
令和元年度 中学１年生 休校期間中の学習課題一覧 
課題内容 取り組み方など 

【国語】 

① 学年末考査範囲の学習 

 教科書、常用漢字ワイドアルファ、必修テキストの整理 

② 中 1 のまとめの学習 

 ・アクティブ中１のまだ終わっていない部分 

 ・アクティブ中２の Ｐ８４～Ｐ１０３ 

① 教科書、辞書、ノート、便覧などを参考に語句の意味や漢字などの基本

を覚える。特に漢字が苦手な人は過去のプリントを利用して何度も練習

する。必修テキストは問題の条件を考えた答えになっているかに注意し

て取り組む。 

② まだ取り組んでいない問題について、一日に何ページやるか計画を立て

て取り組む。1日に必ず分掌を読んで、答を書くというペースを守る。 

【代数・幾何】 

・学年末考査範囲（休校に伴う修正）に対応する教科書や

体系問題集の問題 

・新中学問題集 2 年 p.67～p.103、p.123～p.155 

・新中学問題集 3 年 p.16～p.30 

 

上記課題が終われば新中学問題集 3 年 p.4～p.14 にも取

り組みましょう。 

①教科書やノートを見て、語句の意味や公式、基本問題の解き方をしっかり

覚える 

②教科書の問題や問題集をくり返し解く 

 ※必ず大問ごとに丸付けをし、間違えた問題があればなぜ間違えたのかを 

確認して同じ間違いをしないようにしましょう。 

 

※必ず毎日 30 分以上は数学に触れる時間を作りましょう。 

【英語 R】 

・『5-STAGE 英文法完成』BOOK2  p.4~67 の復習 

 ※手元に 5-STAGE がない場合は， 

『ENGLISH SEARCH I』でも代用できます。その場

合の該当ページは，p.154~204 になります。 

・『DATABASE4500』p.14~57 の単語を覚える 

 ※手元に DB がない場合は，『5-STAGE』の各 UNIT の

最後のページにある[WORD CHECK]の単語を覚える

勉強をしてみましょう。 

・（発展的）アドバンスト模試の解き直しと復習 

【英語 L】 

・『UNLOCK BASIC』の復習 

・（発展的）『5-STAGE 英文法完成』BOOK2 

Unit01~07 の FIFTH(5th) STAGE 

家にある CD を使ってリスニング練習 

【英語 W】 

・これまでに配布した「ノーブル英語賞への道」が完全に

できるようになるまでくり返す 

・（発展的）『5-STAGE 英文法完成』BOOK2   

Unit01~07 の FOURTH(4th) STAGE 

 

★必ずしも全ての問題に取り組む必要はありません。自分の習熟度・目標に合

わせて無理のない問題を選びましょう。ただし２～３度くり返して納得してでき

るようになるまで練習すること。１度解いて終わりにせず，間違えた問題の英

文を音読したり書いて練習したりするなどして，記憶に残す工夫をすること。 

★単語の勉強も読んで終わりにせず，発音したり書いて練習したりすること。 

 

 

 

 

★Ｌは耳慣れが大切なので，１日に集中して何題もやるよりも，毎日少しずつ練

習したほうが上達します。 

 

 

 

★英語Ｗは穴埋めドリル形式ではなく，１文を書き切る力が必要とされます。配

布された「ノーブル英語賞への道」を完璧に書き切れるようになるまで練習

するのが一番の近道です。さらに上を目指したい人は『5-STAGE』の FOURTH 

STAGE に挑戦してみるとよいでしょう。 

 

※必ず毎日 60 分以上は英語に触れる時間を作りましょう。 

【社会・歴史】 

・学年末考査の学習に全力で取り組む。 

 《教科書》１～１１９頁 

 《資料集》１～９３頁 

 《徹底演習テキスト》１～６７頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・先日郵送した「学習の取り組み方」のプリントに詳細が書かれています。

試験範囲が長いので、「徹底演習テキスト」の解き直しに加えて、教科書・

ノートをきちんと確認しながら、例えば時代ごとに年表や図をつくってノ

ートにまとめてみるなどの工夫を各自で行うこと。 

 

※先日郵送した「学習の取り組み方」のプリントに記載した内容（再掲） 

①『徹底演習テキスト』を、繰り返し演習すること。 

 ・【最優先】鉄砲伝来～「鎖国」のところを重点的に取り組む。 

 ・鉄砲伝来以前の範囲についても、重要語句を中心にまんべんなく復習す

る。 

②今回の試験範囲はかなり長くなります。鉄砲伝来～「鎖国」のところの復

習にメドがついた後、教科書・ノートも活用して全ての範囲について復

習すること。応用・発展問題では、「並び替え問題」なども出題されま

す。 

 ・全体の歴史の大きな流れを確認すること。 

 ・時代ごとに特徴や重要語句・人物を整理すること。 

 ・教科書にゴシック体（太字）で出てくる重要語句を、漢字で正確に書け

るように何度も練習すること。 



※学年末考査で問われる内容が中心です。計画的に学習を進めて下さい。 

※特に記載がない場合は課題として回収はしません。体調に十分留意しながら取り組んで下さい。 

※手元に教材がなくても学校に取りに行くことはできませんので、それ以外の教材を取り組むようにして下さい。 

 

【社会・地理】 

・学年末考査の学習に全力で取り組む。 

 《教科書》５～７１頁 

 《地図帳》１～５６頁 

 《徹底演習テキスト》４～４７頁 

 

 

・先日郵送した「学習の取り組み方」のプリントに詳細が書かれています。

授業プリントを中心に復習し、「徹底演習テキスト」で定着確認をしてく

ださい。白地図に書き入れてみるなど工夫して学習を進めてください。 

 

※先日郵送した「学習の取り組み方」のプリントに記載した内容（再掲） 

・試験範囲は、事前に連絡があったものから「ロシア」「アフリカ」を除き

ます。 

・新たに試験範囲に含む分野は「ヨーロッパ」になりますので、基本内容も

重要視します。その他、4月からの学んだ内容については応用問題に重点

を置きます。なかでも、「地形」「気候」は地理の要になる分野のため、こ

れまでの試験問題やプリント内容をよく復習してください。また、どの分

野も「地図」を確認しながら授業で扱った基本内容を定着させた上で、徹

底演習テキスト等の問題演習に取り組んでください。 

【理科】 

◇授業プリント（56～78）の問題解き直し 

◇問題集「中学の地学」P.4～45 「中学の化学」P.36～53 

 「中学の生物」P.6～71  P.94～107（骨格・筋肉を除く）    

①自力で解答する。 

②問題集の解説ページや教科書、授業プリントで調べながら解答する。 

③自己採点する。間違った問いは解答冊子の解説や問題集の解説ページ、教科書、

授業プリントを見ながら誤答訂正する。 



※学年末考査で問われる内容が中心です。計画的に学習を進めて下さい。 

※特に記載がない場合は課題として回収はしません。体調に十分留意しながら取り組んで下さい。 

※手元に教材がなくても学校に取りに行くことはできませんので、それ以外の教材を取り組むようにして下さい。 

令和元年度 中学２年生 休校期間中の学習課題一覧 
課題内容 取り組み方など 

【国語】古典の学習について 

「用言活用ノート」を使いましょう。苦手な部分を中心に 

Ｐ４～Ｐ３０までの問題に取り組んでください。 

「常用漢字ワイドアルファ」３級１～５回にもう一度取り

組みましょう。試験対策として教科書をじっくり読みまし

ょう。 

「必修テキスト」は試験範囲の問題を全部やりましょう 

「用言活用ノート」を学習してわからないところは「新しい古典文法」などで確

認しましょう。 

どこから出題されても大丈夫というところまで仕上げましょう。 

特に「和歌」の範囲を声を出して隅々まで繰り返し読んでください。 

 

【代数】＋【幾何】 

○4STEP P.33～P.43(126 番～176番)の解き直し 

P.79～P.87(311番～343番)の解き直し 

P.151,152(227番～239番) 

○ノーベル数学賞の間違えた問題の解き直し 

○授業で配付された演習問題プリントの解き直し 

○『短期完成 整数の性質ノート』P.2～P.5 

※上記を学習の主とし、この他に、数学Ⅰ第 1章「数と

式」、数学 A 第 2 章「図形の性質」の復習にも取り組む

こと。  

※以下は春季課題で課す予定です。 

○『チェックノート数学Ⅰ＋A』 P12～P19 

『マスターノート数学Ⅰ＋A』 P12～P19 

問題に取り組むときは  

①まず自分の力で解いてみる。 

②分からないところは授業のノートなどをみて考える。  

③それでも分からないところは解答をみて考える。 

①→②→③の順に進めてみてください。 

時間に余裕のあるときこそ、②③の取り組みや、間違い直しに時間をかけ、

ここまでの学習内容の確認と定着をはかって下さい。また、苦手な分野は４STEP

の問題を繰り返し取り組んでみてください。 

 

【英語 R】＋【英語 LW】 

NewTreasure2  

 Workbook Lesson 10~11: pp.102~124 

 文法問題集:pp.120~130, pp.134~144 

Treasure Hunt 

 Unit 8 (pp.32-35), Unit12(pp.48-51) 

※以前発送された文法 Review Quiz 復習プリント１枚 

１日３ページ程度（３０～４０分）取り組んでください。まとめて課題に取り組むのではなく、毎日

コツコツスタイルで日々英語に触れておいてください。毎日コツコツがポイントです！ 

① まず Workbook を取り組みます。わからない部分は教科書や授業ノートを参考に解く。 

② きちんと文法理解できているか確認のため、文法問題集を解く。 

※間違えた箇所を、なぜ間違えたかしっかり確認すること！ 

③ 文法 Review Quiz 復習プリントを使って最終理解度チェック！ 

④ Treasure Hunt を使って読解問題に挑戦！ 

※Workbook と Treasure Hunt のリスニング部分は必ず聞いて問題を解くこと！絶対に！ 

【社会】 

・学年末考査の学習に全力で取り組む。 

 《教科書》１～１５９頁 

 《資料集》１～１２５頁 

 《徹底演習テキスト》１～９９頁 

 

・先日郵送した「学習の取り組み方」のプリントに詳細が書かれています。

試験範囲がとても長いので、「徹底演習テキスト」の解き直しに加えて、

教科書・ノートをきちんと確認しながら、例えば時代ごとに年表や図を

つくってノートにまとめてみるなどの工夫を各自で行うこと。 

 

※先日郵送した「学習の取り組み方」のプリントの記載内容（再掲） 

①『徹底演習テキスト』を、繰り返し演習すること。 

 ・【最優先】「鎖国」～戊辰戦争のところを重点的に取り組む。 

 ・「鎖国」以前の範囲についても、重要語句を中心にまんべんなく復習す

る。 

②今回の試験範囲はかなり長くなります。「鎖国」～大政奉還のところの復

習にメドがついた後、教科書・ノートも活用して全ての範囲について復

習すること。 

 ・世界・日本の歴史の大きな流れを理解し、確認すること。 

 ・時代ごとに特徴や重要語句・人物を整理すること。 

 ・教科書にゴシック体（太字）で出てくる重要語句を、漢字で正確に書

けるように何度も練習すること。 

【理科】 

○問題集「中学の地学」P.98～141 

○授業プリント（72～88）の問題解き直し 

 

①自力で解答する。 

②問題集の解説ページや教科書、授業プリントで調べながら解答する。 

③自己採点する。間違った問いは解答冊子の解説や問題集の解説ページ、 

教科書、授業プリントを見ながら誤答訂正する。 



※学年末考査で問われる内容が中心です。計画的に学習を進めて下さい。 

※特に記載がない場合は課題として回収はしません。体調に十分留意しながら取り組んで下さい。 

※手元に教材がなくても学校に取りに行くことはできませんので、それ以外の教材を取り組むようにして下さい。 

令和元年度 中学３年生 休校期間中の学習課題一覧 

課題内容 取り組み方など 

【現代文】 

①『力をつける現代文基礎演習』２６～３０ 

②『常用漢字ワイドアルファ』Ｐ１５９まで取り組む 

③授業時配付プリントの復習 

・それぞれの教材に取り組み、解答解説をよく読んで復習をして下さい。 

・②は見て覚えるだけでなく、書いて覚えるようにしましょう。 

・③は教科書の演習プリントと授業時に実施した読解プリントをそれぞれ復習し

ましょう。 

【古文】 

①『力をつける古文』２１まで 

②『古典文法集中トレーニング 助動詞編』最後まで 

③『漢文必携』Ｐ３０まで 

④『漢文必携チェックノート』Ｐ９まで 

⑤『助動詞マスターノート』最後まで 

⑥『新しい古典文法演習ノート』Ｐ３９まで 

・それぞれの教材に取り組み、解答解説をよく読んで復習をして下さい。 

・②は年度当初に配付し、これまで授業では用いていない教材です（水色の表紙

です）。 

・③は～Ｐ２７までをよく読み、Ｐ２８～３０の問題に取り組んで下さい。 

・丸数字は優先順位を示しています。学校に置いてある教材のものは除き、他の

教材に取り組んで下さい。 

・助動詞全て、漢文の基礎事項（置き字まで）をこの時期にしっかり定着させて下

さい。 

【数学】 

①4step 数学Ⅱ＋Ｂ p67～p88 

②同封のプリント 

①はまずは 1 周制覇する。不明点は解説を見る。次に 2 周目は不明点をやる。 

 

②は授業で配布予定だったプリントです。復習に役立ててください。 

【英語 R】 

Unlock2 Unit6 Reading1/ Reading2 

テキストの問題を解き, 解答（配布済み）を参考に答え合わせを行って下さい。 

【英語 LW】 

①プリント冊子 

(11)現在完了～(12)間接疑問文の既習分野復習） 

②Vision Quest Workbook 

  Lesson12 不定詞(1)～Plus(10)仮定法 

☆必ずしも全ての問題に取り組む必要はありません。自分の習熟度・目標に合

わせて無理のない問題を選びましょう。ただし２～３度くり返して納得してで

きるようになるまで練習すること。１度解いて終わりにせず，間違えた問題の

英文を音読したり書いて練習したりするなど，記憶に残す工夫をしましょう。 

☆毎日 60 分以上英語に触れる時間を作りましょう。 

【社会】 

・ウィニング(ｐ96～ｐ139)を徹底的に取り組みましょう。 

・授業ノート（教科書でいえば、第１章の第１節、第 2 章

の第２節、第３章、第４章の範囲） 

・憲法の前文(教科書・資料集)でとりこぼしのないように 

・現在までの時事をよくみておこう。 

・高校の教科書・資料集を読み込むこと 

〇定期考査に向けては、ウィニングの問題(問題難易度)が基本となります。 

まずは、左の範囲の中から、定期考査範囲の単元を中心に復習をして下さい。

高校教科書、資料集を読み込むことで、より深い知識の習得を目指す期間とし

て下さい。加えて、新聞やネットなどでニュースを調べ、時事問題に備えましょ

う。 

【理科】 

【化学基礎】 

①基本セレクト化学基礎 p2～45※3 年次学習範囲 

②新編センサー化学基礎 p2～87※3 年次学習範囲 

【物理基礎】 

①フォローアップドリル p2～35※3 年次学習範囲 

【生物基礎】 

①リード Light ノート生物基礎 p4～29、p50～70（NO.88） 

 ※3 年次学習範囲 

※3 年次学習範囲をしっかりと復習する機会にしてください。 

  全ての問題に取り組む必要はありません。自分自身の苦手分野や伸ばした

い範囲を中心に演習問題に取り組んでください。 

 毎日の学習の中で定期的に学習する時間を作りましょう。 

※物理基礎/生物基礎については自分の選択科目に取り組みましょう。 


