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教科 範囲 銑 ・郡 賜 アドバイス

英語

・豪調讐P,56～ P.82

。英語のパートナーP.55～82

※リスニングテストがあります。

・ 英語のパー トナー

P.55～82
・′{―フェクトノート

*ワークの鷲督邑は異墨
のテスト醤召です。答え合

わせ。管しをして提出する
こと。
*)と 卜は笹雪から着糸が

あります。

・ボ譜発 をヽ縫獣し、それら

を用いて受讐み讐けるようにしておく
。還普笥+余譜名を指ぃて装謡抒できる

・ CAN― DOリ スト (別紙配希)をよく見

て、テストに鷲えましょう !

保体

【新しい体吉実技】・

封暫3264～277・ 慶機籍・ァルティメット配イ幾

【中学保建体育】・護琶と解 解者と留涯
う
P92～95

,鳥薦留亀雪掛恐象と豊島子散鵬撃 駒 22引野

【中学保建体青の学琶2】 ・保痙あま■めと舗  P2廻

怒畜学彗お怒義と獣 。懸鵬勢
は
強 -47

興種あまとめと麓 P51④ oP5廼

・担雪銀資の措器にど
うこと。

した 配

るヽプリントや資料を確認し

て勉強すること。

プリンドを寛告すこと。
爛 、こゃったことを思い出すこと。

懇響
讐築

醒誦彊『再尋象・端 のクラス哲
・プレゼント・ぜんぷ

曲 欝 麟 と警′嶋訂
【ウーク】P,8～ P,14、 P,47、 P49

【その花鮒讐箸t虔倭霊為、着薄譲など

でやつ

ているので築めません。

農桁
家庭

農桁

・教科書P80～ P83、 P148=149、 P

152～ P153

ツ ンヽドブックP24・ 25

・解 プリント

窒朝鞘 No,1

エネルギー婆瑠魚。.4～9

自習ノート(提出自由)
プリントは生物育成、電気の安金利

用、分電盤、製作の範囲が出ます。

テストで答えられるよう

にしましよう。

家庭

ピンク樫の表盈
と筆坐裟積難 ヮニクノエト
「菰た占けれるテッシュ歩―ス

を作ろう」 のP8の⑥ (デザイン

作り)まで

・ピンク窪の表維の契誓
ワークノート

※今後も痩業で使用する
ためテスト終聯 魂
静 ること。

スHよ、 のため、

科讐ではなく、療業で浅発してぃる美

習ワークノートからの出題になります。

Pl～ P8までをしつかり確認しておくこ

と。また、テッシユケース製作の手順

等も1造します。

教科 範囲 鋒 ・薬冒雰 アドバイス

国語

薮識警 P106～ 115、 P132～ 140

P153、 P160～ 174

国語スイッチ  P70～ P891P103～

112、 Pl1 8～ 125、 P128～ 140

学習1農字ノート P24～P43

甚豊う雙塞 P50～71

孝

・ 国語スイッチ

・襲動 ―ト

・投豊つ蝦
・国語フアイル

★提督邑は笹雪の発窒より笹籍

します畠擢諦あ玩リテスト望

旨)

・撃堪羹犀多ノート.

よう

。き まl

していこう。践警袈箸総ぃに笹を、書き禁t
畏催するなどできるようにしておこう。
.躍劣t鞠鴨イ錦騨 哲「鶏こと・

こと」については望雲じません。「基む
に鶴轡る聟獣♂的倦な睾嚢争を桂梶

します。

社会

【衰識碧】 p・ 170～ 234
対FF昭考～導鵬

【ワーク】地鍾の発窒學醤2
p28-51

・ ノート

★鰯 考の攀期 た

ときに繁めます。
・ ワーク

(堂苦ぢつ答え合わせ)

★ワークは、衛あノートにし
て写真をとり、ロイロノートで

鷲どF甜習繭飾よ 11発曲旨∞

～24日 9,17倦まで。

円語は、意味もあわせてしつかり

野えましょう。

ワークを藻り鑑し括♂ヽ.膚亀の縫

語をしつかりしましょう。

剋彬ゃ負狼、驚肇とっぃて、警亀

署ごとの轄暫を舟さぇてぉきま

しょう。

記霊の問題はノートやワークを基

箸と縫蟄をしましょう。 一

理科

教科警 P42～ 65,70～ 81

P212～226

遵薇の鉾整學暫 P18～41

98～101

選縫をきすく N84;5,6,7

・ファイル

・ ワーク

。選縫をきすく
(鷲罷も,建暫胃録は整
曇の発坐ょり進籍しま
す。)

・提郎爾あほかに捜羹多リントお

小テストについても獲磐としてお

くこと。

・敦識との豊葉嵩蟹とより麹むこ

と。

数学

・察裂警P,77～ 123まで
・ ワーク(数学の学習ノート)

P.62ん 97まで

謂

*テストで置楚れが豚曇
です。

(曽くタイプのモ覇や三簿建

覇は使|えません。)

*樫笞覇

・ ワーク

・ ノート

・グラフの書き讐グラフの露黒争戦曲顎=

の豹協も藻けるようにしておこう。

・据度の簡謹モ獲讐げセぉとう。
.鞘 答蕎熱、鳴S爵よ習柔るようにし

ておこう。

・ワークは1讐碑いて終わりではなく、誤
テ′著践婆七う■讐梅t′Aと [ッて、留当Ъtti

に呟 テストに鯨 表しょう_


