
教科 課題内容 備考 チェック

国語 □

社会 □

数学 □

理科 □

音楽 □

美術 □

保健
体育

□

技術
家庭

□

英語 □

・教科書P130～132ノート作り
・語順トレーニング冊子
・Seek ＆Catch　２年冊子
最初の授業で提出

（クラスによって多少進み方がちがいますが）
①教科書のＰ２２２～２３９を３月に学習する予定でした。その部分のワークシートを配付しますの
で、教科書や資料集などを見ながら記入できるところを埋めて、学習を進めてください。実験はでき
ませんが、教科書の説明をよく読めばわかると思います。登校が開始されたらワークシートの確認や
実験をやる予定です。
②問題集「理科の学習」のＰ８６～１０６（電流の性質の２章まで）をやっておきましょう。学年末
テストの学習で問題集にきちんと取り組んだ人はほとんど終わっていると思いますが・・・・・。
※なお、「学年末テストの復習プリント」については、この次に来る日（１６日になるかどうか？）
に提出してください。学年末の成績には間に合わないので、３年生の成績に入れようかな！）

好きな音楽をたくさん聴きましょう。

学習課題は特にありません。

・毎日、ストレッチと柔軟体操をやる。
・２年生で行った実技種目の学習ノートをやる。
　（Ｐ６０～６５、６８～７３、７６、７７、８０～８３）

家庭科：ワークＰ４２、４３、Ｐ１２１～１２７　⇒　３月１９日(木)に提出

【３年生　これまでの課題と、提出リスト】
　　　3月2日～　学習課題

①　教科書Ｐ．２５７～２６０に挑戦✎
②　漢字練習ノートを終わらせる📖
③　本を読む！（語彙力・表現力・知識・読解力を深めましょう）📚

歴史人物調べ(発表の準備)
　歴史の教科書に載っている人物を１名選び、発表を行います。臨時休業後に、「発表シート」 (緑色の紙)を提出。発表する
日にちについては後日連絡します。
　ポイント①　資料を使う
　ポイント②　その人物から学んだことを述べる
　ポイント③　人物は歴史の教科書に載っている人物に限る

新編新しい数学準拠問題集2年別冊付録「チャレンジ！活用問題マスター」を解き、丸
付けをして16日(月)に提出してください。
教科書や問題集を使って、6章確率の学習を自分で進めましょう。
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教科 チェック

国語 □

社会 □

数学 □

理科 □

音楽 □

美術 □

保健
体育

□

技術
家庭

□

英語 □

3年生　４月８日(水)～２０日(月)の学習課題

課　題　内　容

・第二回こども作文コンクール応募用作文（原稿用紙3枚程度）
・あなたの「おいしい記憶」を教えてくださいコンテスト（原稿用紙3枚程度）
・五回書き込み式　漢字練習ノート １０ （P.23）まで
・新文法ノート　P48～P55（ 副詞 ～ 練習問題６ ）

歴史人物調べ レポート　＊提出日はつぎの登校日です！
［内容］教科書に載っている人物を１人あげ、詳しく調べる。
［注意事項］①始業後の授業で発表する予定の人物でも、新たに調べたい人物でも、どちらでも可。
　　　　　　②絵や写真などを活用してもかまいません。
　　　　　　③形式は「レポート」であることを意識してください。発表で準備している原稿をその
　　　　　　　まま書くような形ではないことが望ましいです。

①「基礎からの問題集」の1,2年の復習P.2～P.8に取り組む。(自主学習で確率を理解できた
人は，P.9にも挑戦しましょう。)臨時休校が明けて授業が再開されたら，授業で点検します。
②別冊付録「チャレンジ!入試大問1マスター」のP.2～5，P.8，P.10，P.12～14，P.18に
取り組む。(自主学習で確率を理解できた人は，P.19にも挑戦しましょう。)臨時休校が明けた
最初の登校日に提出してください。
③教科書や問題集などを活用し，2年6章確率と3年1章多項式の学習を進めましょう。

・復習プリント（冊子）
　「○付け」はしないで、冊子ごと提出　
　※提出日は次の登校日。

教科書２．３下　Ｐ４，５「花」の写譜（パートが上下に分かれているところは上）

①ボックスアート作品を完成させる。
②学校行事のポスターを完成させる。

※学校再開後、最初の美術の授業に、全員「ボックスアート作品」と「ポ
スター作品」の２作品をもってきましょう。
・毎日、ストレッチと柔軟体操をやる。自分でトレーニング課題(図解中
学体育、中学保健体育の学習を参考にする）を設定して行う。行った内容
をカードに記入する。　配布物(中学保健体育の学習と解答、課題記入
カード）

・技術　：　ワークP１０８～１０９を教科書P２０２～２０５を見ながら解きましょ
う。

・３年Unit１-1.2.3（p.6～12)のノート作り　㊟p.12は単語のみ
・ジョイフルワーク３のp.2～５（答え合わせまでしてくること）
提出日は次の登校日
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教科 チェック

国語 □

社会 □

数学 □

理科 □

音楽 □

美術 □

保健
体育

□

技術
家庭

□

英語 □

・毎日、ストレッチと柔軟体操をやる。自分でトレーニング課題(図解中
学体育、中学保健体育の学習を参考にする）を設定して行う。行った内容
をカードに記入する。　配布物(中学保健体育の学習と解答、課題記入
カード）

技術：学習課題はありません
家庭科：自宅で調理・洗濯・掃除等に進んで取組みましょう。

3年生　４月２１日(火)～５月６日(水)の学習課題

課　題　内　容

① 漢字練習ノート（P.45まで）
② （教科書『春に』P.16・17）ノートづくり（1行空きの見開きで詩を写す＆音読10回）
③ （教科書『握手』P.18～29）通読＆意味調べ＆プリント①②
④ （教科書『熟語の読み方』P.41～42）プリント①②
⑤ 本を読み、読書記録をつける！

地理の教科書P224-251の補助プリント

［課題のやり方］
　　①教科書をよく読む
　　②(　　)の語句をうめる
　　③裏面の語句を見て答え合わせをする

冊子（１年生の１章～７章、２年生の１章～５章の評価テスト）を丸付け、解き直し
までして提出しましょう。
５月６日以降の最初の登校日で提出です。１日１章ずつ取り組めば終わるので、計画
的に終わらせましょう。

・教科書（Unit2、Unit３：p.14～３１)の予習　p.22、30、31は単語のみ。
・Unit１、２、３の単語練習：登校できるようになったら、テストします。
・動詞の活用表（青色の紙で郵送したもの）の暗記：テストします。

◆問題集「理科の学習」２年　Ｐ１０７～１２１　を、２年生の教科書を見ながら
〈学習ノート〉にやり、答え合わせをする。さらに２回目を問題集本体にやって、答
え合わせをする。
◆プリント冊子の「1 物体が動かないための条件」「２ 力の合成」「３ 力の分解」
を、３年生の教科書を見ながら、別紙「解答用紙」にやり、答え合わせをする。
※次に登校する日に２年生の「問題集本体」「学習ノート」「ブリントの解答用紙」
を提出してください。（前回の課題「復習プリント冊子」も提出です。忘れずに！）

教科書２．３下　Ｐ４，５「花」の写譜（パートが上下に分かれていると
ころは上）

①ボックスアート作品を完成させる。
②学校行事のポスターを完成させる。
※学校再開後、最初の美術の授業に全員「ボックスアート作品」と「ポス
ター作品」の２作品をもってきましょう。
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教科 チェック

国語 □

社会 □

数学 □

理科 □

音楽 □

美術 □

保健
体育

□

技術
家庭

□

英語 □

3年生　５月１１日(月)～５月２５日(月)の学習課題

課　題　内　容

〇『月の起源を探る』語句意味調べプリント　
〇『月の起源を探る』プリント１～３
〇『奥のほそ道』暗唱カード 
　　･･･ 現代仮名遣いで正しく暗唱できるよう練習をすること。（読み方等は教科書で確認す
ること）
〇 漢字練習プリント２枚（両面）

教科書の穴埋めプリント
・歴史教科書P216-220(３枚)
・地理教科書P256-263(４枚)　
　
　　＊教科書を読みながら課題に取り組んでください。
　　＊学校のホームページにアップされている授業動画も参考にしてみてください。

予習プリント（確率・多項式）
今回の課題プリントは、登校が再開されたら授業で使用します。教科書や
問題集も活用して予習を進めましょう。

（１）教科書のＰ１９０～１９２をよく読み、プリント「①発電のしくみと長所・短所」をやる。
（２）教科書のＰ１９３～１９５をよく読み、プリント「②放射線」をやる。
（３）教科書のＰ１９６～１９７をよく読み、プリント「③エネルギーの有効利用」をやる。
（４）プリント「④章末評価問題」をやる。
（５）教科書、資料集、その他インターネット等の資料を使って、プリント「⑤臨時休業中の課題」をやる。
（６）問題集（よくわかる理科の学習）のＰ９５～９８を学習ノートにやる。
（７）上の（１）～（６）が終わった人は、教科書等を読んで学習を進め、問題集をできる限り進める。
                       　　　　　　　　　（※プリント①～⑤は、冊子になっています。）

器楽P14「きらきら星」「威風堂々」に音程（ドレミをふっても良い）
をつけ、リコーダーの指使いを確認しておく。リズムがわかる人、音を出
せる人は練習してみましょう。

プリント１枚　「日本絵画の鑑賞法」
※美術資料やインターネットで調べてまとめましょう。
※提出日は最初の美術の授業です。

プリント1枚　　春の体力つくり！その２
※4月からの運動を継続してください。

技術：ワークP１１０～P１１１
家庭：プリント２枚

・ワークｐ.6～４１まで解き、丸付けをして、間違えたところは赤で記入してください。
　間違えたところは、自学自習としてノートに復習してみましょう。
・一般動詞（不規則動詞）のテスト：以前配布した青い用紙の「動詞の活用表」で学習したの
ち、テストしてみましょう。
※ワークとノートの提出日は最初の英語の授業です。不規則動詞は、授業開始後にテストを行
います。
【お知らせ：１０月に英検を行う予定です。】

※これまで配布された課題について、3回分の「学習課題一覧表」を参考に全て終わっているか確認しま
しょう。休業明けの授業で提出できるよう、教科ごとにまとめておきましょう。課題についての質問があ
れば早渕中学校までご連絡下さい。
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教科 チェック

国語 □

社会 □

数学 □

理科 □

音楽 □

美術 □

保健
体育

□

技術
家庭

□

英語 □

課　題　内　容

【作文2種】※共に原稿用紙3枚程度
①第二回こども作文コンクール
②あなたの「おいしい記憶」を教えてくださいコンテスト
★☆必ず全員提出をお願いいたします！☆★

歴史人物調べ レポート　
　＊「教科書の補助プリント」(歴史・地理)は、提出不要です。
　　定期テストへの学習に使用してください。

・問題集の別冊付録「チャレンジ!入試大問1マスター」の
P.2～5，P.8，P.10，P.12～14，P.18を丸付け、解き直しまでしたもの。

・冊子（１年生の１章～７章、２年生の１章～５章の評価テスト）を丸付け、
解き直しまでしたもの。

3年生　５月15日(金)に提出する学習課題

・語順トレーニング冊子
・Seek ＆Catch　２年冊子

◆４月７日に配付した冊子「３年理科 休業中の課題　４月８日～２０日」
◆２年生の問題集本体と学習ノート
◆郵送配付した問題集プリントの解答用紙冊子
　　（冊子１枚目の上部にクラス・番号・名前を記入してください。）

音楽ノート（「花」の写譜が書いてある物）

なし

春の体力つくり！  (青色プリント1枚)

なし

※これまで配布された課題について、３回分の「学習課題一覧表」を参考に全て終わっているか確認しま
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　　今回配布したもの
　　➀このプリント（学習課題チェック表）
　　②学習課題（プリント・副教材など）
　　③進路通信・進路通希望調査
　　④修学旅行延期のお知らせ
　　⑤早渕中学校便り
　　⑥学年だより
　　⑦マスク
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