
◆休業中の課題～NEW◆ 

１年生の皆さん，毎日元気に過ごしていますか。朝もしっかり起きて，３食しっかり食べ，程よ

く運動もして，十分に睡眠をとりながら，規則正しい生活を心掛けましょう。 

さて，臨時休業が延長となりましたので，新たな課題をお知らせします。下記の説明を確認

し，計画的に取り組んでほしいと思います。それでは，もう一頑張りです。ファイト～！ 

                          
 

仙台市立六郷中学校 

《５月１１日（月）～３１日（日）》  
 
 
 
 
 
 
 

※学習内容の①・②・③は学習する期間を表しています。 

 
① ５月１１日（月）～１８日（月） 

② ５月１９日（火）～２４日（日） 

③ ５月２５日（月）～３１日（日） 

 

（例）社会の学習では，①の期間に，「世界の姿」を学習しようという意味です。 

期間が書いていない実技の４教科は，３週間でその範囲を終わらせましょうという意味です。 

教科 学 習 内 容 学習の進め方・ポイント 

国語 

基礎の学習国語 

①ｐ３６・４８・４９【漢字】【語句】 

 ＋教科書ｐ２６～３２音読 

②ｐ４２～４５（教科書を読みながら） 

 ＋教科書ｐ４４～４７音読 

③４９～５２の音読 

・解き終わったら，解答を見て丸付けをし，分からな

かったところや間違ったところは正解を書いておき

ましょう。 

・読めない漢字があったら辞書で調べよう。 

 

社会 

社会の自主学習【地理１】 

① 「世界の姿」 ｐ２～１３ 

② 「日本の姿」 ｐ６６～７５ 

③ 「世界各地の人々の生活と環境」 

       ｐ１６～２５ 

・教科書を参考にしながら解き進めてみましょう。 

・解き終わったら，解答を見て丸付けをし，分からな

かったところや間違ったところは正解を書いておき

ましょう。 

・余裕がある人は，地理と歴史の教科書を読んでおき

ましょう。 

数学 

数学の問題ノート 

① ｐ２～９ 

② ｐ１０～１５ 

③ ｐ１６～２３ 

・教科書の例を参考に進めましょう。 

・解き終わったら解答を見て丸付けをし，間違った場

合は，なぜ間違ったのかを必ず考え，考えても分か

らないところはチェックをしておきましょう。 

理科 

「理科の学習」 

① ｐ２～７ 

② ｐ８～１１ 

③ ｐ１２～１５ 

(教科書ｐ１０～５９、便覧ｐ４～２７) 

☆ワークに直接書かず，「理科の学習ノート」のｐ１か

ら，対応する問題に解答しましょう。 丸つけまで

やる！ 

☆わからない問題が多いと思うので，「教科書」や「理

科便覧」をよく読んで解きましょう。 

☆どうしてもわからなければ，解答・解説で確認しよ 

う。 



英語 

２点式ペンマンシップ 

① ｐ２～９ 

② ｐ１０～１７ 

③ ｐ２１～２３ 

①アルファベットの大文字・小文字を完璧にする。 

②Unit0 の単語を書けるようにする。 

 ※発音は授業で教えます。 

 

 

 

そ の 他

の教科 

＜保体＞ 

・保体ワーク資料ノート 

P2，4，6，8，10，34，36，38 のウォ

ームアップに取り組みましょう。 

・体づくり運動などでの体力づくりをし

ましょう。 

 

 

 

＜美術＞ 

・ワークシート「色の感情」１枚 

 

 

 

＜音楽＞ 

・音楽ワークブック１ 

P48～53（計 6ページ）を記入しましょ

う！ 

 

＜家庭＞ 

・技術・家庭科ノート（家庭分野）p76 

・技術・家庭科ノート(家庭分野) 

P72～74 

 

＜保体＞ 

考えたり，思い返えしたりしながら取り組みましょ

う。 

可能な範囲で運動しましょう。（仙台市教育委員会 HP

に在仙プロスポーツ団体等による運動不足解消等の

ための動画コンテンツを掲載される予定です。参考

にしましょう。） 

 

＜美術＞ 

身の回りにあるたくさんの色を見ながら考えて， 

できるだけムラ無く丁寧に塗りましょう。 

 

 

＜音楽＞ 

解答を見て丸付けまで済ませましょう！ 

 

 

 

＜家庭＞ 

① 自分の好きな色や服装を考えてみよう！ 

② 教科書を読み，自分の生活を振り返りながら記入

しましょう。 

 

＊説明をよく読んで，しっかり取り組みましょう＊ 

 

※課題提出日：６月１日（月） （保体以外） 

 

※保体の課題提出日は，休業明けの最初の授業日になります。 

（帰りの会終了後に教卓の上に，氏名を記入して出席番号順に） 

 



◆休業中の課題～NEW◆ 

２年生の皆さん，毎日元気に過ごしていますか。朝もしっかり起きて，３食しっかり食べ，程よ

く運動もして，十分に睡眠をとりながら，規則正しい生活を心掛けましょう。 

さて，臨時休業が延長となりましたので，新たな課題をお知らせします。下記の説明を確認

し，計画的に取り組んでほしいと思います。それでは，もう一頑張りです。ファイト～！ 

                          
 

仙台市立六郷中学校 

《５月１１日（月）～３１日（日）》  
 
 
 
 
 
 
 

＊説明をよく読んで，しっかり取り組みましょう＊ 

教科 学 習 内 容 学習の進め方・ポイント 

国語 

○教科書の音読 
「見えないだけ」「アイスプラネット」

「季節のしおり」「枕草子」「生物が記録

する科学」 
○基礎の学習 国語２ 
 ｐ４～ｐ２９ 
○新出漢字の練習 

・すらすら読めるまで音読練習をしましょう。 

・基礎の学習の問題を解き，答え合わせをします。分

からないところは解説をよく読んでおきましょう。 

・新出漢字の読み方や書き方が分かるように工夫して

学習しましょう。 

・語句の意味を辞書で調べておきましょう。 

社会 ○社会の自主学習 地理 P2～27 
○社会の自主学習 歴史 P2～7 

・地理分野は予習なので，教科書をもとに学習を進め

ましょう。 

・歴史分野は１年生の復習です。 

・丸付け，訂正など空欄がないように丁寧に取り組み

ましょう。 

数学 
○数学の問題ノート 
 数学２年へのとびら（全て） 
ｐ２～２７ 

文字式の計算は１年生の復習です。 

変わったことは，文字の数（種類）が多くなったこと。 

文字の種類が多くなったときの計算のルールを，教科書の

例題を見ながらやってみましょう。P2～２７は１日２ページを

目安として，できない箇所には印をつけておきましょう！ 

理科 ○理科の学習２ Ｐ３８～Ｐ５３ 
 学習ノート（緑色）に解く 

・２年生の予習となるので，教科書（Ｐ８６～Ｐ１２４）や便覧

を見ながら学習を進めましょう。２年生の内容は，「動物

の生活と生物の変遷（生物分野）」から始めますので，気

をつけてください。 

・丸付け，間違い直しをしっかりとして，丁寧に取り

組みましょう。 

※「ＮＨＫ for School」や「仙台市科学館」のＨＰを見

ると，オンラインで学習内容を配信しています。参考に

してください。 

英語 

２年の教科書 Unit 0 ～ Unit 1 part 3 

（１）A ノートに予習①～③をする 

①本文 ②語句 ③語句の意味調べ 

（２）B ノートに単語練習する 

（１）②語句 を最低５回ずつ書く 

 

・（１）は授業で確認（評価）します。学校開始後困らないよう

に，今のうちに完成しておきましょう。余裕のある人はど

んどん予習を進めて構いません。 

・（１）の範囲の単語を覚えるため，（２）で最低５回は練習し

ましょう。学校再開後に提出（評価）します。もちろん５回

以上やっても構いません。覚えるまで頑張りましょう！ 



そ の 他

の教科 

 
＜保体＞ 
①保体資料ノート 
P2，4，6，8，10，12，14，34，36，
38 のウォームアップに取り組みましょ

う。 
②体づくり運動などでの体力づくりを

しましょう 

 

 

 

＜美術＞ 

① 風景スケッチ１枚 

視点を少し工夫してクロッキーブック

１枚にスケッチをする。 

教科書    １年ｐ１２・１３， 

２・３年上巻ｐ８・９    参照 

 

 

＜音楽＞ 
音楽ワークブック 2・3 上 
P36，37，49，51，53，を記入しましょう 
 
 
＜技術＞ 
技術・家庭ノート【技術分野】Ｐ76～80 

 

＜保体＞ 

①考えたり，思い返したりしながら取り組みましょう。

（ワーク回収日は休業明け最初の授業日，帰りの会

終了後に教卓の上に出席番号順で提出）＊氏名記入 

②可能な範囲で運動しましょう。（仙台市教育委員会 HP

に在仙プロスポーツ団体等による運動不足解消等の

ための動画コンテンツが掲載される予定です。参考

にしましょう。） 

 

 

＜美術＞ 
① 自宅付近で題材を探すこと（室内可） 

縦画面・横画面どちらでも可 
色を付ける（色鉛筆やペンなど） 
＊クロッキーブックの表紙に，２年生の４桁番号を 
書いておきましょう 
 
 

＜音楽＞ 
・解答を見て丸付けまで済ませましょう！ 
 
 

 

＜技術＞ 
・教科書を見ながらノートをまとめていきましょう。 

・解答を見て，丸付けまで済ませておきましょう。 

※家でスマホなど情報を扱う時間が増えてきている人

が多くなってきているのでは？だからこそ，情報モ

ラルに関して学習していきましょう。 

 

課題は休業明けの最初の登校日に各学級で回収します。 

 
 
 
 
 



◆臨時休業中の課題～NEW◆ 

３年生の皆さん，毎日元気に過ごしていますか。朝もすっきり起きて，３食しっかり食べ，程よく運動もし

て，十分に睡眠をとりながら，規則正しい生活を心掛けましょう。 

さて，臨時休業が延長となりましたので，新たな課題をお知らせします。下記の説明を確認し，計画的に

取り組んでほしいと思います。『学習計画表』や『きずなノート』も引き続き記入をしましょう。 

課題は，臨時休業明けに各学級，もしくは各教科の授業にて回収・点検します。しっかり準備をしておいて

ください。 

それでは，もう一頑張りです。１日１日を大切に，できることにしっかり取り組んで充実した毎日を過ごしま

しょう。ファイト～！ 

                          
 

仙台市立六郷中学校 

《５月１１日（月）～３１日（日）》  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教科 学 習 内 容 学習の進め方・ポイント 

国語 

◆『基礎の学習 国語３年』 

・P6,7 下側 漢字，語句の部分 

・P14 下側 漢文の訓読１，２，３ 

・P20～21 全ての問題 

◆語句調べ 

『春に』『握手』『論語』を読み，わからない

語句の意味を辞書で調べましょう。 

◆前回出した漢字プリントに取り組んだ上で，ワークの漢

字の部分を力試しで解いてみましょう。わからなかった

漢字は自分なりの方法で復習し，再度問題にチャレンジ

していきましょう。 

◆『春に』『握手』『論語』を音読し，意味がわからなかった

語句の意味を辞書で調べましょう。意味調べをしたもの

は配布した「意味調べプリント」に記録しましょう。 

社会 

１「社会の自主学習・地理」（＝ワーク） 

・P.５２～６９（※全員頑張りましょう！） 

 ①第１週分 P.５２～５７（関東） 

 ②第２週分 P.５８～６３（東北） 

 ③第３週分 P.６４～６９（北海道） 

２「中学生の歴史」（＝教科書） 

・P.１９４～２３３を読んでおく 

（※余裕のある人はこちらも是非！） 

・課題１は，皆さんがすでに持っている「自主学習・地理」

（ワーク）の中の関東地方・東北地方・北海道地方の部

分です。範囲は予習の内容になりますが，教科書を参

考にしながら取り組みましょう。 

※他の教科とのバランスを考えながら，週ごとに計画的

に進めましょう。頑張ってください！ 

・課題２は，余裕のある人が取り組んでください。歴史の予

習です。教科書をじっくり読んでみましょう。 

＜５／１１（月）・１２（火）の配布物一覧＞ ～必ず確認しましょう～ 

 

① 『第３学年 学習の内容と進め方』 ※この用紙 

② 『学年だより』 

③ 『学習計画表』 ※３枚（３週分：青色は 5/19（火），黄色は 5/25（月），緑色は臨時休業明けに提出） 

④ 『朝学習プリント』 ※９枚（３教科分） 

⑤ 『教科学習プリント 問題・解答』  ＊国語は『意味調べプリント』 

＊数学  ＊英語   

 

＊５／６（水）までの課題（『課題帳』），『学習計画表』，『新年度の目標』は，５／１９（火）の登校日の際

に，提出してください。 



数学 

『数学３年へのとびら』 

・すべてのページ（答合わせを含む） 

『プリント集』 

・すべてのページ 

◆『数学３年へのとびら』は補助教材の付録です。 

◆『プリント集』は２年生の復習です。 

・問題が９ページ分，解答が３ページ分あります。 

◆余裕がある人は，３年生の教科書を読んだり，ワークに

取り組んだりしてみましょう。 

理科 「理科の学習３」 

P２～１１ 

教科書を参考にしながら解き進めてみましょう。 

１・２年の理科の学習を何度も解き直すとなお良いです。

今の期間を１・２年の学習内容を固めるチャンスだと思って

頑張りましょう。 

英語 

① 英語ワーク・３年エイゴラボ 

P２～ P７ 

② 英語学習プリント 

＊表現の学習  ＊リーディングシート 

 

＊２年生までに学習した英単語 

＊２年生の学習の内容の復習 

①エイゴラボに取り組む際は，２年生の教科書等を参考に

しながら，学習を進めてみましょう。 

②学習プリントは，１日１ページのペースで進めるといいで

しょう。リーディングシートは，週に１～２ページのペース

で進めてみましょう。 

＊単語については，２年生の教科書の巻末に単語リストが

ありますので，活用してみてください。 

★繰り返し学習することが大切です。 

そ の 他

の教科 

＜保体＞ 

①保体ワーク資料ノート 

P2，4，6，8，10，34，36，38 のウォームア

ップに取り組みましょう。 

②体づくり運動などでの体力づくりをしま

しょう。 

 

 

＜美術＞ 

①教科書や資料集の参考作品を見て，自

分に合ったテーマや表現の工夫を考えて

おく。 

 

＜音楽＞ 

音楽ワークブック 2・3 下 

P49，51，52，53，を記入しましょう！ 

＜家庭＞ 

① ワーク p4，10，11②ワーク p6～9 

＜保体＞ 

①考えたり，思い返したりしながら取り組みましょう。（ワー

ク回収日は休業明け最初の授業日，帰りの会終了後に

教卓の上に出席番号順で提出）＊氏名記入を忘れずに 

②可能な範囲で運動しましょう。（仙台市教育委員会HPに

在仙プロスポーツ団体等による運動不足解消等のため

の動画コンテンツが掲載される予定です。参考にしまし

ょう。） 

＜美術＞ 

①キーワードやメモをクロッキーブックなどに書いておくと

授業が始まってから進めやすくなります。 

＊鑑賞のワークシートの提出は最初の授業日から最初

の登校日に変更します。 

＜音楽＞ 

・解答を見て丸付けまで済ませましょう！ 

 

＜家庭＞ 

①自分の幼少期から今までの成長を振り返ってみよう！

②教科書をよく読み，自分の生活を振り返りながらワーク

を解きましょう。 

 

朝学習のプリント（国語・数学・英語） 

＊３教科３枚ずつ，計９枚あります。平日，１日１枚のペー

スで進めましょう。 

＊１日の学習のスタートは，まずはこの朝学プリントから

取り組んでみましょう。 

※課題は休業明けの最初の登校日に各学級で回収します。 

 


