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Iチんめ

I FR目
げんめ

2限目
げんめ

3限 目
こくご

国語9宵28宵 (為
すうがく

数学 理科
りか

ア ドバ ス

にんじょうしき

碑 証式)

畢搭・縫粗
つ
栃

えいご

英語
しゃかい

社会

範 囲教科

9宵29宵 (栞 )

。1学期後半に暫ったことも望蓬をれま

す。授業あノートの積智セ、ワークの種智
う

どちらもしっかりとしておこう。

・受雲は新tく 暫った衡想とともに、受訴

や単語に置功る曽亀は橙誓と、推繁してぉ

・希受も留藍
tし

ます。鷺藉角監の礎い行を

睦緊してぉこぅ。

漢字マスター

占墓の寧ぜkワ ーク)

★鷲ど邑1ま猶プの猪≧より篭な

します。最終の締め易りは箇墨

のテストがある邑です。

∝一ユ中回

・教科書P.77～ 87 P.(74～ 105

(文 法:部首と乱 りとち、与のない葉書、玄関

驚,び

ら

・国語の寧智kワ ーク)

P,42～ 65

※P43の (8)～ (9)、 P45の 9～ I I

はやらなくてよい。

・漢字マスター P.22～ 35

・つまずかない文法の学習   P,2～ II

,地理はそれぞれのくらしと気候 を一致さ

せておこうも

・歴史は、暗記するだけでなく、事柄の意

味や流れも把握 しておこう。

・言縄 諧亀 もあるので窮鍋できるようにし

ておこう

・蒐垣・だ上自|!:≧
とヨと智

う

どちらとも白主学習ノー トに

やって提出

社 会

地理・教科書 p28～ 29、 34～ 45

・地理の自主学習 p24,26～ 35

速覧・教糾讐 p8,p20～ p35

・歴史の瞥笙撃智
lp2～

p15

貿孫みワーク 緒究駿プリント盾主

・教紺警ゃノートを寛色し、勢贅のど考や

撃疑・ポ撃表をつくれるよう|と しっかりと

推繁してぉこぅ。
・ワークなどをくり返 し行い、たくさんの

問題 に触れておこう。

・最後 まであきらめずに取 り組 もう。

・毅糾警P65～ P98

・ワーク(数学の学習ノー ト)

P44～ 70

・ ノー ト ・ワーク

(荒脅けをして確望テ

*確望蒻については、整雪の

発生の増糸を、装業そしっか
t,と きき、それ:こ梃ちこと。

数学

・逆各ノート(*#寧にかけ

ているか、問題のページは |

つ1つギ事に誉え各わせ)

用語をしっかりと賛えましょう。理科ノー

トの曽亀や撃誓チリントをくり鐘し海きま

しょぅ。動場あ碁簸ゃガスバーナーの礎い

箸・物愛の浅流のどちなど装業そやったこ

とをしっかt,墳督tま しょう。理科

毅糾讐

生物 :P34～ 53

だ享 :P130～ 153(サイエンス贅将番

む)

プリント 学習チリント Nα 3・ 9・ 10

進度調整プリント 
｀
キ
ち
殺

述紳ノート

■蛎:P18～ 25・ 29・ 31③・④

化撃:P70～ 77・ 108①・HO①・②
・ 疑 暫 諭 (wh。 十/where/Wh。 /When/hOW/

how mony/wh91 Jme/whal+名 詞)の文,

want十 o～ ,在皆を紫争龍 発、就 詢、麒 形

の使い方を理解して、英文をつくれるようにして

おこう。 ・授繁そ鷲った文法のプリントをしっか

りと確認しておこう。

。ワーク (丸つけをして提

出)

・ ノー ト

魂望曹、発色は授業そ増糸

します。

英語

教紺警p29～ 53

ニューエンジョイワークp28～ 61

※リスニング諧亀があります。

※
ゆ

はテス トの日の の めます。 れないようにしましょう !



筆2等等 2等麹申鶏サス静麹趨幾

1ナんめ

FR目
げんめ

2 FR目
げんめ

3 FR目

がつ  にち

9月 28日 (

す い

)水

りか

理科
しゃうヽ ｀

社会 毅学

9宵29`き (木 )

こくご

国語
えいご

英語
にんしょうしt

(認証式)

※テストは45券1歯 で実施されます。

ア ドバイス畢搭・縫毬
つ
栃

きようか

教科 範囲

・教科書を義み鑑し偽蓉を縫誤tてぉきましょう。

・短歌の彩汰i蒙舅接皇誓ど整鍵化てぉきましょう。

・動詞の等携諺↓
｀
篭携あ擢祭能覚外けられるようにし

ておきましょう。彩基詩、形基勃為あ指講諺ときぇ

られるようにしておきましょう。

・ノー ト

・ワーク(著え合わせも)

・寧巻隈彗与ノート

☆鷲Υ呂1ょ笹プの猪ユより篭だ

します。最終の締め易りは菖岳

のテストがある働です。

こくご

国語

教科書 P,60～ 83

(撤の豫 、鳥欧与皇ギ螢こ祭れた雅 ;

'国語スイッチ (ワ ーク)

本語 :P.34～ 58

,寧碧晦彗争ノート P.26～ 35

.役立つ文法 P,30～ 49

裂為讐を森り蟹し義んでおこう。

語匂は、意味までしっかり贄税よう。

だ主と竜地の缶秀
1ゼ

しっかり撃菩ぜておこぅ。

夏休みのワークを参考にすることもあるので、テス

ト範囲のところは確認しておこう。

攀 あ偽基羊実耽の%農推どの整i｀ に響目でよう。

地図記号をしっかり覺税ておこぅ。

答え合わせをして写真をと

ロイロの鷲出箱i調整飢
つ

・ノー ト
はたい,Stん    れをし   ちり

テス ト範囲分 (歴史と地理を

各ゎせて)の撃貿七とり、
nノ 白ハ僣♂濯祥ど♂

つ

ワー ク

り

社 会

【教科書 】

歴史 PI18 ～ 147

ちり
地 理  P130       

みしか
～141(身近な見践の錯羞ら

【ワーク】

P10～ 27

P2～ 7

歴史の完全学習 2・ 3

蒐地の第猪筆勢醤ど
う

・連齢 絶式の利用は「讐梶輔「露さ・博浩・笹あり」

をしっかり復習しましょう。

・培炭瞥象iょ 屯導花の業 「ゝグラう」轄ギを策めるこ

と」を鞘こヤ守葺善ぜましょう。

・ワーク、教為書∫ノートを寛檀しましょう。

テストに直定規ちヾ搭妻竹す

ワークを丸付けをして提と|つ

*ノ ートについてはヽ 担当の先生の

指糸を、留業ぞしっかりときき、そ

れに従 うこと。

毅学

・教科書 P51～ 76

・ヮーク僣長学の学智シート)

P46～ 61

ヮーク,基礎をきずく,授業チリントをく

り返し角♀きましよう。
・筒じ諧亀もぃくつか留重

tし

ます。露争腺

けるように準備 しましょうと

・ワーク (答 え合わせをし

て)

※確望L予 確雷あどちについ

ては、捜繁著あ措糸に獲ちこ

と。

理科

・教科書 p4～ 43

・ ワー クp2～ 19②

(た だし、p17② ～p33ま でに既習内容の問

題があれば,取り組むこと。提出は求めない)

・基礎をきずく

ボ建釣の痛雲をしっかり積誓tておきま

・紫受に邑てきた軍岳の意妹を推繋しま

わかるまで取 り組みましよう

しょう。

しょう。

・ワークはO付けして、提出

・ ノー ト (提出日に関 しては

各担当者か ら連絡 します)

英語

・教科書 P。 35～ P。43,P.48～ P.51

P.57～ P.61

Unit 3,Sologe Activity,Unit4 St,2

英語のパー トナー P,37～ P.59

※ はテス トの 日の の 会 ます。 れないようにしましょう !



鶏

げんめ

1限目
げんめ

2限目
Iザんめ

3限目

9月 28旨 (衆) 詭 機 監

9月 29盲 (米 ) 挫科 砕 (艶霊勇)

※テストは45分

“

鞘で実施されます。

きょうか

教科
はんい

範囲 鋒繕・確巴窃 アドバイス

こく ご

国語

・叡科書

P62～71

「俳もの檀弊・移:も雫も」
P76～77「蘊・鋒・休難」
P78～86 「挫 」

・ 国語のワーク p29～47

・ くりかえし漢字 P16～29

・板書ノー ト

.證藷ヮー〕3
※テスト望辮 望旧

び

※くりかえし漢字③

9/22ど釆)提ピ
つ

・板書ノー トを見直すことと、ワークの問題を繰

り返ししつかり解きましょう。

・漢字の問題を多く出題します。
.稀裳縫籠餡弐雪謹むます。(1挙為の穫樫ギ築詮

満

盤

。那讐(畿)p242え 263
(疼笑b p6～ 61

.審磐あ皆生鞘 又ヮーク)

畿  p66～ 77(衆

舗
蒸驚 o2～ 19(鶏モ)

★ノート (提出日は担当の先生
い

から離 します。)

★社会の自坐攀誓又ワークノー

ト)

荒付けもして提巴署ること

・用語をしつかり確認しよう。

・ワークとよく似た問題も出るため繰り返し解い

ておこう。

.壇翼るヮークに乙てくる盲き魅造笹もしっかり鉄

り返つておきましょう。

えいご

英語

・撚 讐p35～49

・三ューエンジヨイワークp40～59

・ ワーク(笞え合わせをして)

。ノー ト

★ノートの発望督懲除 が窪
絡。

解 完普セ祟祭量智ゴ畿します。◆

◆ワークを繰り返し取り組み、問題にil貫 れましょ

つ 。

◆Unh3の本文の中から1つ出題します。

◆警った賛塞を笹つて贅滞裟できるように練習し

ておきましょう。

り  か

理科

～45

テス トの問題
｀

ワークp2～ 13, p64～ p67

プ リン ト1,2,3, 19

・那誓p2

引挙勇隷

・ノート(ロイロで提望
『

・ヮーク (答え合わせをして)

※ノートだけロイロノートで梶

営約。ワークの尉隅鍼よ違

常通りです。

着筆をしつかりと覚えましょう。
ワークをくり返し線きましょう。
矮でもったことをしつかり復習しておきましょ
つ 。

攀

禁渇嶺あ摯貿
し
敦藉卦56～58

那罫68～89

101
かんすう
関数 P90～

ワーク

ワーク

(前期)P34～ 37 42～57

(濯魏)P④ l～ 5

(露特け。やり直しをして提
・ ノート ・ワーク

習生デ
つ

*提出財こついては、
笹お指示に緒らと

・薮像 ノートを寛茜し、摯豊あ程ちをしつか

り確認しておきましょう。

・ ワークなどをくり返し解きましょう。

・最後まであさらめすに取り組みましょう。


