
組合立東安中学校２年　No.3

♪５月７日（木）～５月１４日（木）♪　　 ２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「漢字のとびら」
P14,15をノートに書く。
②課題作文１「マンガを読
書に含めること」について
自分の考えを200字以内
でプリントに下書きする。

○プリントNo.1
　Unit0　新出単語練習
○プリントNo.2
　I was watching TV
　～していた

①「鉄と硫黄の反応による
変化」の実験方法と結果を
ノートにまとめる。加熱前
後の物質の性質を調べた結
果が重要です。
※youtube視聴推奨
②化合，化合物についてま
とめる。

○学習プリント 第２弾
Ｐ.7

【技術】
①教科書を読み、学習ノー
トP62～65に取り組む。

教科書 Unit１ P.32～37 P.106～110,111 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①「漢字のとびら」
P14,15を「漢字のとび
ら」に書き込む。
②課題作文１「マンガを読
書に含めること」について
の下書きを推敲し、プリン
トに清書する。

①P22の？に取り組む。
１、２の計算のしかたを理
解して、Q１・Q2に取り
組む。
②P23の３の計算のしかた
を理解し、Q3・Q4に取り
組む。
※できる人はプラスワンも
取り組む。

○プリントNo.3
　I was watching TV
　英作文
○プリントNo.4
　Were you running in
the park?

①化学反応をモデルで表
し，化学反応式で表す方法
をノートにまとめる。
※youtube「中２理科　映
像授業 Try It 化学反応
式」視聴推奨
☆ここはとても重要です

【家庭科】
①教科書を読み、プリント
に取り組む。

教科書 P.22 , 23 Unit1 P.38～43 P.30～31 お家の人のサイン

評価

計画
内容

○確認テストに取り組む
テスト同様、何も見ないで
取り組む。
※家庭訪問時に提出しま
す。
範囲
・１年生　資料の整理
※用語のみ
・２年生　式と計算

○プリントNo.5
　Were you running in
the parl?英作文
○プリントNo.6
　確認チェック１
　was/wereの文

○学習プリント　第２弾
Ｐ.8

☆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 Unit1 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①「漢字のとびら」
P16,17をノートに書く。
②課題作文２「優先席を設
けること」について自分の
考えを200字以内でプリ
ントに下書きする。

①P30の？の問題に取り組
み１の計算のしかたを理解
する。Q1・Q2に取り組
む。
②P31の２の問題に取り組
む。Q3に取り組む。
③P31の３の計算のしかた
を理解する。Q4に取り組
む。

○プリントNo.7
　確認チェック２
「～していた」の文

①理科のワーク２
　P.8～9を解く。

教科書 P.30 , 31 Unit1 P.33～37 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①「漢字のとびら」
P16,17を「漢字のとび
ら」に書き込む。
②課題作文２「優先席を設
けること」についての下書
きを推敲し、プリントに清
書する。

①P38の？に取り組む。
②P39の１に取組み、教科
書の太字をノートにまとめ
る。
③Ｐ39のQ１・Q２・Q3
に取り組む。

①家庭訪問時(5/14,15)の
提出課題を行う。

※化学反応式のつくり方を
理解し，教科書の内容を自
分なりの方法でまとめよ
う！

○学習プリント　第２弾
Ｐ.9

【美術】
「夢のマイルーム」
プランニングシートに沿っ
て下書き（アイデアスケッ
チ）をする。
部屋に置きたいものを、広
告などから集めるとよい。
鉛筆書きでよい。

教科書 P.38 , 39 P.40 , 41 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①「漢字のとびら」
P18,19をノートに書く。
②教科書「熟語の構成」Ｐ
39,40を読む。
③「国語の学習」P19を解
く。

単元テスト１年生の復習
・テスト同様、何も見ずに
取り組む。（40分以内
で）
・答え合わせをして点数を
つける。わからなかったと
ころは１年生の教科書を見
て復習する。

①理科のワーク２
　P.10～12を解く。

○学習プリント　第２弾
Ｐ.10

【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。
◎運動やスポーツが心身に及ぼ
す効果
（保体ノートP34,35）

教科書 １年生の教科書 P.38～43 P.94～95 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①「漢字のとびら」
P18,19を「漢字のとび
ら」に書き込む。
②「国語の学習」Ｐ20，
21を解く。

①Ｐ40の？の問題に取り
組む。１に取り組む。
②Ｐ41連立方程式の意
味、表し方、用語をノート
にまとめる。
③Ｐ41のＱ１・Ｑ２に取
り組む。

Unit0　Unit1-1
プリント~No.9.10.11.12
学習プリントに沿って進め
る。本文ノートの日本語訳
の答え合わせをする。空い
ているところがあったら書
く。

①木片とｽﾁｰﾙｳｰﾙを燃やし
たときの質量変化の仕方を
知る。
②鉄を燃やしたときの変化
の実験方法と結果等をまと
める。
※「NHK ACTIVE10」
の『化学変化と質量』の視
聴推奨

【技術】
①教科書を読み、学習ノー
トP66～67に取り組む。

教科書 Ｐ.40 , 41 P.4～7 P.44～48 P.114～115 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２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「漢字のとびら」
P20,21をノートに書く。
②教科書「生物が記録する
科学」Ｐ42～48を音読す
る。
③感想を200字以内でプ
リントにまとめる。

Unit1-2 1-3
プリントNo.13.14.15
学習プリントに沿って進め
る。本文ノートの日本語訳
の答え合わせをする。空い
ているところがあったら書
く。

①酸化，燃焼についてまと
める。
②金属の酸化，金属以外の
酸化の化学反応式をまとめ
る。
※「NHK 大科学実験」の
『実験73 燃やして重くし
て！』の視聴推奨

【家庭科】
①教科書をみながら、食品
の絵がのっているプリント
を６つの食品群に分類す
る。
はさみで切って、のりで貼
り付けよう。

教科書 P.42～48 P.8～11 P.48～51 P.34～35 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①「漢字のとびら」
P20,21を「漢字のとび
ら」に書き込む。
②教科書「生物が記録する
科学」Ｐ42～48を音読す
る。
③「国語の学習」Ｐ22を
解く。

①Ｐ42の？の問題に取り組
む。
②Ｐ42の１の計算のしかたを
ノートにまとめ、Ｑ１に取り組
む。
③Ｐ43の２の計算のしかた・
約束を理解し、ノートにまとめ
る。Ｐ43のＱ２に取り組む。

Unit1-4
プリントNo.16.17
学習プリントに沿って進め
る。本文ノートの日本語訳
の答え合わせをする。空い
ているところがあったら書
く。

○学習プリント　第２弾
Ｐ.11

☆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.42～48 P.42 , 43 P.12～13 お家の人のサイン

評価

計画
内容

○新出単語の意味調べ
Unit2の新出単語を全て
ノートに書き、意味を調べ
る。
○プリントNo.8
イギリスについての調べ学
習　教科書を見ながらわ
かったことを書く。

①理科のワーク２
　P.13～17を解く。

【美術】
「夢のマイルーム」
下書きの続き。
直線部分は直線を使う。
床や天井の模様も描いてみ
る。
本番用紙に入るまでに、描
けなくても、どこに何を描
くかは決めておく。

教科書 P.18～25 P.13～51 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①「漢字のとびら」P２，
３をノートに書く。
②教科書「生物が記録する
科学」Ｐ42～46Ｌ9を音
読する。
③「国語の学習」Ｐ23～
25Ｂ6を解く。

①Ｐ44の？の問題に取り
組む。
②Ｐ44の１の計算のしか
たを理解し、ノートにまと
め、Ｑ１に取り組む。
③Ｐ45の計算のしかたを
理解し、ノートにまとめ、
Ｑ２に取り組む。

①「酸化銅から酸素をとる
化学変化」の実験方法と結
果を書き「還元」という用
語と化学反応式をまとめ
る。
※「NHK ACTIVE10」
の『酸化と還元』の視聴推
奨

○学習プリント　第２弾
Ｐ.12

教科書 P.42～46Ｌ9 Ｐ.44 , 45 P.52～58 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①「漢字のとびら」P4,5
をノートに書く。
②教科書「生物が記録する
科学」Ｐ46Ｌ10～48を
音読する。
③「国語の学習」Ｐ25Ｃ
～26を解く。

○Unit2-1　予習
本文ノート
前回配ったプリントに書い
てあるノートの使い方を参
考にして、本文を写し、で
きる限り日本語に訳す。

①理科のワーク２
　P.18～19を解く。

【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。
◎運動やスポーツが社会性
の発達に及ぼす効果
（保体ノートP36,37）

教科書 P.46Ｌ9～48 P.18～19 P.52～58 P96～97 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①「漢字のとびら」P6,7
をノートに書く。
②教科書「生物が記録する
科学」Ｐ42～48を音読す
る。
③「国語の学習」Ｐ27を
解く。

①Ｐ46の？について考え、１
の計算のしかたを理解し、ノー
トにまとめ、Ｑ１に取り組む。
②Ｐ46の２・Ｑ２に取り組
む。
③Ｐ47の３の計算のしかたを
理解し、ノートにまとめ、Ｑ３
に取り組む。

○Unit2-2　予習
本文ノート
本文を全て写し、できる限
り日本語に訳す。

○学習プリント　第２弾
Ｐ.13

【技術】
①教科書を読み、学習ノー
トP68～69に取り組む。

教科書 P.42～48 Ｐ.46 , 47 P.20～21 P.116～117 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①「漢字のとびら」P8,9
をノートに書く。
②「国語の学習」Ｐ28，
29を音読する。
③感想を200字以内でプ
リントにまとめる。

○Unit2-3　予習
本文ノート
本文を全て写し、できる限
り日本語に訳す。

○学習プリント　第２弾
Ｐ.14

【家庭科】
①教科書を読み、プリント
に取り組む。
②1食分の献立を考え、調
理する。プリントにまとめ
る。

教科書 P.22～23 P.38～39 お家の人のサイン

評価

計画
内容

①P52の練習１Aと２Aに
取り組む。１Aができたら
答え合わせをし、２Aの問
題へと進む。
②間違えた問題を解き直
す。

○Unit2-4　予習
本文ノート
本文を全て写し、できる限
り日本語に訳す。

①「化学変化の前と後の質
量の変化」の実験方法と結
果を書き「質量保存の法
則」という用語と化学反応
式をまとめる。
※youtubeの実験動画視聴
推奨

○学習プリント　第２弾
Ｐ.15

☆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 Ｐ５２ P.24～25 P.60～63 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



　
　


