
 

❏第１週   ※     の部分は家庭学習です。 

 6/1（月） 6/2（火） 6/3（水） 6/4（木） 6/5（金） 

18:15～18:25  登校  登校  

18:25～18:40  学活  学活  

18:45～19:30 英語① 英語 数学① 理科 数学② 

19:40～10:25 社会① 数学 理科① 数学 家庭科① 

10:35～11:20  技術  音楽  

11:20～11:30  終学活  終学活  

11:20～11:30  下校  下校  

12:35～12:40 登校  登校  登校 

12:40～12:55 学活  学活  学活 

13:00～13:45 国語 国語① 社会 国語② 体育 

13:55～14:40 理科 体育① 国語 英語② 英語 

14:50～15:35 美術  体育  社会 

15:35～15:45 終学活  終学活  終学活 

15:35～15:35 下校  下校  下校 

備  考 分散登校始     

 

❏第２週   ※     の部分は家庭学習です。 

 6/８（月） 6/９（火） 6/１０（水） 6/１１（木） 6/１２（金） 6/13（土） 

18:15～18:25 登校  登校  登校 登校 

18:25～18:40 学活  学活  学活 学活 

18:45～19:30 国語 国語③ 社会 国語④ 体育 学活 

19:40～10:25 理科 体育② 国語 家庭科② 理科 学活 

10:35～11:20 美術  体育  社会 学活 

11:20～11:30 終学活  終学活  終学活 終学活 

11:30～11:50 給食  給食  給食 下校 

11:30～12:00 下校  下校  下校  

12:10～12:15  登校  登校   

12:20～12:40  給食  給食  

12:40～12:55  学活  学活  

13:00～13:45 英語③ 英語 数学③ 英語 数学④ 

13:55～14:40 社会② 数学 理科② 数学 英語④ 

14:50～15:35  技術  音楽  

15:35～15:45  終学活  終学活  

14:50～15:45  下校  下校  

備  考 給食開始    分散登校終  

分散登校期間時間割＆家庭学習の進め方【１年生β】6/1（月）～13 日（土） 



❏家庭学習の進め方 
【１週目：６月１日（月）～６月５日（金）】 

教科 回 準備するもの・教材 学習の手順 

国
語 

① ・ＩＣＴ機器 動画を見て、「書く」ことについてのポイント①を確認しよう！ 

② 

・教科書ワーク 

・「漢字の部首と成

り立ち」ワークシ

ート 

・活用資料集 

・漢字ノート 

① 「教科書ワーク」１４～１６ページを解きましょう。わからない問題

はワークシートや活用資料集で調べましょう。 

② 「教科書ワークの答え」を見ながら一問一問答え合わせをしましょう。

間違えた問題は、赤ペンで正しい答えを書きましょう。 

③ 「漢字ノート」４,５ページのテストに向けて、復習しましょう。 

④ 次の時間（月）は書写です。鉛筆２本を削って筆箱に入れましょう。 

数
学 

① 

・正負の数のプリン   

 ト 

6月２日配布 

・教科書やプリント冊子を見ながら、全問解いてみる 

 ※裏表 2枚とも 6月４日(木)回収 

② 

・加法と減法練習プ

リント 

6月４日配布 

・教科書やプリント冊子を見ながら、全問解いてみる 

 ※6月９日(火)回収 

理
科 

① 

・教科書 

・ノート 

・ＩＣＴ機器 

※6/15(月)の週からの平常授業、第 1回目で小テストを行います。 

① 緑野中公式ブログ内、又は Google Classroom内にある｢1年理科 小テ

スト対策｣のプリントに取組む。 

② 教科書 P16～P31やこれまで書いたノートを参考に穴埋めをする。 

③ 小テストの問題では、必ずしも図があるわけではないので、その言葉

がどのようなものを指しているのかを理解しておく。 

社
会 

① 

・黄色の課題冊子 

・課題冊子の解答 

・黄色の課題冊子を解答を見ながら〇つけ、間違い直しをしましょう。 

６/３（水）の授業で提出 

※間違えたところには必ず、色ペンで正しい答えを書くこと。 

  １つ１つ丁寧に〇つけをすること。漢字間違い等も丁寧に確認！ 

英
語 

① 

・教科書 

・ＩＣＴ機器 

・教科書 P.6, 7の“Let’s Start①”に取り組む。 

・教科書 P.12, 13の“Let’s Start④”に取り組む。 

⇒音声ファイル（ここをクリック）を聞きながら取り組む 

② 

・エイゴラボ 

・ミニラボ 

・エイゴラボ P.4, 5に取り組む。 

（ミニラボで答え合わせまで行う。P.2, 3を終えていない人はそれから取り

組む。） 

保
体 

① 

・運動靴 

・ＩＣＴ機器 

①GoogleClassroomまたは公式ブログ内の授業動画「陸上競技③「クラウ

チングスタート」を見る。 

②実際にクラウチングスタートにチャレンジしてみる。 

家
庭
科 

① 

・教科書 

・技術・家庭ノート 

・裁縫セット 

・ＩＣＴ機器 

(１) 緑野中公式ブログまたは GoogleClassroom内の動画を見る。 

(２)技術・家庭ノート p.88の 4、p.89の 5・6に取り組み、答え合わせを

する。（※動画の内容や教科書 p.188. 189.192.193を参考にする。） 

 

 

 

http://nk-midorino-j.a.la9.jp/onseifilehakoko.html


【２週目：６月８日（月）～６月１２日（金）】 

教科 回 準備するもの・教材 学習の手順 

国
語 

③ 
・漢字ノート 

・ＩＣＴ機器 

①動画を見て、「書く」ことについてのポイント②を確認しよう！ 

②「漢字ノート」６,７ページのテストに向けて、復習しましょう。 

④ 

・書写プリント（提

出用） 

・教科書ワーク 

・辞書 

・漢字ノート 

①書写プリント（提出用）が終わっていない人は、書き上げて次の時間に

提出しましょう。 

②教科書ワーク４～７ページ全てと、８・９ページの下の段が終わって 

いない人は解き、丸付け（間違えたところは赤で書く）をしましょう。 

③「漢字ノート」８,９ページのテストに向けて、復習しましょう。 

数
学 

③ 

・レディネステスト 

・練習プリント 

・６月９日(水)配布 

・レディネステスト(加法と減法)のプリントで練習する。 

※練習プリントのなかからテストに出題します。 

※回収はありません。 

④ 

・テスト 2種類 

(２日・４日実施

分)のやり直しを

する。 

・B5のノートを用意して、テストの解きなおしをする。 

 ※解きなおしについてのプリント参照 

 ※次回解きなおしノート提出 

理
科 

② 

・教科書 

・ノート 

・ＩＣＴ機器 

※6/15(月)の週からの平常授業、第 1回目で小テストを行います。 

① 緑野中公式ブログ内、又は Google Classroom内にある｢1年理科 小テ

スト対策｣のプリントに取組む。 

② 教科書 P16～P31やこれまで書いたノートを参考に穴埋めをする。 

③ 小テストの問題では、必ずしも図があるわけではないので、その言葉

がどのようなものを指しているのかを理解しておく。 

社
会 

② 

・教科書、地図帳 

・プリント№1～10 

・ＩＣＴ機器 

①「緑野中公式ブログ」→「社会１」を開く。 

② 動画「私たちの地球と世界の地域構成～復習編～」に出てくるＱ１～

Ｑ６に答える。(Q1～Q4は口頭で答える、Q5～Ｑ６は教科書に記入する) 

英
語 

③ 
・教科書 

・配布した冊子 

・ＩＣＴ機器 

・学校で学習した Program. 2-1の復習 

☆GoogleClassroomまたは緑野中ブログ内の動画を視聴しながら取り組む。 

④ 

・学校で学習した Program. 2-2の復習 

☆GoogleClassroomまたは緑野中ブログ内の動画を視聴しながら取り組む。 

③、④ともに進め方（こちらをクリック）を参照。 

保
体 

② 

・教科書 

・保健学習ノート 

①教科書 p6-p7を読む。 

②GoogleClassroom内の授業動画「体の発育・発達」を見ながら、保健学

習ノートの該当するページに取り組む。 

③GoogleClassroomに掲載してある「確認問題」に取り組み送信する。 

家
庭
科 

② 
・教科書 

・技術家庭ノート 

教科書 p.12～13を参考にしながら、技術・家庭ノート p. 4.10.11に取り

組む。（p.4の１のみ答え合わせをする。） 

 

http://nk-midorino-j.a.la9.jp/englishsusume0608.pdf

