｒｅａｄｅｒ①　Ｌｅｓｓｏｎ　１，２，３，４，５

６．学力推移調査過去問（2019年度用）　解答用紙裏に並べ換えの問題を各全文を書くこと。

７．動詞の変化練習プリント　３枚（両面）　１行に変化をセットで、できるだけ沢山練習する。

８．２年生教科書の予習ノート作り　　①Pre-lession  ②Ｌｅｓｓｏｎ　１　（新ノートは4/11配付）

９．音読すること。【教科書、必修テキスト、Joy　Ｒｅａｄｅｒ、etc】

10．その他（３月中に終了していないもの）

★提出日：学校再開日の授業内【上記の１，２、１０】　【上記の３～８】

　◎一つ一つ丁寧に取り組むこと。

　◎クロスワードパズルや、英語のゲームを楽しんでみましょう！！

国語

１　予習

　　　・予習プリントにしたがい、「見えないだけ」「アイスプラネット」「枕草子」の予習をノートにやりなさい。

２　必修テキスト

　　　・「見えないだけ」「アイスプラネット」「枕草子」をやりなさい。

　　　・「漢字１ 熟語の構成」「言葉１ 類義語・対義語・多義語」をやりなさい。

　　　・いずれもテキストに直接書き込み、「赤まるつけ」「正解書き込み」を必ずやりなさい。

３　単元サポート（必修テキスト付録）

　　　・「♦漢字」Ｐ１からＰ１２までやりなさい。ほとんどが未学習漢字ですが、『あかねこ』を参考にしてやりなさい。

　　　・「①見えないだけ」「②アイスプラネット」「③枕草子」をやりなさい。

　　　・「㉖漢字の練習１・２・３小学六年生で学習した漢字」をやりなさい。

　　　・いずれもテキストに直接書き込み、「赤まるつけ」「正解書き込み」を必ずやりなさい。

４　あかねこ

　　　・①から⑧まで、各５回ずつノートに練習しなさい。

５　ベネッセ過去問

　　　・解答は問題用紙に直接書き込みなさい。採点して点数をつけ、合計点数を氏名欄わきに書きなさい。

６　読書記録

　　　・昨年同様です。「シオンの１００冊」「シオンの１００冊ジュニア」から選んで読みなさい。

以上です。５月７日（木）以降の最初の国語の授業で提出しなさい。

数学

１　最高水準特進問題集数学中学２年P.5～P.25の問題をノートに解く。５月７日（木）ノート提出

　　・じっくり考えること。繰り返し取り組むこと。

　　※「連立方程式の利用」は、教科書の例題等を参考にして取り組むこと。

２　「２０１９，２０１８年度第１回学力推移調査」を解き、自己採点をする。　５月７日（木）に提出

理科

2020年度理科　第１期自宅学習の強敵（とも）

　①既習範囲の復習なので、まずは何も見ずに解きましょう。

　②解けなかった箇所は、教科書・資料集等を参考にして考え、「青」で答えを書き入れましょう。

　③解答は、登校日（4/25）で配布します。②まで終わったら「赤」で採点しましょう。

　※②で「教科書・資料集を参考にしても答えがわからない」ことは基本的にありません。

    　安易に空欄のまま採点をしないこと。

５月７日（木）以降の理科の授業で提出してください。

社会

●次の４つに取り組むこと。

　①２０１３年度後期中間試験中１社会　の　テスト直しノート作り

　　やり方は中１の時と同じ。自分の解答用紙貼り付けの代わりに、模範解答用紙を貼り付ける。

　　一部未習分野を含むが、自力で調べる。

　②２０１３年度学年末試験中１社会　の　テスト直しノート作り

　　①と同様。

　③家のパソコン・タブレット端末等で「帝国書院」のホームページにアクセス

　　⇒　「社会科学習ワークシート小学校・中学校向け」を開く

　　⇒　小学生向けのワークが１２種類、中学生向けのワークが１０種類、

　　　　計２２種類のＰＤＦファイルが手に入る。

　　⇒　家にプリンターがある場合は、プリントアウトし、解く。

　　⇒　同じページ上に解答ＰＤＦファイルもあるので自己採点する。

　　⇒　やるからには、２２種類全て最低１回は取り組む。複数回も可。

　④家のパソコン・タブレット端末等で、「eboard」のホームページにアクセス

　　⇒　「教材を見てみる」「中学社会」へ進む。

　　⇒　任意の分野を動画で学習し、チェックテストを受ける。

　　⇒　保護者の許可が貰えれば「ユーザー登録」し、「ログイン」して学習を進めると、

　　　　　社会科の到達度が、はじめは０％だが、だんだん上がっていく。

　　　　　やるからには１００％を目指してみるとよいかも。

●提出方法と期日

　①、②は必修。

　③のプリントアウトした用紙の提出は任意。

　④は、到達度を表す「＊＊％」の画面をプリントアウトして、提出。ただし任意。

　提出期日は、さくら連絡網にて後日指示する。

第2学年SAクラス



教科 提出日 課　　題

4月25日（土）

1. 英文法教室　Unit1,2,3,4,6をノートに解いて、丸付け、訂正

2. 動詞活用変化プリント

3. 教科書英単語　Pre Lesson ～　Mother Teresa　2周

4. ユメタンUnit1～Unit8 音読

5月7日（木）

1. 英文法教室　Unit,8,10,13,14をノートに解いて、丸付け、訂正

2. 教科書英単語　Pre Lesson ～　Mother Teresa　2周

3. ユメタンUnit1～Unit8 音読

4月25日（土）

１．「漢字スキル」P１～P７。丁寧に練習する。【提出は、後日】

２．「ベネッセ学力推移調査」過去問２回分

　　　※答え合わせまでして、点数も記入する。

３．「春に」「握手」の予習（ノートに。「春に」の板書は、ノート2ページ分。）

４．単元サポート」P３５～P４３（テキストに直接解いて、答え合わせまで）

5月７日（木）

１．「漢字スキル」P３７の１番～７番を、ノート（自由）に解いて答え合わせ。【２周】

　　（１回終わったら、もう一度最初から２回目）

２．「必修テキスト」P４～P１８「春に」「握手」

３．「読書記録」1枚

　　　「シオンの100冊」「シオンのジュニア100冊」を基本とする。

　　　※これまでに読んだことのない本を選ぶこと。

4月25日（土）

　「スタンダードプラス問題集3年第1章から第３章まで」

　問題集に直接書き込み、必ず丸付けをして提出すること。提出忘れが無いように必ず持参する。

　※内容を復習する良い機会です。計画的に取り組み、ここで基礎力をUPしておこう。

5月7日（木）

　「スタンダードプラス問題集3年第４章から第５章まで」

　問題集に直接書き込み、必ず丸付けをして提出すること。提出忘れが無いように必ず提出する。

　※内容を復習する良い機会です。計画的に取り組み、ここで基礎力をUPしておこう。

4月25日（土）

ウィニング３　P196～203・212～239・248～255

※これまで学習した範囲の復習です。いつものように「解答・答え合わせ・正解を記入」だけでは

なく、「できなかったところ・わからないところをノートなどにまとめ直して一緒に提出する」く

らいの勉強をしてきなさい。

5月7日（木）

すでに配付したプリント「理科からの617問！」　P4～23

※ページ数は右下に小さな数字で出ています。最後の1枚は動物分野なので、今はやらなくて大丈夫

です。もちろん、予習だと考えて取り組むのは大いに結構なことです。

※これまで学習した範囲の復習です。いつものように「解答・答え合わせ・正解を記入」だけでは

なく、「できなかったところ・わからないところをノートなどにまとめ直して一緒に提出する」く

らいの勉強をしてきなさい。

4月25日（土）

『天空を駆け抜ける地理・歴史』〔4月10日（土）配付・印刷テキスト〕の取り組み状況（途中経

過）を、点検する。取り組み方等の詳細は、印刷テキストの表紙を熟読すること。この課題内容に

関する試験を、後日実施する。

5月7日（木）

『天空を駆け抜ける地理・歴史』〔4月10日（土）配付・印刷テキスト〕を完成させ、提出するこ

と。取り組み方等の詳細は、印刷テキストの表紙を熟読すること。この課題内容に関する試験を、

後日実施する。

※4月25日が臨時休校のため、課題を5月7日に提出すること。4月25日までの内容については、期限を意識して取り組むこと。

第3学年Aクラス

英語

国語

数学

理科

公民



教科 提出日 課　　題

4月25日（土）

1. 英文法教室　Unit1～Unit14(Unit11,12,15は除く)ノートに解いて、丸付け、訂正

2. 動詞活用変化プリント

３. 教科書英単語　Pre Lesson ～　Mother Teresa　2周

4. ユメタンUnit1～8 音読 (CDに合わせて)

5月7日（木）

1. サミングアップp.4～p.35をノートに解いて、丸付け、訂正

2. 教科書英単語　Pre Lesson ～　Mother Teresa　2周

3. ユメタンUnit1～8 音読 (CDに合わせて)

4月25日（土）

１．「漢字スキル」P１～P７。丁寧に練習する。【提出は、後日】

２．「ベネッセ学力推移調査」過去問２回分

　　　※答え合わせまでして、点数も記入する。

３．「春に」「握手」の予習（ノートに。「春に」の板書は、ノート2ページ分。）

４．単元サポート」P３５～P４３（テキストに直接解いて、答え合わせまで）

5月７日（木）

１．「漢字スキル」P３７の１番～７番を、ノート（自由）に解いて答え合わせ。【２周】

　　（１回終わったら、もう一度最初から２回目）

２．「必修テキスト」P４～P１８「春に」「握手」

３．「読書記録」1枚

　　　「シオンの100冊」「シオンのジュニア100冊」を基本とする。

　　　※これまでに読んだことのない本を選ぶこと。

4月25日（土）

　「スタンダードプラス問題集3年第1章から第４章まで」

　問題集に直接書き込み、必ず丸付けをして提出すること。提出忘れが無いように必ず持参する。

　※内容を復習する良い機会です。計画的に取り組み、ここで基礎力をUPしておこう。

5月7日（木）

　「スタンダードプラス問題集3年第５章から第７章まで」

　問題集に直接書き込み、必ず丸付けをして提出すること。提出忘れが無いように必ず提出する。

　※内容を復習する良い機会です。計画的に取り組み、ここで基礎力をUPしておこう。

プラスα 高校数学の教科書「数学Ⅰ」第１章を読み、理解を深めておくこと。

4月25日（土）

ウィニング３　P196～203・212～239・248～255

※これまで学習した範囲の復習です。いつものように「解答・答え合わせ・正解を記入」だけでは

なく、「できなかったところ・わからないところをノートなどにまとめ直して一緒に提出する」く

らいの勉強をしてきなさい。

5月7日（木）

すでに配付したプリント「理科からの617問！」　P4～23

※ページ数は右下に小さな数字で出ています。最後の1枚は動物分野なので、今はやらなくて大丈

夫です。もちろん、予習だと考えて取り組むのは大いに結構なことです。

※これまで学習した範囲の復習です。いつものように「解答・答え合わせ・正解を記入」だけでは

なく、「できなかったところ・わからないところをノートなどにまとめ直して一緒に提出する」く

らいの勉強をしてきなさい。

4月25日（土）

『天空を駆け抜ける地理・歴史』〔4月10日（土）配付・印刷テキスト〕の取り組み状況（途中経

過）を、点検する。取り組み方等の詳細は、印刷テキストの表紙を熟読すること。この課題内容に

関する試験を、後日実施する。

5月7日（木）

『天空を駆け抜ける地理・歴史』〔4月10日（土）配付・印刷テキスト〕を完成させ、提出するこ

と。取り組み方等の詳細は、印刷テキストの表紙を熟読すること。この課題内容に関する試験を、

後日実施する。

※4月25日が臨時休校のため、課題を5月7日に提出すること。4月25日までの内容については、期限を意識して取り組むこと。

第3学年SAクラス

英語
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