
令和２年度 １年生課題 5 月 25 日提出 一覧表 
 内容 提出日・評価・備考 

国語 

Ⅰ5/25 音読「ちょっと立ち止まって」」意味調べ「大人になれなか
った弟たちに,,,,,,」 「花曇りの向こうに」「ダイコンは大きな

根？」「ちょっと立ち止まって」「星の
花が降るころに」の意味調べを２５日
提出してください。 

辞書に載っていなかった語句は授業
で確認するので、空欄のままで大丈
夫です。 

Ⅱ5/26 音読「ちょっと立ち止まって」動画 eboard「中学国語 文
法 言葉の単位と文節」の１の視聴と課題 

Ⅲ5/28 音読「ちょっと立ち止まって」動画 eboard「中学国語 文
法 言葉の単位と文節」の２の視聴と課題と答え合わせ 

社会 

Ⅰ5/18  緯度と経度 

５月２５日提出 
記名をしておいてください。 

Ⅱ 5/20  いろいろな地図 

Ⅲ 5/21 １章まとめ 

数学 

Ⅰ5/18 課題プリント：正負の数演習 1 

5月 25日提出 
記名をしておいてください。 

Ⅱ5/20 課題プリント：正負の数演習２ 

Ⅲ5/22 課題プリント：正負の数演習３ 

理科 

Ⅰ 小学校の復習⑤ 

今回の提出はありません。 Ⅱ 小学校の復習⑥ 

Ⅲ iプリ 身の回りの生物 

英語 

Ⅰ ５/１９課題プリント（Unit1 Part1） 

５月２５日（月）提出 
※１学期の評価に含みます。 

（関心・意欲・態度） 

Ⅱ ５/２１課題プリント（Unit1 Part２） 

Ⅲ ５/２２課題プリント（Unit1 Part２） 

音楽 
・「高井戸中学校の歌」について学習しよう③ 
・楽譜（４月に配布したものと同じです。手元にない人は印刷して
ください。） 

・今回の提出はありません。 

美術 

美術家レポート課題１枚 提出日５月２５日(月) 
※野菜のデッサンは授業再開最初の
授業に提出して下さい。 

保体 

①運動健康チェックカード 
②ラジオ体操        ※①、②は継続です！！ 
③以降は別紙のとおり（課題について） 

①は学校再開の日に提出 
③は 5月 25日提出（女子のみ） 
 

技術 
①材料の特徴とその利用法 

②材料を加工して製作品になるまでの手順 

※教科書を参考に穴埋めしましょう。 

今回の提出はありません。 

保管しておいてください。 

家庭 
① 家庭のはたらき 
② 家庭の仕事を支える社会 
③ わたしたちの家庭生活と地域 

・全て提出 【５月２５日（月）】 

 

保護者の皆さまへ 

提出期日が各教科により異なり大変分かりづらくなってしまっています。大変申し訳ありません。

登校してからの提出物を持ってきてしまったなど、お受け取りいたしますので、お声がけください。

また、先週の提出分があった、すでに提出してしまったなどの場合も大丈夫ですのでお伝えくださ

い。 

 



令和２年度 ２年生 休校中の課題一覧表(5/25 提出) 
※提出課題には黄色マーカで書いてあります。(５月１８日～２２日までの課題) 

 内容 解答掲載日・備考 

国語 

Ⅰ 漢字の読みテスト 
・提出なし（家庭で保管） 
※百人一首一覧はよく目にするとこ
ろに貼って一句でも多く覚えまし
ょう。 

Ⅱ 百人一首１～20 

Ⅲ 百人一首 21～30 

社会 

Ⅰ 歴史 №３２（安土桃山文化） 
・提出なし 
※地理は授業でやるのでプリントを
なくさないように保存しておきまし
ょう。 

Ⅱ 地理 №４７（世界の資源・エネルギー） 

Ⅲ 地理 №４８（日本の資源・エネルギーと電力） 

数学 

Ⅰ ①学習プリント(３枚)※ノートに貼る(２年教科書 P12～14) 

  ②類題プリント 

提出日：５月２５日(月) 
＜提出について＞ 
①については休校明け 
②についてはⅠ～Ⅲをまとめてステ
イプラー止めをして５月 25日(月) 

 に提出 
 ※難易度別になっているので人に 
 よって解く問題量が変わります。 

Ⅱ ①学習指令所の通りノートに問題を解く(２年教科書 P15～16) 

  ②類題プリント 
Ⅲ ①学習指令所の通りノートに問題を解く(２年教科書 P17～19) 

  ②類題プリント 

理科 

Ⅰ 休校中の課題 指示薬・薬品の復習のプリント 
・提出あり：プリント（「みんなの学
習クラブ」も含みます）のみ提出 

 
ノートは後日 

Ⅱ2年理科生物 No.4のプリント 

Ⅲ2年理科生物 No.5のプリント 

英語 

Ⅰ 単語確認テスト、文法プリント過去進行形、 

たてよこドリルプリント(音読用)、教科書 p.9 

提出なし 
Ⅱ 単語確認テスト、文法プリント過去進行形、 

たてよこドリルプリント(音読)、教科書 p.10 
Ⅲ  単語確認テスト、ライティング ”My School Life” 

「わたしの好きな高井戸中」 

音楽 「夏の思い出」の情景を思い浮かべながら、表現を工夫して歌おう② 提出なし 

美術 美術科レポート課題１枚 
・提出日あり レポート 
※絵文字の下書き提出は学校再開最
初の授業の日です。 

保体 

①運動健康チェックカード 
②ラジオ体操        ※①、②は継続です！！ 
③以降は別紙のとおり（課題について） 

提出なし 

技術 

①肥料を与える技術      教科書ｐ151 

②良い苗を育てる技術     教科書ｐ152 153 

終わったら答えを確認してノートに貼っておこう。A4サイズでノートに貼れな

い場合は余白を切って貼るか、ノートへ挟むかしてください。 

提出なし 

※授業で使います。 

家庭 
・衣服の入手計画と選び方③ 
 
・衣服の汚れと手入れ 

提出あり 
※黄色でマークしてあるもののみ提出 
※５月２２日、２９日分の課題は 
 学校再開後の最初の授業で提出 

学年 ・学習計画表 
提出あり 
※５月２１日（木）まで記入 

その他 

・自己紹介カード 
・作文 
・生徒環境調査表 
・就学援助書類（5／18まで） 
・個人情報同意書 

※提出されていない方のみ 

 



令和２年度 ３年生 休校中の課題（5/25 提出）一覧表 
 内容 提出日・評価・備考 

国語 

Ⅰ 形容詞の活用（プリント 3枚） 
漢字のプリントは提出不要。 
形容詞の活用プリント 3 枚、握手
ワークシート①を 5月 25日（月）
提出。 
新基礎の学習は学校再開後 

Ⅱ『握手』意味調べプリント、ワークシート① 

Ⅲ『握手』 新基礎の学習Ｐ６～１１ 

社会 

Ⅰ学習プリント No.34（学習の進め方を参考に見ながらやってください 

答え合わせをしておいてください 
提出は学校が再開してから 

Ⅱ学習プリント No.35（学習の進め方を参考に見ながらやってください 

Ⅲ学習プリント No.36（学習の進め方を参考に見ながらやってください 

数学 

Ⅰ 多項式と単項式の乗法、除法・多項式の乗法（式の展開） 
 ・教科書Ｐ１２～１６・リピートＰ９～１２、１５～１６ 

提出は学校が再開してから 
 
※①春休み宿題 
②ダッシュ８０ファイル 
を提出していない人は 25日 
に提出してください。 
 

Ⅱ 乗法の公式（乗法公式を使う展開） 
 ・教科書Ｐ１７～２０・リピートＰ１７～２２ 

Ⅲ いろいろな式の展開 
 ・教科書Ｐ２１～２２・リピートＰ１３～１４、２３～２６ 

理科 

Ⅰ HP上の授業動画を見て、化学プリント１に取り組む。 新しく３年生用の化学ノートをつ
くり、そこに化学プリント１～３
と I プリ１・定着問題・標準問題
を貼っておくこと。 
※学校再開後、提出日を連絡し、
ノート提出をしてもらいます。 
 

Ⅱ HP上の授業動画を見て、化学プリント２に取り組む。 

＋ 学習プリント(Iプリ・定着問題・標準問題)をやってください。 

  ※化学プリント１の解答を HP上に掲載 

Ⅲ HP上の授業動画を見て、化学プリント３(前半)に取り組む。 

  ※化学プリント３の後半は次回学習します。 

英語 

Ⅰ Unit1-3(p.10-11)Read and Think 1 導入プリントを使って自力で
読み、問題を解いてから、音読シートで詳しく内容を理解する。 ・各自で音読練習をしてくださ

い。 
 
・英作文:My favorite movie 
 ５月２５日（月）提出 

・その他のプリントは各自保管。 

Ⅱ Unit1-4(p.12-13)Read and Think 2 導入プリント 
  make＋A＋Bの理解。「学習クラブ」の SVOC(make)で演習をする。 

Ⅲ Unit1-4(p.12-13)Read and Think 2 音読シートで内容理解。 
  英作文:My favorite movie  

音楽 ・「花」の情景を思い浮かべながら、表現を工夫して歌おう② 

・解答例は当日の午後掲載。 
・５月２５日には提出しなくて大
丈夫です。保管しておいてくだ
さい。 

美術 美術科レポート課題１枚 提出日５月２５日(月) 

保体 ①運動健康チェックカード 
②ラジオ体操         ※①、②継続です！！ 

①は、学校が再開した日に提出 

技術 エネルギー変換に関する技術復習・確認テスト② 
40分、時間をはかって行いましょう。教科書など見ても構いません。 

解答掲載は当日の午後 

家庭 
①商品購入のプロセス 
②生活情報の活用 
③暮らしの中のマーク 

・５月２５日（月）提出 

学年 ・学習計画表 ・５月２５日（月）提出 

 


