
❏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 理科① 数学 社会① 数学 社会② 

19:40～10:25 数学① 社会 体育① 社会 数学② 

10:35～11:20  美術  体育  

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 英語① 国語 英語② 英語 

13:55～14:40 英語 国語① 理科 理科② 理科 

14:50～15:35 体育  家庭科  音楽 

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 英語③ 国語 英語④ 英語 学活 

19:40～10:25 英語 国語② 理科 理科④ 理科 学活 

10:35～11:20 体育  技術  音楽 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 理科③ 数学 社会③ 数学 社会④ 

13:55～14:40 数学③ 社会 体育② 社会 数学④ 

14:50～15:35  美術  体育  

15:35～15:45  終学活  終学活  

14:50～15:45  下校  下校  

分散登校期間時間割＆家庭学習の進め方【３年生β】6/1（月）～13 日（土） 



備  考 給食開始    分散登校終  

❏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 

・筆記用具 

・『知識①～武器を 

増やす～』の冊子 

（１）P.2の冊子のポイントを読もう。 

（２）「熟語の読み方」の P.3～５に取り組もう！（答えも配布します！） 

※来週の家庭学習も同じ範囲を取り扱う予定なので、一度で全部終わ

らなくても大丈夫です！進める人は「和語・漢語・外来語」に進んでも

ＯＫです！ 

※漢字の「音読み」「訓読み」を調べるときには、辞書、スマホ・パソ

コン等の道具を使用しても大丈夫です！「〇（漢字） 音読み」等と

調べると出ます！ 

⇒音読みはカタカナ、訓読みはひらがな、で表記されているはずで

す！ 

数
学 

① 

・筆記用具 

・３年生の問題集 

★3年生の問題集の A問題をやります。「学習のポイント」や「教科書

の例題」を参考にしてやってみてください。GoogleClassroomが利用可

能になりましたら、そちらも参考にしてみてください。 

問題集 p.12  A問題 １ 因数 

② 
問題集 p.12，13  A 問題 ２，３ 共通な因数をくくりだす因数分

解 

理
科 

① ・ 授業プリント集 

・ 緑野中公式ブロ

グが見られるも

の 

・筆記用具 

・ 3年理科教科書 

⑬これまでの復習，遅れている人は追いつこう！ 

② 

⑮３－１ 仕事〔A〕・進め方はこれまでと同様です。 

・分散登校日に確認テストや補足説明などを行ないます。 

社
会 

① 

・「整理と対策」 

・教科書 

・ノート 

 

全員対象→「整理と対策」P.94の[    ]を記入する。 

任意(やりたい人)→P.95の各問いに答える。 

※解答は来週の授業で配布します。 

※「整理と対策」が見当たらない人は、もう一度家で探してください。そ

れでもみつからない人は、登校日に廊下の机からコピーを持っていっ

てください。 

② 

全員対象→「整理と対策」P.98の[    ]を記入する。(2 の(2)(5)除く 

任意(やりたい人)→P.99の各問いに答える 

※解答は来週の授業で配布します。 

英
語 

① ・黄緑冊子 

・「エイゴラボ」 

・3年教科書 

5月１１日～１５日の冊子の内容（受動態・現在完了）について、復習を

します。「エイゴラボ」でポイントを確認し、理解度を確認する小テスト

も行います。教科書では自力で読み進める力をつけていきます。 
② 



保
体 

① 

・運動靴 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。 

【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 

② 

・筆記用具 

・『知識①～武器を 

増やす～』の冊子 

（１）P.2の冊子のポイントを読もう。 

（２）「熟語の読み方」の P.3～５に取り組もう！（答えも配布します！） 

※詳細は第①回と同じです！ 

数
学 

③ 

・筆記用具 

・３年生の問題集 

★3年生の問題集の A問題をやります。「学習のポイント」や「教科書

の例題」を参考にしてやってみてください。GoogleClassroomが利用可

能になりましたら、そちらも参考にしてみてください。 

問題集 p.1４  A問題 １，２  

④ 問題集 p.1４  A問題 ３，４  

理
科 

③ ・ 授業プリント集 

・ 緑野中公式ブロ

グが見られるも

の 

・ 筆記用具 

・3年理科教科書 

⑰仕事率〔C〕 

④ 

⑲エネルギー〔A〕 

・進め方はこれまでと同様です。 

・分散登校日に確認テストや補足説明などを行ないます。 

社
会 

③ 
・「整理と対策」 

・教科書 

・ノート 

全員対象→「整理と対策」P.100～P101の[    ]を記入する。 

※解答は来週の授業で配布します。 

④ 
全員対象→「整理と対策」P.86～P.87の[    ]を記入する。 

※解答は来週の授業で配布します。 

英
語 

③ ・黄緑冊子 

・「エイゴラボ」 

・3年教科書 

5月１１日～１５日の冊子の内容（受動態・現在完了）について、復習

をします。「エイゴラボ」でポイントを確認し、理解度を確認する小テ

ストも行います。教科書では自力で読み進める力をつけていきます。 
④ 

保
体 

② 

・教科書 

・保健学習ノート 

①教科書 p110-p111を読む。 

②GoogleClassroom内の授業動画「健康の成り立ち」を視聴し、保健学

習ノートの該当するページに取り組む。＊動画は男女別になってい

ます。 

③GoogleClassroom内の「確認問題」に取り組み送信する。 

                 ＊確認問題は男女一緒です。 

 


