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分散登校期間の各教科学習内容 

大形中学校 学習指導部 

 5月 14日（木）～29日（金）の期間に実施する授業における学習内容等は以下の通りです。 

教科 学年 学習内容 発展的な学習のアドバイス 期間中、授業で提示予定の家庭学習課題 備考 

国語 

1 学年 ＜文法＞ 

言葉の単位、文節（可能ならば「単語」

まで）（教科書 P.240～243） 
 

言葉の単位についての学習。文章・段落・

文・文節・（単語）について理解する。 

・その日に学んだ文法の問題の復習 

・P.4～7の漢字を練習する。（休校開

けに 50問テストを行います。） 

・休校期間が延びたことにより、さ

らに読書に励みましょう。 

・授業プリントの補充 

（宿題プリント） 

・漢字練習シートの記入 

（P.7まで） 

・読書記録（1～2冊） 

ワーク範囲 

「花曇りの向

こう」 

P.6～15 

2 学年 ＜文法＞  

名詞、接続詞、感動詞、副詞、連体詞 

（教科書 P.241～243） 
 
名詞、接続詞、感動詞、副詞、連体詞の

はたらきや種類について学習する。 

・その日に学んだ文法の問題を復習

し、知識の定着をはかりましょう。 

・P.4～7 の漢字を繰り返し練習し、

定着をはかりましょう。 

・様々な本を読み、美しい言葉や想

像の世界に触れましょう。 

・授業プリントの補充 

（宿題プリント） 

・漢字練習シートの記入 

（P.7まで） 

 

ワーク範囲 

「見えないだけ」 

P.2～3 

 

3 学年 ＜文法＞ 

助詞、助動詞(教科書 P.223～228) 
 
助詞・助動詞のはたらきや種類について

の学習。 

・その日に学んだ文法の問題の復習 

・Ｐ4～7の漢字練習 

（休校明けに 50問テスト実施予定） 

・ニュースや出来事に関する自分の

意見を文章にまとめてみよう。 

・授業プリントの補充 

（宿題プリント） 

・漢字練習シートの記入 

（P.7まで） 

 

ワーク範囲 

「春に」 

P.2～3 

 

社会 

1 学年 ＜世界のさまざまな地域＞ 

世界の姿、世界各地の人々の生活 

(教科書 P.6～25) 

 

緯度・経度、16方位、各国の面積・人

口、国旗 様々な環境で暮らす人々に

ついて 

興味のある国について本やインター

ネットなどを使って調べ、（地形、人

口、気候、伝統的服装、食事、住居、

おまつり、言語など）ステップアップ

ノートにまとめてみよう。 

・授業の内容から 5問問題を

作成する。（5問宿題） 

・確認テスト用のプリント。 

 

ワーク範囲 

地理１ 

P.４～17 

 

2 学年 ＜日本のさまざまな地域＞ 日本と同緯度の範囲にある国を 3 つ ・授業の内容から 5問問題を ワーク範囲 
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日本の姿 世界からみた日本の姿 

(教科書 P.128～P.143)  

 

日本の位置 日本の領域 都道府県        

地域区分世界の地形 について学習。 

選び、その特徴をノートにまとめてみ

よう。 

作成する。（5問宿題） 

・確認テスト用のプリント。 

 

地理１ 

P.66 67 70～

76 

3 学年 ＜開国と近代日本の歩み＞ 

明治維新         

（教科書 P.160～173） 

 

明治新政府による新しい政治，社会の

変化について 

新聞、テレビ、インターネットなどで

得られる情報をもとに、「今日 1番の

ニュース」を 1つ記録していきましょ

う。 

・授業の終わりに，次の時間に
用いる授業プリントを配付
します。家庭で，（  ）にあ
てはまる語句などを埋めて
くる。 

・授業の内容から 5問問題を
作成する。（5問宿題） 

ワーク範囲 

歴史 2･3  

P40～49 

数学 

1 学年 ＜正の数・負の数＞ 

数直線～加法と減法の混じった計算 

（教科書 P.16～32） 
 

正の数・負の数を数直線に表す、正の

数・負の数で量を表す、正の数・負の

数の大小、正の数・負の数の加法・減

法、加法と減法の混じった計算を学習

する。 

教科書 P.240、241 広がる数学 

教科書 P.252、253 数学を通して考えよう 
 

挑戦してみましょう。 

・ワーク 

・プリント 

 

2 学年 ＜式の計算＞ 

式の加法、減法～式の値 

（教科書 P.17～21） 
 

・２つの式をたしたり、ひいたりすること 

・かっこのある式を、分配法則を使って計

算すること 

・文字が２つ以上ある式について式の値を

求めること 

1 年教科書 数学広場（1 年教科書

P.239～259）に数学を活用する課題が

取り上げられています。 

読んで考えてみましょう。 

・ワーク 

・プリント 

ワーク範囲 

P.6～13 

3 学年 ＜式の展開と因数分解＞ 

乗法の公式～共通因数をとり出す因

数分解（教科書 P.19～25） 
 

2 年教科書 数学広場（2 年教科書

P.181～205）に数学を活用する課題が

取り上げられています。読んで考えて

みましょう。 

・ワーク P.16まで ワーク範囲 

P.10～16 
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乗法公式を使った式の展開、素因数分

解、共通因数をとり出す因数分解につい

て学習する。 

理科 

1 学年 ＜植物の世界＞ 

植物のつくりとはたらき 

（教科書 P.159～192） 
 

『種子をつくる植物にはどのような特

徴があるか』、また、『種子をつくらず、

別の手段で子孫を残す植物』についても

学習する。 

一歩外に出てみると色々な植物が顔

を出しています。教科書 P.146を参考

に観察活動をしてみよう。花のつくり

について、実験でやった花式図に展開

するとさらに詳しく調べることがで

きます。 

その日の学習内容を振り返る

プリントを課す。 

ワーク範囲 

P.69～73 

2 学年 ＜化学変化と原子・分子＞ 

物質のなりたちと化学変化 

（教科書 P.8～26） 
 

『原子とは何か、分子とは何か』を整理

し、原子モデルを使って、身近な物質を

表していく。また、化学反応についても

原子モデルで表していく。 

家の中にも色々な原子の記号・化学式

が潜んでいます。食品や生活日用品の

裏の製品表示を覗いてみよう。 

また、『身のまわりのものがどんな原

子でできているか』インターネットで

調べてみよう。 

その日の学習内容を振り返る

プリントや 1学年時の学習内容

を整理・演習できるプリントを

課す。 

ワーク範囲 

P.2～9 

 

3 学年 ＜運動とエネルギー＞ 

 力のつり合い（教科書 P.8～26） 

 力と運動（教科書 P.24～41） 
 

『力が物体にはたらくとどのような現

象が見られるか』ということについて学

習する。 

もっと速く走りたい！ 

もっと高く跳びたい！ 

もっと速くボールを投げたい！ 

 そんな気持ちが皆さんにはありま

せんか？気持ちに応えるヒントがこ

の単元には隠されているかもしれま

せん。 

その日の学習内容を振り返る

プリントや 1・2 学年時の学習

内容を整理・演習できるプリン

トを課す。 

ワーク範囲 

P.2～16 

英語 

1 学年 ＜be動詞と日常生活でよく使う英語＞ 

I am Tanaka Kumi（教科書 P.20～27） 

数字（教科書 P.26） 

曜日と教科（教科書 P.34） 

季節と月（教科書 P.57） 
 

be動詞を使って「私は～です」や「あな

好きな映画を英語音声で見てみよう。

できる人は日本語字幕なしにチャレ

ンジしてみよう。 

・授業プリントの補充 

・ワーク 

ワーク範囲 

P.4～17、 

30、60 

 



4 

 

たは～ですか」などの表現を学習する。

数字や曜日や月など、普段の生活でも耳

慣れた英語を使って学習する。 

2 学年 ＜一般動詞と be動詞の過去形＞ 

 Aloha!（教科書 P.6～10） 

 Peter Rabbit（教科書 P.11～13） 
 

一般動詞の過去形を使って「～しまし

た」の表現を復習する。be動詞の過去形

を使って「～でした」の表現を学習する。 

・過去形を使って、3文程度の英語で

「英語絵日記」を書いてみよう。 

・好きな映画を英語音声で見てみよ

う。できる人は日本語字幕なしにチャ

レンジしてみよう。 

・授業プリントの補充 

・ワーク 

・ノートづくり 

ワーク範囲 

P.6～19 

3 学年 ＜受け身形（復習） 

と現在完了形（継続用法）＞ 

 My Favorite Words（教科書 P.6～10） 

 France Then and Now（教科書 P.11～15） 
 

受け身形を使って「～されます」の表現

を復習する。現在完了形（継続用法）を

使って「ずっと～しています」の表現を

学習する。 

・教科書 P.9と裏表紙を参考に「好き

なことば」を紹介する英文を書いてみ

よう。 

・好きな映画を英語音声で見てみよ

う。できる人は日本語字幕なしにチャ

レンジしてみよう。 

・授業プリントの補充 

・ワーク 

・ノートづくり 

ワーク範囲 

P.6～19 

 

美術 

1 学年 ・「私の通学靴」の鑑賞 

・「レタリングの学習」 

①レタリングの練習 

②自分の名前を明朝体でレタリング 

■持ち物：休校中の課題作品 2点、教科

書、資料集、筆記用具、定規、ネームペ

ン 

動画で名作を鑑賞できる美術館があ

ります。関心のある人は、お家の方と

一緒に鑑賞してみてください。 

  

2 学年 ・「私の通学路」の鑑賞 

・マイキャラクター 

■持ち物：休校中の課題作品、教科

書、資料集、筆記用具、美術ファイル 

動画で名作を鑑賞できる美術館があ

ります。関心のある人は、お家の方と

一緒に鑑賞してみてください。 

  

3 学年 ・小箱の鑑賞 

・展示用名札付け 

動画で名作を鑑賞できる美術館があ

ります。関心のある人は、お家の方と
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・てん刻 

■持ち物：完成した小箱、教科書、資料

集、筆記用具、ネームペン 

一緒に鑑賞してみてください。 

音楽 

1 学年 器楽曲の鑑賞 

■持ち物：休校中の宿題、教科書、器楽

の教科書、白ファイル、コーラスフェス

ティバル 

ミュージカルやオペラなど、動画やレ

ンタルなどで見ることができる音楽

作品がたくさんあるので、興味のある

人は鑑賞してみてください。 

  

2 学年 箏の演奏・器楽曲の鑑賞 

■持ち物：教科書、器楽の教科書、教科

書、ワーク、白ファイル、コーラスフェ

スティバル 

器楽教科書に箏について書いてある

ページ（P.30～32）を読んでみてくだ

さい。 

  

3 学年 ギターの演奏・器楽曲の鑑賞 

■持ち物：教科書、器楽の教科書、教科

書、ワーク、白ファイル、コーラスフェ

スティバル 

器楽の教科書にギター（P.20～29）に

ついて書いてあるページを読んでみ

てください。 

  

体育 

全学年 ・家庭でできる体力トレーニング紹介 

・体力テスト 

晴天時：グラウンド・雨天時：体育館 

自分の興味のあるスポーツ動画を鑑

賞してみよう。 

自分の課題にあった体力トレ

ーニングを選択し、実践する。 

 

技家 

1 学年 【家庭】〈衣生活〉 

 必要な衣服を選択しよう 

（教科書 P. 114～P. 116） 
 

 『服を購入するときの手順』や『服を

選ぶポイント』、『服に付いている表示』

について学習する。 

服を購入したときに服のどこが良い

と思って購入を決めたか振り返って

みよう。また、私服に付いている「サ

イズ表示」「組成表示」「取り扱い表示」

を確認しよう。 

  

2 学年 【技術】 

5月の授業でミニトマトを植えます。 

（教科書 P．148～P．191） 

・教科書 P．168「移植・定植」「誘

引」を読んでおくと、授業での作

業がよりスムースにできます。 

・栽培(生物育成)の P．148～P．191

を読んでおくと、栽培についての

理解を深められます。 
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3 学年 【家庭科】 

保育について 

【技術】 

コンピュータについて 

   

道徳 

1 学年 ＜六十二枚の天気図＞ 

「真理を探究していくのに大切なこと

は，何だろう」をテーマに，知識や真理

を探究することについて考えを深めま

す。 

   

2 学年 ＜民主主義と多数決の関係＞ 

「集団や社会で何かを決めようとする

とき大切なことは何だろう」をテーマ

に、よりよい学校生活・集団生活のあ

り方について考えを深めます。 

   

3 学年 ＜村長の決断＞ 

「二つの行為が対立する場面で，自分

がどのような行動をとるべきか考えよ

う。郷土や自然を大切に思うことにつ

いて考えを深めよう。」をテーマに，郷

土の伝統と文化，自然愛護について考

えを深めます。 

   

 


