
２０２０度 中学３年 臨時休校中の各教科課題一覧 （５月１１日（月）～５月３０日（土）） 

 

 実施期間 英                 数 配信日・配信アプリ 提出日・提出方法 

国 

 

 

 

語 

５/1１（月）－ ５/１６（土） 

① 論理エンジン レベル 24 ステップ 2〜5 

② 発展新演習 p30〜p35、p10〜p11、p18〜p19(模試対策) 

③ 古典文法「動詞」(四段活用・上ニ段活用・下二段活用) 

④ 読書 100 字要約(読んだ所までを要約する。) 

※毎日の学習取り組みプランをロイロで配信します。必ず毎日確認してから取

り組むようにしてください。また、論理エンジン以外は、基本的に提出してき

た人から解答を配布します。丸つけ、赤字訂正後の再提出も忘れないでくださ

い。 

11 日新演習解答解説 

12 日新演習解答解説 

13 日パワーポイント音声資料、

板書 

14 日パワーポイント音声資料、

板書 

15 日漢字練習プリント 

16 日 100 字要約雛型 

※全てロイロノート 

11 日、12 日論理エンジン、新演

習 

1３日、1４日論理エンジン、ノー

ト 

15 日論理エンジン、漢字練習ノ

ート 

16 日読書要約 

※全てロイロノート 

５/１８（月）－ ５/2３（土） 

① 論理エンジン レベル 25 ステップ 1〜4 

② 古典文法「動詞」(上一段活用、下一段活用、ナ変、サ変、ラ変) 

③ 発展新演習 p38〜p43 

④ セレクト漢字検定演習 4 ※小テスト 5/22(金)9:00〜9:08 実施 

⑤ 読書 100 字要約 

※毎日の学習取り組みプランをロイロで配信します。必ず毎日確認してから取

り組むようにしてください。また、論理エンジン以外は、基本的に提出してき

た人から解答を配布します。丸つけ、赤字訂正後の再提出も忘れないでくださ

い。 

18 日文語動詞復習プリント、解

答 

19 日、20 日パワーポイント音

声資料、板書 

21 日文語動詞復習プリント、セ

レクト漢字検定プレテスト 

22 日第 4 回漢字小テスト、新演

習解答解説 

※全てロイロノート 

18 日論理エンジン、復習プリン

ト、セレクト漢字検定練習ノート 

(木曜日まで) 

19 日、20 日論理エンジン、ノー

ト 

21 日論理エンジン、復習プリン

ト 

22 日第 4 回漢字小テスト、新演

習 

23 日 読書要約 

※全てロイロノート 

５/2５（月）－ 5/３０（土） 

① 論理エンジンレベル 25 ステップ 5〜レベル 26 ステップ 4 

② 教科書 p167〜p169『発見する言葉―枕草子』(春はあけぼの) 

基礎知識、歴史的仮名遣い、音読、パワーポイント資料、ノート、チェック

ポイントプリント、必修テキスト、暗唱 

③ 漢字小テスト ※小テスト 5/2７(金)国語スクーリング実施 

④ 読書 100 字要約 

※毎日の学習取り組みプランをロイロで配信します。必ず毎日確認してから取

り組むようにしてください。また、論理エンジン以外は、基本的に提出してき

た人から解答を配布します。丸つけ、赤字訂正後の再提出も忘れないでくださ

い。 

25 日パワーポイント音声資料、

歴史的仮名遣い確認プリント 

26 日〜28 日パワーポイント音

声資料、板書 

29 日チェックポイントプリン

ト、解答、必修テキスト解答 

※全てロイロノート 

25 日論理エンジン、歴史的仮名

遣い確認プリント、音読録音、ノ

ート 

26 日〜28 日論理エンジン、ノー

ト 

29 日論理エンジン、チェックポ

イントプリント、必修テキスト 

30 日 読書要約 

※全てロイロノート 

数 

 

学 

５/1１（月）－ ５/１６（土） 

ベネッセの過去問 3 年分 5 月 11 日(月)にロイロノー

トに 3 年分送ります。 

各年度白紙のプリントに解

いて、○付け、は点数を記入

して各年度の提出ボックス

に 5 月 16 日までに提出 



５/１８（月）－ ５/2３（土） 

新中 P35～P37 ⑫ P40～44 まで 復習の内容 特になし すべて解いて、○付けをして

新中用のノートに解いて 5

月 23 日までにロイロに提出 

５/2５（月）－ 5/３０（土） 

新中 P45～P50 ⑫ P57～62 まで 復習の内容 特になし すべて解いて、○付けをして

新中用のノートに解いて 5

月 31 日までにロイロに提出 

英 

 

 

語 

５/1１（月）－ ５/１６（土） 

★復習 Week 

① 実力練成テキスト３ 不定詞（1）・不定詞（2）・動名詞 

② 長文読解 ・トレーニング（ロイロで配信） 

■ 長文読解 ・トレーニング

（ロイロで配信） 

★土曜日に提出です。 

・実力練成テキスト提出 

・長文読解トレーニング 

５/１８（月）－ ５/2３（土） 
★ベネッセ模試対策 

① ベネッセ模試 過去問題 

② リスニング ・トレーニング（ロイロで配信） 

■ 授業動画配信 

Lesson4  New Words 

■ リスニングトレーニング

（ロイロで配信） 

★土曜日に提出です。 

・ベネッセ過去問題提出 

・リスニングトレーニング 

５/2５（月）－ 5/３０（土） 
★Lesson4～分詞～ 

①学習動画 

②問題演習プリント①～⑤ 

■ 授業動画配信 

分詞解説 Part1-Part3 

★土曜日に提出です。 

・ プリント課題提出 Box 

社 

 

 

 

会 

５/1１（月）－ ５/１６（土） 

① 日本の民主化と冷戦① 

② 日本の民主化と冷戦② 

③ 世界の多極化 

④ 小テスト 

■ 授業動画配信 

配信日はロイロノート等

でお知らせします。 

基本的には配信日に締め切

りとします。 

５/１８（月）－ ５/2３（土） 

① 私たちにとっての政治と民主主義 

② 小テスト 

③ 法に基づく政治と憲法 

④ 小テスト 

■ 授業動画配信 

配信日はロイロノート

等でお知らせします。 

基本的には配信日に締め切

りとします。 

５/2５（月）－ 5/３０（土） 

① 日本国憲法の制定と三つの基本原則 

② 小テスト 

③ 日本国憲法と国民主権 

④ 小テスト 

■ 授業動画配信 

配信日はロイロノート

等でお知らせします。 

基本的には配信日に締め切

りとします。 

 

 

 

 

 

 

５/1１（月）－ ５/１６（土） 

☆学習内容 

 教科書 p.78～83「単元２ 1 章『1 生物の成長と細胞』」 

☆学習の手順 

プリント No.1～５の実施 

 ※授業動画や教科書を参考に穴埋めをする。 

  

動画・課題はロイロノートの

資料箱に入れています。 

 

参考 

NHK for School を検索し、

下の手順にすすむ。 

5/16（土）までに、ロイロ

ノートの指定の提出箱に提

出してください。 



 

理 

 

 

 

 

科 

☆スクーリング時は必ず教科書・新中学問題集・iPad を持参するこ

と。 

先生⇒教科書から探す 

⇒中学校理科大日本図書 理

科の世界 3 

５/１８（月）－ ５/2３（土） 

☆学習内容 

 教科書 p.84～93「単元２ 1 章『2 生物の子孫の残し方』」 

☆学習の手順 

プリントの実施 

 ※授業動画や教科書を参考に穴埋めをする。 

  

☆スクーリング時は必ず教科書・新中学問題集・iPad を持参するこ

と。 

動画・課題はロイロノートの

資料箱に入れています。 

 

参考 

NHK for School を検索し、

下の手順にすすむ。 

先生⇒教科書から探す 

⇒中学校理科大日本図書 理

科の世界 3 

5/23（土）までに、ロイロ

ノートの指定の提出箱に提

出してください。 

５/2５（月）－ 5/３０（土） 

☆学習内容 

 新中学問題集 p.88～93 

☆学習の手順 

①新中学問題集の指定の範囲を問題集用ノートに解く。 

 ※丸付けまですること。 

②チャレンジ問題をとく。 

☆スクーリング時は必ず教科書・新中学問題集・iPad を持参するこ

と。 

参考 

NHK for School を検索し、

下の手順にすすむ。 

先生⇒教科書から探す 

⇒中学校理科大日本図書 理

科の世界 3 

5/31（土）までに、ロイロ

ノートの指定の提出箱に提

出してください。 

体 

育 
５/1１（月）－ ５/30（土） 

（体育）学園体操の最終版を動画に撮り、提出する。（改善・練習を

して、最終版を提出。音声を入れて全身が映り、評価できるように送

ってください。） 

（保健） 

保健教科書 P86 ～ Ｐ90 を読んで、プリントＮｏ１～Ｎｏ２の穴

埋めをする。 

 

 

 

（保健） 

５月１１日（月）にロイロノ

ートで配信 

（体育） 

5 月３０日（土）までに各ク

ラスの保健体育の提出箱に

提出すること。 

（保健） 

ロイロノートで提出 

技術 

家庭 
５/1１（月）－ ５/30（土） 

（家庭科） 

☆アンケート（自己紹介） 

☆食生活を記録し、振り返りと改善点のプリント 

☆災害対策についてのプリント 

（家庭科） 

5/11(月)～随時 

ロイロノートで配信 

 

（家庭科） 

ロイロノートで提出 

美術 ５/1１（月）－ ５/30（土） 

木彫のアイディア～下絵の制作 5/11(月)以降 

ロイロノートで配信 

 

5 月 26 日（火）までに完成

した下絵を撮影し、ロイロノ

ートで画像を提出 

音楽 ５/1１（月）－ ５/30（土） 

アンケート（振り返り） 

楽典復習問題プリント 

5/11(月)～随時 

ロイロノートで配信 

 

ロイロノートで提出 

 


