
臨時休業中の課題について １年生 （４月１０日配布） 

 

 休校中を含め、４月１１日（土）～１６日（木）の課題は以下のようになります。 

 

◆スクールライフ記入 

 ・スクールライフに毎日の記録を残す。 

   登校日に学校で点検する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆到達度確認テスト（国語・社会・数学・理科） 

 ・自分で実施し、自己採点する。 

   自分で行い、丸つけ、直しをして、全教科提出する。 

 

◆１年英語課題テスト 

 ・２枚 

 ・自分で実施し、自己採点する。 

   自己採点した解答用紙を提出する。 

 

◆漢字プリント 

 ・２枚 

   自分で行い、丸つけ、直しをして２枚提出する。 

 

◆算数確認マスター 

 ・１～１０ （ｐ２～ｐ１１） 

   自分で行い、丸つけ、直しをして、登校日に学校で点検する。 

 

◆ステップアップノート 

 ・ステップアップノートのやり方にしたがって、１日１ページ以上行う。 

 ・４月１１日（土）～１６日（木）の期間なので、６ページ以上行う。 

   自分で行い、学校で点検する。 

  （例）小学校の復習（自分で工夫して行う） 

     到達度テストの解き直し、１年英語課題テストの解き直し 

     算数確認マスターの解き直し、漢字プリントの解き直し 

 

  提出物には必ず、組・番・氏名（フルネーム）を書いて提出する。 

「授業時間」の部分に

実施した学習内容を

記録する。 

「１日を振り返って」

には、文章で４行以上

残す。 

事実だけでなく、自分

が感じたことを文章に

する。 



臨時休業中の課題について １年生 （４月２１日郵送） 

 

 ５月６日（水）までの課題は以下のようになります。 

 

◆スクールライフ記入 

 ・スクールライフに毎日の記録を残す。 

   登校日に学校で点検する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆提出課題（必ず行う課題） 

  提出物には必ず、組・番・氏名（フルネーム）を書いて提出する。 

教科 内容 

社会 

☆プリント「①47 都道府県と地域区分」（両面同じ） 

 ・表（１回目）…地図帳の p.174 を見ながら、都道府県名と都道府県庁所 

         在地を書きなさい。 

         ※おもな伝統工芸品は書かなくてもよいです。 

 ・裏（２回目）…地図帳を見ないで、もう一度同じ問題を解きなさい。 

         →どこが分からなかったのか、自分が分かるように丸 

          付けをすること。 

 

☆プリント「⑨力だめし！世界の国名当て」（両面同じ） 

 ・表（１回目）…地図帳の p.1～3 を見ながら、１～４０の国名を書きな 

         さい。 

 ・裏（２回目）…地図帳を見ないで、もう一度同じ問題を解きなさい。 

         →どこが分からなかったのか、自分が分かるように丸 

          付けをすること。 

 

☆プリント「④六つの大陸と三つの海洋」（表）、「歴史人物プリント」（裏） 

 ・表…教科書 p.6～p.11 を見ながら、問題を解きなさい。 

 ・裏…写真の人物はそれぞれ誰か。また、何をした人物かそれぞれまと 

    めなさい。 

数学 

 

☆算数確認マスターを終わらせ、丸をつけて、間違えたところをなおして 

 提出する。 

 

「授業時間」の部分に

実施した学習内容を

記録する。 

「１日を振り返って」

には、文章で４行以上

残す。 

事実だけでなく、自分

が感じたことを文章に

する。 



英語 

☆英語パーフェクトノートを使って行う。 

 ・P.６～P.２１ 

  ①単語やアルファベットをなぞる。 

  ②なぞった下の段（横）に繰り返し練習する。 

   （１～３回ずつ書けるようになっています。） 

 ・P.４～P.５ 

  アルファベットの大文字・小文字（A～Z まで順番に）を練習する。 

美術 

☆絵文字とレタリングのデザイン予習プリント 

 ※休校開けの美術の授業で使用する。 

 ※美術の時間に持参する。 

 

 

◆ステップアップノート（必ず行う課題） 

 ・ステップアップノートのやり方にしたがって、１日１ページ以上行う。 

 ・５月６日までに、２０ページ以上行う。 

   ５月７日の朝に提出する。 

   これまでの苦手教科の克服（小学校の復習）に取り組む。 

   各教科の内容を参考にして、復習だけでなく予習も行う。 

教科 内容 

国語 

・教科書 P26～P32、P44～P52 までの教科書の下部にある意の意味を調べて 

 書く。 

・教科書 P257～P260 の問題を解く。 

・教科書 P296～P299 の漢字を 10 回以上書く。 

・教科書 P26～P32、P44～P52 の文章を黙読・音読する。 

数学 ・教科書ｐ233～ｐ235 の問題を解いて、丸付けと直しをする。 

理科 

・教科書ｐ１０～ｐ２８の内容を自分なりにまとめる。 

・教科書ｐ１４にあるルーペの使い方をまとめる。 

・教科書ｐ１５にある顕微鏡の使い方をまとめる。顕微鏡の各部の名称を 

 書いて覚える。 

・教科書ｐ１４にある双眼実体顕微鏡の使い方をまとめる。双眼実体顕微 

 鏡の各部の名称を書いて覚える。 

・教科書ｐ１６にあるスケッチのしかたをまとめ、身近なものをスケッチ 

 する。 

・教科書ｐ１０～ｐ２８の理科用語を書いて覚える（漢字のものは漢字で 

 覚える）。 

 （例）顕微鏡 双眼実体顕微鏡 がく 花弁 おしべ めしべ 花粉 

    やく 柱頭 子房 種子 胚珠 受粉 果実 種子植物 雄花 

    雌花 りん片 裸子植物 被子植物 など 

英語 ・英語パーフェクトノートで行った内容を繰り返し練習する。 

音楽 ・スクールライフ最終のページを見て、校歌の歌詞を書いて覚える。 

 



◆チャレンジワーク（必ず行う課題） 

 ・教科書を見ながら予習する。 

 ・５月６日以降の各教科（国語・社会・数学・理科・英語）の授業に持っていく。 

   解答はないため、授業の予習として取り組む。 

 

 

◆発展課題 

 ・レベルアップのために、さらに取り組んでみましょう。 

教科 内容 

数学 

・教科書ｐ8～51 をよく読み、太字で書かれているものについて 

 数学のノートにまとめる。 

・教科書ｐ8～51 の例題を数学のノートに書く。 

・教科書ｐ16、ｐ28、ｐ44 の基本の問題、教科書ｐ48～49 の章の問題を 

 数学のノートにして、丸付けする。（解答は教科書ｐ266） 

保健 

体育 

・スクワット、腹筋、腕立て伏せなど周りの人に迷惑をかけない（音や振 

 動を出さない）が大きな筋肉を動かす運動を１日２回（朝と夕方など） 

 時間を空けて行う。 

・３年生の範囲であるが、保健体育の教科書ｐ１３２～１３５「感染症の 

 原因とその広がり方」「感染症の予防」の内容をＳＵノートにポイント 

 をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



臨時休業中の課題について １年生 （５月８日郵送） 

 

 ５月３１日（日）までの課題は以下のようになります。 

 

◆スクールライフ記入 

 ・スクールライフに毎日の記録を残す。 

   登校日に学校で点検する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆チャレンジワーク（必ず行う課題） 

 ・教科書を見ながら予習する。 

 ・６月１日以降の各教科（国語・社会・数学・理科・英語）の授業に持っていく。 

   授業の予習として取り組む。 

   解答集があるので、間違ったところは自分で直して学習する。 

 

 

◆提出課題（必ず行う課題） 

  提出物には必ず、組・番・氏名（フルネーム）を書いて提出する。 

教科 内容 

国語 

☆漢字マスター 

  ｐ２～ｐ１９、ｐ７４～ｐ８０ 

  ※最初の授業で提出 

☆教科書の黙読・音読 

  ｐ２６～ｐ３２、ｐ４４～ｐ５２の文章を黙読・音読する。 

  ※提出の必要はないが、必ず行う。 

数学 

☆ベーシックマスター 

  小学校の復習ｐ１～ｐ６ 

  ※最初の授業で提出 

英語 

☆パーフェクトノート 

  チャレンジワークの指示に従って、新出単語と意味をパーフェクトノー

トに写す。（Ｕｎｉｔパート１～３、Ｕｎｉｔ２パート１～３までの内

容） 

  ※単語の調べ方を説明していないので、今回は自分のパーフェクノート

に正しいつづりを確認しながら書きましょう。自分で単語の意味を調

「授業時間」の部分に

実施した学習内容を

記録する。 

「１日を振り返って」

には、文章で４行以上

残す。 

事実だけでなく、自分

が感じたことを文章に

する。 



べてみたい人は教科書のｐ１３３～ｐ１４１で調べることができま

す。辞書はあわてて購入する必要はありません。辞書に関しては、学

校が始まってから案内します。 

美術 
☆プリント（４月に配布したもの） 

  前回配付したプリントをしっかり仕上げる。 

保健 

体育 

☆保体ノート 

 ・教科書ｐ２２～ｐ２７の内容を確認し、保体ノートｐ１８～ｐ２１の 

  「学習のまとめ」を記入。 

 ・教科書ｐ１１０～ｐ１１７の内容を確認し、保体ノートｐ２２～ｐ２９

の「学習のまとめ」を記入。 

 

 

◆ステップアップノート（必ず行う課題） 

 ・ステップアップノートのやり方にしたがって、１日１ページ以上行う。 

 ・新しいステップアップノートは各自で用意する。 

   最初に準備したステップアップノートと同様に用意する。 

   ・大学ノートであること 

   ・表紙に「ＳＵノート」、「１年○組○番 ○○ ○○（氏名を漢字フルネーム）」 

   ・ページの上の部分に行った日付を記入 

 ・５月３１日までに、最初に渡した１冊と新たなノート１０ページ以上行う。 

          ⇒４０ページ以上行うことを目標 

   ６月１日の朝に提出する。 

   これまでの苦手教科の克服（小学校の復習）に取り組む。 

   各教科の内容を参考にして、復習だけでなく予習も行う。 

教科 内容 

国語 
☆５月６日までの内容の継続（くり返し行う）。 

・教科書ｐ２９６～ｐ２９９の漢字を１０回以上書く。 

社会 

☆略地図作成 

・教科書ｐ１３を参考にして、世界の略地図を書き、地図帳のｐ９～ｐ１０

「世界の地形」、ｐ１５６「自然の統計」を見て、世界一長い川、世界一高

い山など、自分が大事だと思ったところを略地図に書き込む。 

数学 

☆問題練習 

・算数確認マスター、教科書ｐ２３３～ｐ２３５、到達度問題、チャレンジ

ワーク、ベーシックマスターなど、一度取り組んだ問題で、間違えたとこ

ろをもう一度解いてみる。 

理科 

☆５月６日までの内容と同様ですが、継続してください。 

・教科書ｐ１０～ｐ２８の内容を自分なりにまとめる。 

・教科書ｐ１４ ルーペの使い方をまとめる。 

・教科書ｐ１５ 顕微鏡の使い方、各部の名称を書いて覚える。 

・教科書ｐ１４ 双眼実体顕微鏡の使い方、各部の名称を書いて覚える。 

・教科書ｐ１６ スケッチのしかたをまとめ、身近なものをスケッチする。 

 

 



理科 

☆追加の内容 

（教科書の内容が変更になるため、教科書ｐ２９～ｐ５０（第２章）は部分

的に学習することになる。） 

・教科書ｐ２９～ｐ５０（第２章）は以下の用語が必要になるので、以下の

理科用語を書いて覚える（漢字のものは漢字で覚える）。 

  葉脈、維管束、ひげ根、主根、側根、根毛 

・教科書ｐ５１～ｐ５９の理科用語を書いて覚える（漢字のものは漢字で覚

える）。 

  光合成、子葉、単子葉類、双子葉類、離弁花類、合弁花類、 

  シダ植物、コケ植物、胞子、発芽、雌株、雄株 

・教科書ｐ１０～ｐ２８の内容をじぶんなりにまとめる。 

・教科書ｐ３２の１２行目～ｐ３３の３行目「葉脈」についてまとめる。 

・教科書ｐ４８の１行目～１６行目「根のつくりとはたらき」についてまと

める。 

・教科書ｐ５１～ｐ５９の内容を自分なりにまとめる。 

 

 

◆発展課題 

 ・レベルアップのために、さらに取り組んでみましょう。 

教科 内容 

社会 

☆地球儀をつくってみよう（同封の型紙・上） 

 ・用意するもの…はさみ、セロテープ、古新聞紙（あったらよい） 

 ・教科書ｐ８～ｐ９の１、３、４、５の地図や地球儀と見くらべる。 

☆完成したらやってみよう（同封の型紙・下） 

 ・赤道を赤、本初子午線を青、その他の経線を黒で引く。 

 ・お好みで緯線を引いたり、陸地に色をぬったりして、予習に使う。 

数学 

☆ベーシックマスター 

 ・加法ｐ７～ｐ９ 

  ※チャレンジワークと同範囲。『計算テク』『解き方』を参考にする。 

美術 

☆教科書の確認 

 ・ｐ４８～ｐ４９、ｐ５０～ｐ５１、ｐ５２～ｐ５３、ｐ６０～ｐ６２を

確認する。 

保健 

体育 

☆日頃の運動 

 ・スクワット、腹筋、腕立て伏せなど周りの人に迷惑をかけない（音や振

動を出さない）で大きな筋肉を動かす運動を１日２回（朝と夕方など）、

時間を空けて行う。 

 

 

 

 

 

 



課題提出について （５月８日郵送） 

 

◆課題提出の仕方 

 ・「臨時休業中の課題提出などについて」（学年だより裏）を必ず確認。 

 ・５月１３日（水）、２０日（水） 体育館にて行う。 

 ・提出物には必ず組・番・氏名（フルネーム）を書いて提出。 

 

◆５月１３日（水）の提出内容 

 □到達度確認テスト 

  ・国語、社会、数学、理科の解答用紙 それぞれ１枚ずつ（合計４枚） 

 □１年英語課題テスト 解答用紙２枚 

 □漢字プリント ２枚 

 □算数確認マスター （すべて終了し、丸つけ、直しをしたもの） 

 □スクールライフ（体育館で簡単に確認し返却） 

 

◆５月２０日（水）の提出内容 

 □第１回チャレンジワーク 

  ・４月後半に郵送した１冊目のチャレンジワーク 

 □社会プリント ３枚 

  ・「①４７都道府県と地域区分」 

  ・「⑨力だめし！世界の国名当て」 

  ・「④六つの大陸と三つの海洋（表）」「歴史人物プリント（裏）」 

 □英語パーフェクトノート 

 □ステップアップノート １冊目 

  ・最初に学校で配布したステップアップノートはすべて終了させて提出する。 

  ⇒最初に学校で配布した１冊目のステップアップノートを持ってきて、できていると

ころまでを簡単に確認し返却。 

 □スクールライフ（体育館で簡単に確認し返却） 

 

◆６月１日（月）の提出内容 

【朝礼時に提出】 

 □スクールライフ 

 □ステップアップノート ２冊目 

  ⇒１冊目（終了させる必要はありませんが、４０ページ以上行うことを目標としまし

ょう。） 

【各教科で確認するので、最初の授業で提出】 

 □第２回チャレンジワーク 

  ・５月１０日頃に郵送した２冊目のチャレンジワーク 

  ・国語、社会、数学、理科、英語の最初の授業に持参する。 

 □漢字マスター 

 □ベーシックマスター 

 □美術のプリント １枚 

 □保体ノート 

 


