
学習項目一覧表（中学1年）

教科 科目
週コマ数
（1コマ50

分）

学習方法 学習範囲
（教科書該当範囲など）

提出物

国語 5

①・②スタディサプリ講義動画を週１回配信します。
　　　教科書を読みながら講義動画を視聴し、
　　　内容を提出用ノートにまとめましょう。
　　　視聴後、講義動画のページの下の方にある
　　　テキストを確認し、該当範囲の練習問題と
　　　確認テストをノートに解き丸つけをしましょう
（※動画をどうしても視聴できない場合は、教科書を
見てテキストの問題のみを解いて下さい）

③郵送課題の「ダイコンは大きな根？まとめプリン
　ト」を解きましょう。

④「新国語の学習」を解き、〇つけをしましょう。
　直接書き込んでも提出用ノートに直接書き込んでも
　どちらでもかまいません。

⑤漢字テストを週１回配信します。
　スタディサプリを確認し、
　提出用ノートに解いて〇つけをしましょう。
　※提出用ノートに指定はありませんが、
　　縦書きで使用して下さい。

⑥【硬筆】えんぴつを用意し、「中学校書写」という
教科書に、お手本をよく見ながら書きこんでくださ
い。

①教科書「野原はうたう」（p.14～）
　　　　「花曇りの向こう」（p.26～）
　　　　「ダイコンは大きな根？」（p.44～）
　　　　「文法への扉１」（p.78)
　　　　「文法への扉２」（p.188）

②上記範囲のスタディサプリ配信動画の視聴し、
　練習問題・確認テストを提出用ノートに取り組
む。

③「ダイコンは大きな根？まとめプリント」（郵
送）

④「新国語の学習」p.18～23、
　　　　　　　　　p.44～46、
　　　　　　　　　p.114〜117

⑤スタディサプリメールによる漢字
　（範囲：常用漢字アルファ５級第１回～第４回）

⑥「中学校書写」p.12～15、p.24～p.25、p.36～37
※えんぴつのかたさはBや２Bがむいていますが、な
んでもかまいません。

〈春休みの宿題〉
・「マイティスプリング」
・常用漢字アルファ書き取り練習 p.2
〜25

・ダイコンは大きな根？まとめプリン
ト

・提出用ノート１冊
（スタディサプリ動画のまとめ、
　練習問題、確認テスト、漢字テス
ト）

・「新国語の学習」p.2～23、
　　　　　　　　　p.44～46、
　　　　　　　　　p.114～117
（※４月の課題の範囲も含みます）

・【硬筆】教科書「中学校書写」p.12
～p.15、p.24～p.25、p.36～p.37

社会 3

①教科書を読んで、問題集（必修テキスト、単元サポート）
を ノートに解いて、自分で答え合わせをしてください。問題
集は1回だけ解くのではなく、答えを暗記するぐらい繰り返し
解いて下 さい。

②送付された地図記号のプリントをやって下さい。このプリ
ントは最初の授業の時に提出して下さい。

③生徒用スタディサプリによる動画を視聴して、確認テスト
をやってみてください。
※　③についてはネット環境が様々なので、視聴できる人は
やってみてください。動画のテキスト、確認テストは全員に
送付してありますので、ダウンロード、プリントアウトしな
くても大丈夫です。
※　送付した地図記号のプリントの左側にも社会の課題の説
明が詳しく書いてありますので、そちらも読んでください。

①教科書P8～13、110～123

②問題集（必修テキスト）P10～15、74～77、80～83・・解
   答は問題集に挟まっています。

③問題集（単元サポート）P2、18、20・・②の必修テキストに
   挟まっている薄い問題集です。解答は後ろについています。

④地図記号とその由来調べ （教科書P138、必修テキストP92）

⑤生徒用スタディサプリ動画
　　「中学社会　地理　基礎　第1講　地球のすがた」
　　「中学社会　地理　基礎　第2講　世界の地域区分と特色」

・前回の課題の国調べ
・地図記号調べ
　
　　　　　　　　　　以上、プリント2枚

数学 5

4月にお知らせした課題の続きを行ってください。
具体的には以下の3点です。
① 教科書p.30～53（1章終了まで）の内容を読ん
で問題を解く（教科書の答えは添付しました）。
② 問題集（中学の代数Ⅰ）p.12～24 の問題を解
いて，解答を見ながら○付け，やり直し等も行
う。
③ スタディサプリにて動画配信を行っていますの
で、余裕があれば取り組んでください。5/11時点
で「お試し配信その５」まで配信済です。今後
も、週に1講座ずつ配信を予定しています。
なお、①②は各家庭で用意したノートに解いてく
ださい。提出は不要。

① 教科書p.30～53（1章終了まで）
② 問題集（中学の代数Ⅰ）p.12～24
③ スタディサプリ課題配信

ありません。

理科 3

①スタディサプリ授業動画で「中1理科　生物」に
ある8講を宿題配信しますので、動画を見た後、確
認テストを受けてください。週に3講座×3週（3週
目は2講座）の目安です。
②スタディサプリのメッセージを利用して、中間
試験までに学習する範囲の授業プリントを送信し
ます。そのプリントを参考にルーズリーフにまと
めノート（まとめプリント）を作成して下さい。
学校再開後にまとめプリントを提出してもらいま
す。①と少し学習内容が異なりますが、①の復習
の際にまとめを作成していくと良いでしょう。

①スタディサプリ動画を既に視聴、テストを受けて
いる人は2回目を行なう必要はありませんが、確認
テストをマスター出来るとより良いです。これから
観る人も確認テストをマスター出来るよう頑張って
ください。
②送信されたプリントを印刷する必要はありませ
ん。スマホやタブレット、パソコンの画面に映し出
し、自分でまとめプリントを作成しましょう。ノー
トに作っても良いのですが、学校再開後、理科では
授業プリントを用いて進めるので、ノートが無駄に
なってしまうのでルーズリーフの方がおすすめで
す。

音楽 2
郵送したA4片面のプリントの指示に従い、リズム
に関する授業動画を視聴してください。動画に合
わせてリズムを叩く練習をしましょう。

授業動画は、簡単なリズムについて学んだり、A4の
プリントに書かれた３つの楽譜について解説を交
え、一緒に練習をする内容になっています。３つの
リズムに関しては学校再開後、授業内で確認テスト
を行いますのでよく練習してください。

前回の課題（コロナ感染拡大防止ソン
グを作ろう・音楽の基礎知識Part１、
２）

美術 1 グーグルクラスルームに課題を配信します。 副読本「表現と鑑賞」P４〜P5  P10〜P11



学習項目一覧表（中学1年）

技術家庭 家庭 2

①グーグルクラスルーム「中学1年生」で家庭科の
授業配信を1週間に1回月曜日に行います。その1週
間の内に配信授業を見て、郵送した家庭科ワーク
に記入しましょう。グーグルクラスルームには授
業動画を5月、11・18・25日に配信する予定です。
②グーグルクラスルームを利用できない場合は、
郵送した家庭科ワークを教科書を参考にしながら
取り組みましょう。

①配信1回目：教科書P50-52、郵送の家庭科ワーク
No.1
　 配信2回目：教科書P50-53、郵送の家庭科ワーク
No.2
　 配信3回目：教科書P50-56、郵送の家庭科ワーク
No.3
②配信授業を利用できなくても教科書を見ながら
ワークに取り組
　み、教科書とワークのポイントと思う箇所にマー
カーをひきましょう。
　＊ネット環境が整ってから見ることもできます。

・前回の課題
・今回の課題、「家庭科ワークNo.1～
No.3」

学校再開後に授業担当者に提出してく
ださい。

保健体育 体育 3

Google Classroomから次の動画を見て、ストレッ
チや身体を動かす機会を増やし、みなさんの健康
維持につなげてください。

①引き続き、基本運動です。ご家族でもお試し下
さい。
②ストレッチ要素を含むゆっくりとしたダンス
「美しく表現する力」が必要です。
〖人に魅せること〗を意識して覚えましょう。
③「私の体調管理」Ａ３プリント

①動画
【体育】01-01 立ち姿勢でできる体幹トレーニング
【体育】01-02片足閉眼立ち耐久レース
【体育】01-03　腰痛に効くストレッチ
【体育】01-04　タオルを使ったストレッチ
②【体育】01-05　クーリングダウン(ダンス)
③プリントを活用して、自分の生活リズムを見直そ
う。

英語
（一般・
中級クラ

ス

4

スタディサプリの講義動画の配信が始まります。

郵送プリント ２種類(A3用紙３枚)
【スタディサプリ(生徒用)の中でも郵送プリント
の内容がpdf.で見れます】

①英語課題の進め方(一般・中級クラス共通)
②中１英語 課題日程表(一般・中級クラス共通)
　⇒学習の進め方や細かい指示が書いてあるの
で、よく読んで毎日の英語学習に取り組んでくだ
さい。

・スタサプ動画「中1英語 三省堂(New Crown)」 
 第1講～第6講] 
・教科書New Crown1(p.8～p.34) 
・英単語集(p.6～p.32) 
・英語の基本文型（p.6～p.16) 
・Keyワーク英語１年(p.7～p.33) 
 
＊中級クラスは、一般クラスと共通の課題の他に追
加の指示が中１英語 課題日程表に書かれていま
す。

４本線ノート２冊
①スタディサプリ動画用ノート
②英語練習用ノート

英語(上
級クラ
ス)

2

①　文法（文のルール）は大切です。「新中学問
題集　発展編英語３年」のKey Pointをよく確認し
ながら、問題を解いてください。（難しいところ
は説明を読みましょう）。 
 
②自由に英語で表現することは難しいですが楽し
いことです。ミスをあまり恐れずに、気楽な気持
ちで書いてください。 
 
③引き続きNHKラジオ「基礎英語２」を聴いてくだ
さい（余裕のある人は「基礎英語３」にもチャレ
ンジ！）。 
 
   Take care of yourself, and happy learning!

①　「新中学問題集　発展編英語３年」の第３章
「名詞・冠詞」と第４章「代名詞」P.40～p.53の問
題を解く。（ノートに書く、直接書き込む、どちら
でもよい） 
 
②英文で日記を書く（毎日でなくて良い。少なくと
も７日間、ノートにその日やったこと感じたことを
書いてみよう。量は自由） 
 
③NHKラジオ「基礎英語２」を聴取する。 
　　月曜～金曜　　　　6:15～6:30AM 
   （再）同日　　　　7:00～7:15,   9:15～
9:30PM 
           (付属のCDや無料アプリもあります)

①　「新中学問題集　発展編英語３
年」またはノート。

②　英文日記を書いたノート。

EC(一般） 2

今回からはぜひ！EC専用の Google Classroom 一
般用に入って指示に従ってください。 
すでに入っている人は引き続き中に入って指示に
従ってください。
 
 
クラスコード：ste6lag 
Google Classrooms, Worksheets, PowerPoint and
textbook: Connect 1 and Very Easy Writing 2

Connect 1: Lessons 3, 4, 5 and 6.
Very Easy Writing 2: Unit 1
Alphabet, Spelling names, Number and ordinals
1-31, Greetings, Months, phonics & Writing
practice.  Self-introductions, 3rd party
introductions, Be verbs, possessives,
favorites.

EC(中級） 2

引き続き、EC専用の Google Classroom 中級用に
入って指示に従ってください。

クラスコード：u46psci
Google Classrooms, Word Worksheets, and
PowerPoint

Review and mini quizzes: Interchange 1: Unit 1
(grammar, writing) and Eiken vocab (days,
seasons/months, countries, school/study)
Eiken vocab intensive: intro to and mini
quizzes (idioms, interrogatives, pronouns,
animals, transportation)

EC(上級） 4

引き続き、EC専用の Google Classroom 上級用に
入って指示に従ってください。

クラスコード：gnozhcy
Google Classrooms, Online Textbook, Word and
Google Worksheets, and PowerPoint

Students will be reading Escalate English 5
pg. 21-23. Supplimental Google worksheets,
including Vocabulary checks and reading
comprehension. Project: Students will research
a country they choose and find cultural
traditions related to that country. Term 1
Review and Test.


