
組合立東安中学校１年　No.3

♪５月７日（木）～５月１４日（木）♪　　 １年　　  組　　　番　名前（　　　　　　　　　）

日にち 曜日 教科名 国語 数学 英語 理科 社会 音 美 技家 保体 １日を振り返って

計画
内容

①課題作文「親戚のおじさ
んにお礼の手紙を書こ
う。」
②漢字のとびらP14,15を
ノートに書く。

① 数学のワークＰ４,5の基本のた
しかめ・練習問題を自分の力で解い
てみる。
② 解説解答集で答え合わせをす
る。
③ 誤答や分からなかった問題を解
説を読んで理解に努める。
④ ワークの範囲の教科書を見返し
ながら。再確認をする。

①教科書を何度も音読す
る。
➁ペンマンシップP26～
27を記入する。４線を注
意して書く。
③英語の音声を聴く。

第１３時　さまざまな金属の見分
け方
①教科書を読んで密度の意味を知
り、密度を求める公式をノートに書
いて覚える。
②教科書P.77の「練習」、「調べ
よう」の問題を解く。

○学習プリント　第２弾
Ｐ.1

教科書 P.10～17 P.22～27 P.76～79 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①教科書『ちょっと立ち止
まって』を音読する。
②『ちょっと立ち止まっ
て』の感想を２００字以内
で書く。
③漢字のとびらP14,15を
「漢字のとびら」に書きこ
む。

① 数学のワークＰ６,７の基本のた
しかめ・練習問題を自分の力で解い
てみる。
② 解説解答集で答え合わせをす
る。
③ 誤答や分からなかった問題を解
説を読んで理解に努める。
④ ワークの範囲の教科書を見返し
ながら。再確認をする。

①教科書を何度も音読す
る。
②unit１－１確認プリント
を音読し、前回渡した日本
語訳を参考にしてプリント
に書き込み、内容を理解す
る。
③英語の音声を聴く。

第１４時　密度の計算練習
①理科ワークの問題を解
く。（P.28～33）

【技術】
①教科書を読み、学習
ノートP.104とプリン
トに取り組む。

教科書 P.49～52 P.18～23 P.22～23 P.76～79 P.164～167 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①『ちょっと立ち止まっ
て』を音読する。
②国語の学習P24,25（漢
字＋意味調べ）を解く。
③漢字のとびらP16,17を
ノートに書く。

①教科書を何度も音読す
る。
②unit１－２確認プリント
を音読し、日本語訳を参考
にしてプリントに書き込
み、内容を理解する。
③英語の音声を聴く。

第１５時　ガスバーナーの使
い方
①ガスバーナーに火をつけると
き、炎を調節するとき、火を消
すときの手順をノートに書いて
覚える。
②理科ワークの問題を解く。
（P.34の下，基礎操作 ｶﾞｽﾊﾞｰ
ﾅｰの使い方　のみ）

○学習プリント　第２弾
Ｐ.2

☆毎日、規則正しい生活を
しよう。
☆お手伝いをしよう。
☆できるだけ毎日、少しで
も体を動かそう。
☆音楽を聴いたり、絵を描
いたりして気分転換しよ
う。

教科書 P.49～52 P.24～25 P.80 お家の人のサイン

評価

計画
内容

① Ｐ24,25の1,2の文章をよく読
み，Ｑ1～Ｑ３の問題に取り組もう
② Ｐ24,25の太字の言葉と四角の
中をノートに写そう
③ Ｑ１～Ｑ3の答え合わせをして，
誤答をノートに解き直そう

①教科書を何度も音読す
る。
②unit１－３確認プリント
を音読し、日本語訳を参考
にしてプリントに書き込
み、内容を理解する。
③英語の音声を聴く。

第１６時　学習内容の確認
学習したことを思い出しな
がら、4/30(木)、5/1(金)
に配付した学習プリントの
課題に取り組む。
※学習プリントは5/14,15
の家庭訪問時に回収し、評
価します。

【家庭科】
①教科書を読み、プリント
に取り組む。
②世界の民族衣装について
調べる。

教科書 P.２４,２５ P.26～27 P.108～111 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①『ちょっと立ち止まっ
て』を音読する。
②国語の学習P24～26を
解く。
③漢字のとびらP16,17を
「漢字のとびら」に書きこ
む。

①教科書を何度も音読す
る。
②ニューアプローチのunit
１－１を記入し、赤ペンで
答え合わせをする。教科書
を見ながら解いても良い。
③英語確認テスト１枚(白
黒 片面)記入する。

○学習プリント　第２弾
Ｐ.3

※プリント訂正
ﾖｰﾛｯﾊﾟ州→ｱﾌﾘｶ州に
ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ地理白地図作業帳
P.8→P.10に

【美術】
「見て感じて描く」
≪①鉛筆の下書き≫
身近なものから描くものを
決め、スケッチする。
鉛筆を使う。
陰は濃くなりすぎないよう
に。

教科書 P.49～52 P.22～23 P.８～９ お家の人のサイン

評価

計画
内容

①『ちょっと立ち止まっ
て』を音読する。
②国語の学習P27,28を解
く。
③漢字のとびらP18,19を
ノートに書く。

① Ｐ26の四角の中をノートにまと
め，Ｑ1～Ｑ３の問題に取り組もう
② Ｐ27１,2の文章を読み，Ｑ5の
問題に取り組もう
③ Ｑ１～Ｑ５(Ｑ4なし)の答え合わ
せをして，誤答をノートに解き直そ
う

①教科書を何度も音読す
る。
②ニューアプローチのunit
１－２を記入し、赤ペンで
答え合わせをする。教科書
を見ながら解いても良い。
③英語確認テスト１枚(ｶﾗｰ
両面 Unit0)記入する。

【保健体育】
☆毎日規則正しい生活をしよ
う。
☆できるだけ毎日、少しでも体
を動かそう。
◎運動やスポーツの必要性と楽
しさ
（保体ノートP34・35）

教科書 P.49～52 P.26,27 P.24～25 P.34～35 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①『ちょっと立ち止まって』を
音読する。
②国語の学習P29,32を解く。
③『ちょっと立ち止まって』の
内容のまとめをプリントにまと
める。
※「国語科学習プリント」の
表紙にB4と記載されています
が，実際はA4です。

① 数学のワークＰ８,９基本のたし
かめ・練習問題を自分の力で解いて
みる。
② 解説解答集で答え合わせをす
る。
③ 誤答や分からなかった問題を解
説を読んで理解に努める。
④ ワークの範囲の教科書を見返し
ながら。再確認をする。

①教科書を何度も音読す
る。
②ニューアプローチのunit
１－３を記入し、赤ペンで
答え合わせをする。教科書
を見ながら解いても良い。
③英語の音声を聴く。

○学習プリント　第２弾
Ｐ.4

【技術】
①教科書を読み、プリ
ントに取り組む。

教科書 P.49～52 P.24～27 P.26～27 P.168～171 お家の人のサイン

評価

13 水

14 木

9 土

11 月

12 火

世界中が大変な今，自分で学習するしかない！　【プランニングシート】

　下の表は，課題一覧表に出された各教科の学習範囲を，日々少しずつ進めていくために使います。各教科の学習を進める際に有効活用してほしいです。
　カレンダー方式で各教科の課題を進めていくことができるようにしてありますが，指定された日にその学習を必ずやらなければいけないわけではありません。先にどんどん
進めてもいいし，少し遅れることがあってもかまいません。各教科の計画内容の学習を終えたら，自分の学習評価を◎，○，△の三段階評価でチェックをしていきましょう。
また，空欄箇所に自分がやりたい学習内容を計画的に加えて学習を進めていくこともいいでしょう。皆さん，がんばりましょう。
　なお，この計画表には日曜日は含まれていません。休息日扱いと捉えてください。もちろん「学習してはいけない日」というわけではありません。

7 木

8 金



組合立東安中学校１年　No.4

♪５月１５日（金）～５月２４日（日）♪　　 名前（　　　　　　　　　）

日にち 曜日 教科名 国語 数学 英語 理科 社会 音 美 技家 保体 １日を振り返って

計画
内容

①『話し言葉と書き言葉』
をプリントにまとめる。
②国語の学習P33を解く。
③漢字のとびらP18,19を
「漢字のとびら」に書きこ
む。

① Ｐ28の1をよく読み，Ｑ1の問
題に取り組もう
② Ｐ28の18行目から下の部分を
ノートにまとめ，Ｐ29のＱ２～Ｑ
5の問題に取り組もう
③ Ｑ１～Ｑ５の答え合わせをし
て，誤答をノートに解き直そう

①｢文の書き方プリント」をみ
ながらノートに｢やってみよう
①➁」の英文を記入する。➁書
いた英文を何度も音読する。
③英語の音声を聴く。
④ニューアプローチのP10～
11を記入し答え合わせをす
る。

○学習プリント　第２弾
Ｐ.5

【家庭科】
①教科書を読み、プリント
に取り組む。

教科書 P.65,66 P.28,29 P.28～29 P.112～117 お家の人のサイン

評価

計画
内容

① Ｐ30の約束までの文章や図式を
よく読み，Ｑ１,2に取り組もう
② Ｐ31の１の文章を読み，Ｑ３の

問題に取り組もう
③ Ｐ31の2を読み，Ｑ４の問題に取

り組もう
④ Ｑ１～Ｑ4の答え合わせをして，
誤答をノートに解き直そう

Ｕnit２-part１
①教科書を何度も音読する。わ
からない単語はプリントを見
る。発音は家の人かネット検索
で音声を聴く②単語・日本語訳
のプリントを見てノート作りを
する。
③英語の音声を聴く。

第１７時　白い粉末の見分け方
①白い粉末を区別する実験の方法と
結果をノートに書く。
②有機物と無機物がそれぞれどうい
う物質なのかをノートに書いて理解
する。
③理科ワークの問題を解く。
（P.34,35　基礎操作 ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰの
使い方　以外）

☆毎日、規則正しい生活を
しよう。
☆お手伝いをしよう。
☆できるだけ毎日、少しで
も体を動かそう。
☆音楽を聴いたり、絵を描
いたりして気分転換しよ
う。

教科書 P.３０,３１ Ｐ.３０～３１ P.81～85 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①『詩の世界』を音読す
る。
②国語の学習P34,35を解
く。
③漢字のとびらP20,21を
ノートに書く。

① 数学のワークＰ10,11基本のた
しかめ・練習問題を自分の力で解い
てみる。
② 解説解答集で答え合わせをす
る。
③ 誤答や分からなかった問題を解
説を読んで理解に努める。
④ ワークの範囲の教科書を見返し
ながら。再確認をする。

Ｕnit２-part２
①教科書を何度も音読す
る。わからない単語はプリ
ントを見る。発音は家の人
かネット検索で音声を聴く
②プリントを見てノート作
りをする。
③英語の音声を聴く。

第１８時　プラスチックの性質
①プラスチックの性質を７つ書き、
覚える。
②代表的なプラスチック（PE,
PET, PVC, PS, PP）の名称を書い
て覚える。
③生分解性プラスチック、熱可塑性
プラスチック、熱硬化性プラスチッ
クの性質をノートに書いて理解す
る。
④理科ワークの問題を解く。
（P.36,37）

教科書 P.68～P.71 P.28～31 P.32～33 P.86～90 お家の人のサイン

評価

計画
内容

① Ｐ32,33の練習問題のＡの
問題に取り組もう
② Ａ問題の答え合わせをし，
誤答をノートに解き直そう
③ 誤答や分からない部分を教
科書をふり返りながら考えよう

Ｕnit２-part３
①教科書を何度も音読す
る。わからない単語はプリ
ントを見る。発音は家の人
かネット検索で音声を聴く
②プリントを見てノート作
りをする。
③英語の音声を聴く。

○学習プリント　第２弾
Ｐ.6

※プリント訂正
ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ地理白地図作業帳
P.14→P.16に

【美術】
「見て感じて描く」
≪②色塗り≫
小学校の水彩絵の具を使
う。薄塗りで重ね塗りす
る。色の美しさやみずみず
しさを感じ取りながら描
く。できたら振り返りを書
く。

教科書 P.32,33 P.３４～３５ お家の人のサイン

評価

計画
内容

①『詩の世界』を音読す
る。
②３つの詩から印象に残っ
たものを１つ選びプリント
にまとめる。
③漢字のとびらP20,21を
「漢字のとびら」に書きこ
む。

① Ｐ32,33の練習問題のＢの
問題に取り組もう
② Ｂ問題の答え合わせをし，
誤答をノートに解き直そう
③ 誤答や分からない部分を教
科書をふり返りながら考えよう

Ｕnit２-part１
①教科書を何度も音読す
る。わからない単語はプリ
ントを見る。発音は家の人
かネット検索で音声を聴く
②ニューアプローチ
P12,13を記入し答え合わ
せをする。教科書を見なが
ら解いても良い。
③英語の音声を聴く。

第１９時　身のまわりの気体の性
質
①教科書を読み、気体の性質の調べ
方を知る。
②二酸化炭素と酸素のちがいを調べ
る実験の方法と結果をノートに書
く。
③教科書P.95を見ながら、身のま
わりの気体（二酸化炭素、酸素、水
素、窒素）の発生方法と性質をノー
トに書いて覚える。
④理科ワークの問題を解く。
（P.38,39）

【保健体育】
☆毎日規則正しい生活をしよ
う。
☆できるだけ毎日、少しでも体
を動かそう。
◎運動やスポーツへの多様な関
わり方
（保体ノートP36,37）

教科書 P.68～71 P.32,33 Ｐ.30～31 P.91～95 P.36～37 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①書写の教科書P8～39の
マスに鉛筆で書きこむ。

① P24～31の文章を読み返
し，Ｑの問題に再挑戦して確認
をしよう

Ｕ２-part２
①教科書を何度も音読す
る。わからない単語はプリ
ントを見る。発音は家の人
かネット検索で音声を聴く
②ニューアプローチ
P14,15を記入し答え合わ
せをする。教科書を見なが
ら解いても良い。
③英語の音声を聴く。

【技術】
①教科書を読み、プリ
ントと学習ノートP.10
～11取り組む。

教科書 書写の教科書P,8～39 P.２４～３１ P.32～33 P.172～173 P.20～21 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①書写の教科書P10,11
「大志」を半紙に毛筆で書
く。（練習）

Ｕnit２-part３
①教科書を何度も音読す
る。わからない単語はプリ
ントを見る。発音は家の人
かネット検索で音声を聴く
②ニューアプローチ
P16,17を記入し答え合わ
せする。教科書を見ながら
解いても良い。
③英語の音声を聴く。

第２０時　気体の性質と集め方
①アンモニアの発生方法と性質を
ノートに書いて覚える。
②気体の集め方（水上置換法、上方
置換法、下方置換法）をそれぞれ
ノートに書いて理解する。
③理科ワークの問題を解く。
（P.40～41）

【家庭科】
①教科書を読み、プリント
に取り組む。
②衣服の手入れ実践を行
う。プリントに書き込む。

教科書 書写の教科書P.10,11 P.34～35 P.96～99 P.118～119 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①書写の教科書P10,11
「大志」を半紙に毛筆で書
く。（清書）

① 数学のワークP4～11の問
題に再挑戦して確認をしよう

Unit２①教科書を何度も音
読する。➁Unit2の太字の
単語を音読し、ノートに記
入する。※太字の単語は重
要なので書けるようにして
おく。

☆毎日、規則正しい生活を
しよう。
☆お手伝いをしよう。
☆できるだけ毎日、少しで
も体を動かそう。
☆音楽を聴いたり、絵を描
いたりして気分転換しよ
う。

教科書 書写の教科書P.10,11 P.10～31 P.30～35 お家の人のサイン

評価

23 土

20 水

21 木

22 金

16 土

18 月

19 火

15 金



　
　


