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「自学自習力」を育成するために 

第三中学校区では、「自学自習力」を「自分で宿題をきちんとすることができ、さらに自分

の課題を自分で見つけ、一人で学べる力」と捉え、「自学自習力育成」を目標に取り組んでい

ます。 

この取り組みを進めるにあたり、各学年における努力目標を下記のように設定しました。 

 

 

【１・２年生の目標】 

保護者等の協力を得ながら、家庭で宿題をすることができる 

 

【３・４年生の目標】 

自分で宿題をすることができる 

 

【５・６年生の目標】 

自分で宿題をきちんとすることができ、さらに自分の課   

題を自分で見つけ、一人で学ぶことができる力 

 

 

このたび第三中学校区共通の『家庭学習の手引き』を作成いたしました。 

子どもたちの自学自習力を高めるには、その習慣化が大切であり、そのためには学校とご家

庭との連携が不可欠と考えます。 

各ご家庭におかれましてもこの手引きをご覧の上、下記事項にご協力をいただきますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 



2 

 

 

 

【子どもたちの家庭での生活を見直してみましょう】 

１ 規則正しい生活リズムの定着を 

   脳を含めて人間の体は 24 時間のリズムで活動しています。「寝る」「起きる」時刻を

はじめとし、規則正しい生活リズムを確立することが健康な体を作り、学習への意欲と

集中力を高めます。毎日同じ時刻に寝て同じ時刻に起きることはもちろん、テレビを見

る時間やゲームをする時間を決めることも大切です。各家庭でテレビを見る時間やゲー

ムをする時間を決めていただく等のご協力がとても大切です。 

このような基本的な生活習慣を大切にし、規則正しい生活リズムを定着させていくこ  

とが、家庭学習の基本になると考えています。 

２ 充分な睡眠時間を 

  子どもには、少なくとも８時間の睡眠時間が必要だと言われています。睡眠不足では

思考力も十分働かず、授業にも集中することができません。また、朝起きてから脳が活

発に働き出すまでには２時間ほどかかると言われています。  

子どもが充分な睡眠がとれるよう、寝る時刻や起きる時刻を 

各家庭で決めていただき、「早寝・早起き」ができる習慣を身に 

つけられるようご協力をお願いいたします。 

３ きちんと朝食をとる習慣を 

朝食が学習や生活に及ぼす影響に関しては様々な科学的な

研究がなされており、朝食 

をきちんととる子どもほど 

・学習意欲が高い 

・学習習慣が身についている 

・やる気が出やすい 

  ・体の調子がよい 

という傾向が見られるといわれています。育ち盛りの子どもが健康に・健やかに成

長できるよう、また学習にしっかり取り組めるようにするためにも、毎朝必ず朝食を

食べて登校できるようご協力ください。 
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４ 親子で読書する時間を 

 読書の効果については、「漢字や様々な語彙が身につく」、「創造力を豊かにする」、「表

現力を高める」「落ち着いて物事を考えられる」等があげられており、継続して読書する

ことの大切さについても叫ばれています。 

そこで本校では、読書の習慣化をめざして、毎週金曜日の朝学習の時間に、読書に取

り組んでいます。読書に親しみ、読書のよさを知り、読書を楽しむ力を養いたいと考え

ています。ただ、持続させていくためには学校だけでは不十分な部分もあります。そこ

で、ご家庭でもできるだけ時間をつくっていただき、保護者の方と子どもが共に読書（低

学年の場合は読み聞かせ）することをお願いしたいと思います。毎日、５分でも１０分

でも結構です。ご協力の程よろしくお願いいたします。  

5   宿題を自分から進んでする習慣を 

 「自分で宿題をきちんとすることができ、さらに自分の課題を自分で見つけ、一人で学

ぶことができる力」を身につけるためには、保護者の皆様のお声かけや励まし等が重要

になってきます。 

つまり、家庭での保護者の皆様がいかに子どもに関わっていけるかが大きなポイント

になってきます。 

お忙しい生活の中で時間を捻出するのは大変だと思いますが、子どもたちの家庭での

学習をしっかり見守っていただくことがやる気を育てます。  

具体的には、各学年ごとの「○年生の保護者の皆様へ」をご覧ください。  

各ご家庭のご協力をよろしくお願いいたします。 
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「家庭学習の手引き」の見方 
 

１ 学年のページ 

  学年のページは、学年ごとに「児童のみなさんへ」と「保護者の皆様へ」のページが

見開きで構成されています。「児童のみなさんへ」のページについては、別途印刷して全

員に配布いたしますので、机の前などに掲示し、いつでも見ることができるようにして

あげてください。 

 

２ 「児童のみなさんへ」のページ 

  このページは、子どもたちのためのページです。家庭学習のしかたや内容、気をつけ

てほしいことなどを書いています。 

 

 (1) 家庭学習のしかた 

   学年ごとにどんな宿題が出ているかが書かれています。それぞれの宿題のしかたや

自主学習としてお勧めの「自主学習メニュー」（３年生以上）が書かれています。  

 (2) こんなことに気をつけよう 

   家庭学習をするときに、特に気をつけてほしいことや注意することなどが書かれて

います。 

 (3) こんなときには？ 

   わからないときにどうすればよいかについて書かれています。  

 

３ 「保護者の皆様へ」のページ 

  このページは、保護者の皆様に読んでいただきたいページです。宿題の内容やご協力

いただきたいことなどが書かれています。ぜひお読みいただき、ご協力をお願いいたし

ます。 

 

 (1) 特にくり返しが大切な内容 

   各学年の学習内容で、習熟するために特に繰り返して学習することが必要な内容が

書かれています。ここに書かれていることは、しっかりと定着するまで宿題でくり返

し出されます。 

 (2) こんな宿題が出ています 

   各学年の宿題の内容や量などについて書かれています。それぞれの宿題のねらいに

ついても触れています。ふだんは、ここに書かれている内容の宿題が出ます。また、

その時々に授業で学習している内容などに応じて、これ以外の宿題が出される場合も

あります。 

 (3) 宿題のマルつけやまちがい直しなどについて 

   学校で、宿題のマルつけやまちがい直しをどのようなしかたでしているのか、など

について書かれています。 

 (4) お願い 

   家庭学習について、特に保護者の方にご協力いただきたいことが書かれています。  
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《１年生
ねんせい

》 

じどうのみなさんへ 

 

１ かていがくしゅうの しかた 

(1) 本
ほん

よみ 

大
おお

きなこえで、はっきり、正
ただ

しく よみましょう。 

よんだら、本
ほん

よみカードに、サインをしてもらいましょう。 

(2)  こくご・さんすうプリント 

① こくご 

    ア ひらがな、カタカナを かこう。 

    イ ならった かん字
じ

を かこう。 

② さんすう 

ア かずを しろう。 

    イ けいさんもんだい（たしざん・ひきざん）を しよう。 

      できたら、もういちど、見
み

なおして こたえを たしかめよう。 

    ウ おはなしの もんだいを しよう。 

      しきや こたえには、かならず 『○こ』などの たんいを わすれないようにしよう。 

    エ ながさや かたちなどの もんだいを しよう。 

    オ けいさんカード、けいさんドリルを つかって、くりかえし れんしゅうしよう。 

    カ かん字
じ

がくしゅう ていねいに れんしゅうしよう。 

 (3)  その他
た

  けんばんハーモニカの れんしゅうや、日
にっ

きなども かこう。 

 (4)  学しゅうする時間 

   家では、毎日20分い上つくえにむかって学習するようにしましょう。 

 

２ こんなことに 気
き

をつけよう 

 ★ 「○○しながら」は、やめましょう。 

   たべながら、ききながら、見
み

ながら、しゃべりながら など 

 ★ なるべく いえに かえったら、すぐに しましょう。 

 ★ しせいや 正
ただ

しい えんぴつの もち方
かた

に きを つけましょう。 

 ★ おわったら、おうちの 人に みてもらうように しましょう。 

 ★ 見
み

てもらったら、すぐに ランドセルに 入
い

れましょう。 

 

３ こんなときには？ 

 ★ わからないときは、おうちの人
ひと

に きくか、つぎの日
ひ

 先生
せんせい

に きくように しましょう。 

 ★ かえって すぐできないばあいは、おうちの人と 時間
じかん

や ばしょを はなしあって きめま

しょう。 
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１年生の保護者の皆様へ 

 

１ 特にくり返しが大切な学習 

(1) 国語 

   ひらがな、カタカナ、漢字は、正しい書き順でくり返し練習していきます。 

(2) 算数 

   １年生で学習するたし算やひき算は、２年生からの計算の基礎となります。１年生の終わりに

は、暗算ですらすらできるようになることを目標に、計算カードや宿題プリントで、くり返し練

習していきます。 

２ こんな宿題が出ています（時間は20分くらいを目安にしています） 

 (1) 本読み 

   はっきり、ていねいに読む練習をします。 

 (2) 国語・算数プリント 

   国語 ： ひらがな、カタカナ、漢字、言葉のきまりを練習します。 

   算数 ： 計算問題、文章問題、長さや大きい数など、今までに学習した内容の復習をします。 

 (3) 漢字学習 

   新出漢字を中心に練習します。    

 (4) その他（くり返し練習することで定着していきます） 

   計算カード、計算ドリル、けんばんハーモニカ、なわとび、日記など 

３ 宿題の○つけやまちがい直しなどについて 

 (1) 担任が○つけをして、まちがい直しをさせ、もう一度点検をして返します。子どもたちといっ

しょに○つけをすることもあります。 

 (2) 特にまちがいが多い問題については、国語、算数の授業で復習していきます。 

４ お願い 

 ★ １年生の学習は、これからの学習の基礎になるものばかりです。 

   低学年で宿題をていねいにしてきた習慣が、高学年で子どもたちの学習に生きてきます。 

   しっかりといきとどいた学習を毎日繰り返していけるような関わりをお願いいたします。 

 ★ 親子で話し合った『宿題の約束』を守っていくようにすることが大切です。 

   ご家庭にあわせた「勉強時間」「勉強場所」で学習するようにしましょう。 

 ★ 『ながら勉強』をしない習慣をつけましょう。 

   テレビを消すこと、お菓子を食べながらしないことなど、学習に集中できる環境をつくること

が大切です。 

 ★ 見直しをし、ぜひほめてあげてください。 

   子どもたちによってがんばり方も様々です。前日まちがっていたのに今日は一人でできた、自

分から進んでできた、最後までていねいにやり遂げたなど、一人ひとりに応じてできたことを

ほめてあげてください。保護者の方の励ましが、次の意欲につながります。 
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《２年生》 

じどうのみなさんへ 

１ かてい学しゅうのしかた 

(1) 国語・さんすうプリント 

(2) かん字ノート・かん字ドリル 

かん字ノートを見て、ノートに下のようにしましょう。 

・わくの中にばんごうをかく。 

・かん字のよみがな をつける。 

 ・下のあいたところには、かけるだけ れんしゅうをします。 

(3) 音どく・九九（九九は２学きからはじまります） 

大きな声でしっかりよみましょう。 

家の人に聞いてもらって、サインをしてもらいましょう。 

 (4) 学しゅうする時間 

   家では、毎日 30 分い上つくえにむかって学習するようにしましょう。 

   （テレビをけして学しゅうしましょう） 

２ こんなことに 気をつけよう 

 ★ 家の人とそうだんして、学しゅうするばしょ、学しゅうする時間をきちんときめま

しょう。 

 ★ 「きめた時間、きめたばしょで！」をまもれるようにしましょう。  

 ★ しゅくだいがすんだら、すぐに時間わりを合わせて、しゅくだいをわすれずにラン

ドセルに入れましょう。 

３ こんなときには？ 

 ★ しゅくだいプリントなどでわからないことが出てきたら 

  ・まず、じ分でしらべてみましょう。 

  ・それでもわからないば合は、おうちの人に聞くか、学校で先生に聞きましょう。  

★ からだのちょう子がわるくて、しゅくだいができなかったときは、おうちの人にれ

んらくちょうで知らせてもらいましょう。 

（お休みしているときなどは、むりしないでいいですよ） 
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２年生の保護者の皆様へ 

 

１ 特にくり返しが大切な学習 

(1) 国語 

   ２年生の新出漢字は、１年生の倍の 160 字あります。習った漢字をしっかり覚え、

使えるようにするために、漢字ドリルをノートに写したり、漢字プリントで定着を図

ることが大切です。 

(2) 算数 

   くり上がりのあるたし算や、くり下がりのあるひき算をスムーズにするためには、

１位数の暗算が大切です。 

また、２年生で九九を学習しますが、九九はいくつになっても必要な計算です。暗

記するだけでなく、立式の意味をしっかり捉えさせる必要があります。２学期には、

おうちでも子どもさんが覚えるまでいっしょに聞いてあげてください。  

２ こんな宿題が出ています（時間は 30 分くらいを目安にしています） 

 (1) 宿題プリント（国語・算数） 

   内容は、１年生の復習も含め、習ったことを忘れないように問題を作っています。  

   （例 ： 時計、長さ、計算、文章問題） 

 (2) 漢字練習（主に漢字ドリル） 

   くり返し練習することにより、定着を図っています。 

 (3) 音読・九九（九九は２学期から） 

   声に出してすらすら読めることが、国語の力の基本だと考えています。  

   九九はこれからの算数の学習に不可欠です。 

 (4) その他（くり返し練習することで定着していきます） 

   視写、なわとび、けんばんハーモニカなど 

３ 宿題の○つけやまちがい直しなどについて 

 (1) プリントは、担任が○をつけ、まちがい直しをして、その後担任が点検をして返し

ています。 

 (2) まちがいが多い問題や漢字については、授業の中で改めて復習し、理解を確かなも

のにするようにしています。 

４ お願い 

 ★ 宿題をやりきらせるために、がんばったときにはしっかりとほめてあげてください。 

 ★ 学習ができる環境づくりにご協力ください（例 ： テレビを消す等）。 

 ★ 宿題をしたかどうか、やり忘れていないかどうかを見てください。  

 ★ プリント類は、ご家庭で必ず目を通してください。 

 ★ 「だらだら学習」「ながら学習」になっていませんか？ 気をつけて宿題の様子を見

てあげてください。 

 ★ 家庭学習は、自分から進んで学習する力をつけるための第一歩です。習慣づけてい

けるようご協力をお願いいたします。 
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《３年生》 

児童のみなさんへ 

 

１ 家庭
か て い

学習
がくしゅう

のしかた 

(1) 国語 

① 漢字は、ドリルを見て正しい漢字を書きます。書くときは、その行の一番下のマ

スまで練習します。読みがなもきちんと書きましょう。新出漢字の学習では、言葉

集めや短文作りの宿題もあります。プリントで復習することもあります。 

② 学習しているところを読みます。できるだけおうちの方に聞いていただき、サイ

ンをもらいましょう。 

(2) 算数 

計算や文章題に取り組みます。２年生までに習った問題や、 

今習っている問題もあります。 

 (3) 学習する時間 

   家では、少なくても毎日４０分は学習するようにしましょう。 

 

自主学習  こんなことをしては…… 

 ☆ 学校の朝学でしたプリントをもう一度する。 

 ☆ 算数の教科書の問題をノートにする。 

 ☆ 自分の苦手
に が て

な漢字や国語の教科書の後ろの漢字の練習をする。 

 ☆ 理科や社会の予習や復習。 

 ☆ 調べ学習 

 

２ こんなことに 気をつけよう 

 ★ 漢字ノートなどでまちがいがあった場合は、かならずやり直しをしましょう。  

 ★ 毎日決めた時刻に、決めた場所で、「ながら勉強」ではなく、集中して 30 分家庭学

習をしましょう。 

 ★ 家庭学習をする時刻は、それぞれの家でちがいます。さそいに行ったとき、もし友

だちが勉強をしていたらせかしたりせず、勉強が終わってから遊びましょう。 

３ こんなときには？ 

 ★ わからないときは放っておかないで、辞書、教科書、ノートなどを見て調べまし

ょう。それでもわからないときは、学校で先生に聞きましょう。  
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３年生の保護者の皆様へ 

  

１ 特にくり返しが大切な学習 

(1) 国語 

   新出漢字の量が多くなっています。漢字ノートやプリントでくり返し学習していき

ます。 

(2) 算数 

計算や文章題に取り組みます。 

計算領域では、たし算、ひき算、かけ算、わり算と四則計算をマスターします。２

年生で学習した九九を完全にマスターしておく必要があります。  

長さや重さ、水のかさなどの単位、時刻と時間の学習もあります。  

   文章題では、かけ算、わり算で、「全部の量」、「いくつ分」、「１あたりの量」をしっ

かり理解して解くことが、今後の文章題を解いていく上で重要になっていきます。  

 

２ こんな宿題が出ています 

(1) 国語 

  ① 漢字 

    ３年生の既習内容から出しています。２年生までに習った漢字も復習のために出

しています。 

  ② 本読み 

    内容理解の手段として、また文章のリズムを獲得するため、音読することを大切

にしています。 

 

(2) 算数 

      ２年生で学習した内容、計算、文章題、今学習していることなどバランスを考えな

がら、また子どもたちがつまずきやすい事柄を重点的に出しています。  

 

 

３ 宿題の○つけやまちがい直しなどについて 

宿題プリントの○つけをし、まちがい直しをしています。プリントを持って帰りまし

たら目を通してください。 

 

４ お願い 

  この手引きをご覧いただき、「決まった場所」で「決まった時刻」に学習させてくださ

い。また、何かをしながら学習することがないように、落ち着いた環境のもとで学習で

きるよう、環境づくりもよろしくお願いします。集中すればミスも減り、ていねいな学

習ができます。 
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《４年生》 

児童のみなさんへ 

 

１ 家庭学習のしかた 

(1)  国語 

① 漢字 

漢字ドリル、漢字学習ノートを見て、正しい漢字をていねいに書きます。  

② 本読み 

    しっかり声を出して読みましょう。どこを読むかはれんらくします。  

おうちの方に聞いていただき、サインをもらいましょう。 

 (2) 算数 

計算、すでに習った問題や文章題、今習っている問題など  

を計算ドリル、プリントで学習します。 

 (3) 学習する時間 

   家では、毎日５0 分をめやすに学習するようにしましょう。 

自主学習  こんなことをしては…… 

 ☆ 日々の基本学習の定着 … 本読み（音読）、漢字練習、ローマ字練習、 

               理科や社会のまとめ、計算練習、 

コンパスや分度器を使った作図 など 

 ☆ 苦 手 な 学 習 の 定 着 … 計算ドリル、教科書やノートの復習 

 ☆ 課題を自分で見つけて … 調べ学習 

２ こんなことに 気をつけよう 

 ★ 漢字ノートなどでまちがいがあった場合は、かならずやり直しをしましょう。  

 ★ 毎日決めた時刻に、決めた場所で、「ながら勉強」ではなく、集中して 40 分程度の

家庭学習をしましょう。 

 ★ 家庭学習をする時刻は、それぞれの家でちがいます。さそいに行ったとき、もし友

だちが勉強をしていたらせかしたりせず、勉強が終わってから遊びましょう。  

３ こんなときには？ 

わからないときは放っておかないで、辞書、教科書、ノートなどを見て調べましょう。

それでもわからないときは、学校で先生に聞きましょう。  
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４年生の保護者の皆様へ 

１ 特にくり返しが大切な学習 

(1) 国語 

   ４年生では新出漢字の量が多く、新出漢字はくり返し漢字ノートやプリントでくり返し学

習していきます。 

(2) 算数 

小数や分数、角度や面積など、初めて学校で学習する内容がたくさんあります。 

しっかりと定着させるためには、くり返し練習問題を解くとともに、生活と結びつけて考

えさせたりしていくことも大切です。 

 

２ こんな宿題が出ています 

 (1) プリント・ドリル 

   算数のすでに習った単元の復習、漢字熟語など子どもたちの学習の様子を見て、苦手な内

容を中心に出しています。 

 (2) 本読み 

   「リズム良く読む」、「『、』や『。』にきをつける」、「ていねいに読む」に気をつけながら

音読の練習をしています。聞いていただけましたら、サインとともに励ましの一言をぜひお

願いいたします。 

 (3) 自主学習 

   学んだことを自分でまとめる力をつけるためにも、興味をもったことや苦手なことを中心

に、算数や漢字、ローマ字、社会や理科など、自分ががんばってみたい内容に取り組みます。         

 (4) 学習する時間 

   以上のような内容で、４年生としては５0 分を目安に取り組んでいただければと思います。 

 

３ 宿題の○つけやまちがい直しなどについて 

間違えたところを把握することが苦手な内容や課題の克服になります。 

おうちでもプリント等のチェックや声かけをお願します。 

 

４ お願い 

  この手引きをご覧いただき、「決まった場所」で「決まった時刻」に学習させてください。 

また、何かをしながら学習するのではなく、落ち着いた環境のもとで学習できるよう、環境

づくりもよろしくお願いします。集中すればミスも減り、ていねいな学習ができます。 
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《５年生》 

児童のみなさんへ 

 

１ 家庭学習について 

(1) 宿題プリント 

(2) 国語 

① 漢字 

漢字ドリルを毎日、漢字ノートに練習する。 

  言葉の意味を調べたり、熟語を書いたりする。 

② 本読み 

    正確に読んだり、気持ちをこめて読んだり、すらすらと

読んだり、めあてを持って練習する。 

  ③ 日記 

 (3) 算数・計算ドリル 

   今習っている練習問題などをくり返し学習する。 

 (4) 学習する時間 

   家では、毎日 60 分は学習するようにしよう！ 

自主学習  こんなことをしては…… 

 ☆ 国 語 … 教科書の視写や本読み、ローマ字、 

１～３学期の漢字ドリルを使った読みや書き 

☆ 算 数 … 復習や今学習している内容の問題に取り組む 

 ☆ 社 会 … 教科書、資料、自分で借りた本をまとめたり、授業のまとめをする。 

山地・山脈、川、平野の名前、都道府県を覚える 

 ☆ 理 科 … 教科書をまとめる、実験の復習 

 ☆ 家庭科 … 料理やさいほうをした後にノートにまとめる 

２ こんなことに 気をつけよう 

 ★ 毎日決めた時刻に、決めた場所で、「ながら勉強」ではなく、集中して１時間以上家庭学

習をしよう。 

 ★ 自主学習には、目的を持って取り組もう！ 

  ① 毎日の学習の予習、復習 

  ② 苦手な内容の定着 

  ③ 興味のあることについて調べてまとめる 

 

３ こんなときには？ 

わからないときは放っておかないで、教科書や国語辞典、ドリルなどで調べよう。また、そ

の習慣をつけよう。それでもわからないときは、学校で先生に聞こう。 
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５年生の保護者の皆様へ 

 

１ 特にくり返しが大切な学習 

基礎的・基本的な内容をくり返し学習することで、確かな学力の定着を図ります。特

に、国語では漢字やローマ字などの言語事項や言葉のきまり、算数では小数や分数の計

算などの学習が効果的です。毎日の宿題以外には読書や自主学習ノートを活用してくだ

さい。 

 

２ こんな宿題が出ています 

 (1) プリント・ドリル 

算数のすでに習った単元の復習、漢字熟語など子どもたちの学習の様子を見て、苦

手な内容を中心に出しています。 

 (2) 本読み 

   習っているところの音読を中心に、正確に読んだり気持ちをこめて読んだり、すら

すら読んだりと、めあてを持って読むようにしています。 

 (3) 自主学習 

   量や内容は問いませんが、自分で課題を見つけ、苦手とするところを自分なりにめ

あてを持って、毎日取り組むように指導しています。 

 (4) 学習する時間 

   ５年生としては６０分を目安に取り組んでいただければ、と思います。 

 

３ 宿題の○つけやまちがい直しなどについて 

漢字の宿題は、教師が点検しています。計算や宿題プリントについては、子どもが○

つけをし、どこでつまずいているのかを教師が点検をしています。その後、まちがい直

しをさせています。 

  まちがえた所をしっかり直すことが、苦手な内容や課題の克服になります。「前はまち

がえたけど、今度はできた！」という自信につながるよう、まちがい直しをていねいに

させていただきたいと考えています。 

 

４ お願い 

★ お子さんと相談して、決まった時刻に決まった場所で学習するようにしてください。 

★ “ながら勉強”をすることがないよう、学習環境づくりにもご協力ください。  
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《６年生》 

児童のみなさんへ 

 

１ 家庭学習について 

(1) 宿題プリント・ドリル 

基本的な問題です。じっくり考えて答えましょう。 

(2) 漢字 

書き順、とめ、はらいなどに気をつけて、ていねいに書いて 

覚えましょう。 

 (3) 本読み 

   正確に読んだり、気持ちをこめて読んだり、すらすらと読んだり、めあてを持って練習す

る。本読みをすることで読書に親しむ。 

 (4) 算数 

   復習や今学習している内容にくり返し取り組む。 

 (5) 学習する時間 

   家では、毎日一時間以上は学習するようにしよう！ 

自主学習  こんなことをしては…… 

☆ 算数問題集 

 ☆ 歴史年表まとめ … 歴史上のできごとや人物、文化などを歴史年表にまとめる。 

☆ 理科のまとめ … 教科書、ノートを見てまとめる。 

☆ 四字熟語や今までに習った漢字の練習、ローマ字やことわざ 

２ こんなことに 気をつけよう 

 ★ 自主学習には、目的を持って取り組みましょう！ 

   ○苦手なところを克服する 

   ○興味のあることについて調べて深める 

   ○学習したことを定着させる 

   ○「決まった場所で」「決めた時間帯で」｢手の届くところ 

に辞典を置いて｣取り組みましょう。 

３ こんなときには？ 

(1) わからないときは？ 

放っておかないで、辞典、教科書、ノートを見て調べましょう。また、その習慣をつけま

しょう。それでもわからないときは、学校で先生に聞きましょう。 

 (2) 自主学習ノートの書き方は？ 

   自分なりのまとめ方をしましょう。ただし、見やすく、大切なことばや重要なことには色

をつけるなどの工夫もしましょう。 
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６年生の保護者の皆様へ 

 

１ 特にくり返しが大切な学習 

算数では、分数や小数の計算、いろいろな公式、また国語では、漢字や熟語をしっかりと覚

えてほしいと思います。 

 

２ こんな宿題が出ています 

 (1) 宿題の内容と量 

宿題プリントと漢字の宿題は、基礎・基本の定着をねらいとしています。学習時間は 20

分から 30 分を目安にしています。 

 (2) 自主学習の内容と量について 

   自主学習の内容については個人によってちがってきますが、30 分から 40 分はじっくり

と取り組めます。目的を持つことが大切なので、おうちでも相談にのってあげてください。 

☆ 苦 手 な も の を 克 服 し た い → 計算、文章題、漢字、ローマ字などの問題 

  ☆ 興味のあることを深めていきたい → 図鑑、読み物、新聞などまとめ 

  ☆ 学習したことを定着させたい → 教科書やノートプリントのまとめやくり返し練

習 

 

３ 宿題の○つけやまちがい直しなどについて 

漢字の宿題は、教師が点検しています。計算や宿題プリントについては、教師または子ども

が○つけをし、どこでつまずいているのかを教師が点検をしています。その後、まちがい直し

をさせています。 

まちがえた所をしっかり直すことが、苦手な内容や課題の克服になります。「前はまちがえ

たけど、今度はできた！」という自信につながるよう、まちがい直しをていねいにさせてい

ただきたいと考えています。また、まちがい直しをしていないときは、声かけをお願いしま

す。 

 

４ お願い 

 ★ 家庭学習時間は、最低でも１時間！ 

   「決まった場所で」「決めた時間帯で」｢手の届くところに辞典を置いて｣学習させてくだ

さい。 

★ 家庭学習は集中！ 

   ご家族の協力のもと、テレビを消して、落ち着いた雰囲気の中で学習させてください。 

★ 家庭学習は自力学習（自学自習）への第一歩！ 

   中学生に向けての準備期間です。自力学習の習慣をしっかり身につけて、中学校へ進学し

てください。 



中学校 学習の手引き 
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国語 

 国語とは                                

 みんなが使っている日本語の授業なのは、小学校のときと同じです。でも、小学校のときとは違うところがあり

ます。 

まず、昔の日本語である古典や、昔の人が親しんだ昔の中国語（漢文）などが加わります。１年生では「かぐや

姫」のお話し「竹取物語」を、２年生になると「枕草子」「平家物語」「徒然草」と、学習する作品の数が増えます。

また、３年生には「おくのほそ道」や昔の和歌という高度な内容になります。小学生の間で出来ることとしては、

ここに書いた作品の最初の部分（冒頭といいます）や百人一首を暗唱できるようにしておけば、ちょっと中学の授

業が楽になります。 

また、日本語のルール（文法といいます）なども新しく登場します。ふだんなにげなく使っている日本語ですが、

こういう形が正しい形なんだ！ということを習います。たとえば、次の言い回しのどちらが正しいか考えてみてく

ださい。 

① 僕は、エビやカニを食べれません。 

② 僕は、エビやカニを食べられません。 

答えは②です。①を書いたら、×になってしまいます。そういうものが文法です。 

 また、今まで以上に「たくさん文章を書いて！」とか、「ちゃんと理由もつけて説明して！」なんてことも要求さ

れますし、よく考えて答える練習や、人が言っていることや、書いている内容を正しくまとめることも要求されま

す。 

書道も小学校よりは時間は少なくなるけどやります。書道道具は、小学校で終わりじゃないから、なくさないで

くださいね。 

 

 学習のアドバイス       

 授 業 編  

・授業中の話をしっかりときく 

 国語の授業では、教科書の本文を読み解いて、意味や、表現の工夫や、作者の表現していることなどを 

学習していきます。その授業中に集中して聞いたり、考えたりしていないと、あとから教科書を見ても、 

どこにも「答え」は載っていません。国語の「答え」は、すべて授業中にあります。頭で話を整理して、 

集中してきくようにしましょう。先生の話しだけではありません。友だちの発言もきちんと聞きましょう。 

そしてもちろん、わからないことは積極的に質問しましょう。 

・「考える」ことを大切に 

先生たちは授業中にさまざまな質問をしてみんなに問いかけます。知識を問うこともあれば、筆者また 

は、みなさん自身の「心」や「考え」を問うこともあります。それを簡単に「わからない」とあきらめてしまうの

ではなく、一生懸命、考えてください。誰かの答えを待って、それをきくだけでは、国語の力は決してつきません。 

 ・ノートをきちんととる 
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  授業中に先生が黒板に書いたことは、自分のノートに丁寧に書いておきましょう。授業中に配られた 

プリントなども、先生の指示にしたがって、指定されたようにきれいに貼り付けておきます。「あとから見たく

なるノート」になるよう、意識してみよう。また、黒板に書かれたこと以外にも、先生が話していたことや、友

達の発表した意見など、自分が大切だと感じたことを、メモしておくと、あとから勉強するときにとても役に立

ちますよ。 

 提 出 物 編   

 ・丁寧な字 

国語の提出物は主に、「漢字ノート」「ワーク（問題集）」、それに授業で毎日使う「授業ノート」などがありま

す。それ以外にも、授業中に配布されるプリントや、宿題などもすべて、含みます。どれも、まずは丁寧な字で

取り組むことが大切です。続け字・くせ字・うすい字・小さい字などは×。一画ずつ丁寧に、正しい形で、堂々

とした字が書けるようにしましょう。特に「漢字ノート」では、新しい漢字の正しい形をしっかりと確認し、字

を間違って覚えることがないように注意しましょう。 

そのために、今からできることは、正しいえんぴつの持ち方を心がけることです。ふだんの生活では、あまり

書かずに過ごせるようになってきていますが、学校では、文字を書き、絵を描くことが基本になります。正しい

筆記具の持ち方は学校生活すべてを支えてくれます。毎日気をつけてほしいと思います。 

 ・問題は自力で解き、答え合わせまでする 

  提出物のなかでも、「ワーク（問題集）」や、授業中に配布する問題演習プリントなど、問題に対して、 

自分で解答をする形式のものがあります。それらに取り組むときに、まず「自分で全部考えて、やってみる」

ことを大切にしてください。わからない問題は、授業ノートや、教科書、場合によっては辞書などを見て、も

う一度取り組んでみましょう。あきらめて問題をとばしたりせずに、ねばり強く考えて、自分の言葉で答えを

書いてみよう。また、答え合わせを必ずすることが大事です。 

間違えた問題は、×だけでなく正しい答えをきちんと書きこみ、正解を確認しておきましょう。 

 家庭学習の仕方                         

 ※復習を大切にしよう 

学習したことの復習を毎日しましょう。特に、漢字や文法など、暗記の必要なものは、毎日繰り返 

すことで力が定着します。ノートを見直したり、問題集や学校のプリントなどを活用しましょう。登場人物の

気持ちや、段落のまとまり・要点を意識したりしながら繰り返し本文を読むことも大切です。家での時間を有

効に使いましょう。 

※問題を解いてみよう 

学校から渡す問題集やプリントを活用して、実際に解答することで力を試してみましょう。何が問題として

きかれているのか、どういう答え方をすればいいのか、字は丁寧に書けているかなど、見直しまでしっかり

としよう。間違ったところは、もう一度取り組んで学習しましょう。 
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社会 

社会とは                               

中学校の社会は、地理・歴史・公民という 3つの分野に分かれて学習します。 

地理 世界や日本の諸地域の地形・気候・産業・文化などを地図帳や資料集など

を使って学びます。日本や世界の様々な人々のことを知ることで、自分自

身の日常生活と世界の動きを関連づけて考える力をつけていきます。 

 歴史 日本と世界の国々の成り立ちや、それぞれの時代に生きた人々の歩みを学

びます。過去のことを知ることで今の日本や世界のことを正しく理解し、

未来をどう拓いていくかを考える力をつけていきます。 

 公民 日本の政治と経済、また国際社会などについて学びます。「人権とは何か」

「民主主義とは何か」などの問いと向き合い、「私たちにできることは何か」

を皆と考えながら自分なりの答えを探していきます。 

社会の授業を受けるにあたって                

①なぜ？どうして？を大切にしましょう 

 授業内容はもちろん、日々の生活を過ごす中で疑問に思ったこ

とを積極的に聞いたり自分で調べたりしましょう。「なるほど！」

と思うことが勉強する楽しさや次への意欲にもつながります。 

②つながりをつかんでおきましょう 

 「暗記だけの教科」と思いがちですが、覚えるためには関係をしっかりと理解し

ておく事が大事です。この出来事があったからこの事件、こういった気候だからこ

の農業というようなつながりを整理しながら学習していくと理解しやすいものです。 

③資料を活用しながら学習しましょう 

 社会の学習では様々な資料に触れることになります。地図をはじめ、グラフや表、

絵画や文学など多くの資料がそれぞれ何を意味しているのかを読み取る力が求めら

れます。日ごろから多くの資料を目にすることが大切です。 

④ニュースにふれる機会をつくりましょう 

 社会の語句は日ごろのニュースでも耳にすることが多いものです。

特に公民の勉強ではニュースがわかれば授業がわかるとも言えます。

見出しだけでもいいので、テレビや新聞などでチェックするといいでしょう。 
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中学生になるまでに                              

 小学校で学ぶものが中学校で学習することの土台になります。で

すから、小学校の勉強をしっかり身につけておくことが大切です。

都道府県の名称と位置、教科書の太字のものなど基本的なものを理

解しているだけで、中学校での学習のスタートがきちんと切れるは

ずです。 

中学 1、2年生では                              

 1,2年生では地理と歴史の授業を交互にやっていきます。例えば、4、5月は歴史、

6、7月は地理といった感じです。内容は「なぜ大阪よりも日本海側の地域でよく雪

が降るのか」「なぜザビエルは日本に布教しに来たのか」など、小学校で勉強したも

のを深く、広範囲にわたって学んでいきます。覚えなければならな

い語句の数が一気に増え、内容も高度になります。また、授業のス

ピードも速くなりますので、授業に集中して取り組むのはもちろん、

家庭学習をきちんとしていきましょう。 

中学 3年生では                              

 3年生では 1学期の途中まで歴史の授業を行い、およそ 20世紀から現在にかけて

までの歴史を学びます。その後で公民の分野に入ります。「内閣総理大臣って何をし

てるの？」「ニュースの最後によく見る『１ドル＝118

円』って何？」という、普段テレビで何気なく見てい

る、聞いていることの意味がわかってくるはずです。 

社会の学習の仕方について         

＜社会科の家庭学習は、授業の復習が基本です＞ 

① 授業で学習した内容について、教科書や資料集を読み、

理解しましょう。 

② ノートにある重要な語句は、何度も書いたり、ゴロあわせを考えたりするなど、

工夫して覚えましょう。 

③ 学校で配布したプリントや問題集をはじめ、自分自身で

用意したものを、何度も繰り返して解いてみましょう。

一つのものをきちんとできるようになれば、基礎的な学

力は身についていきます。 

 

７１０
な ん と

大きな平城京 

７１０年平城
へいじょう

京
きょう

遷都
せ ん と
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数学 

「わかる楽しさ」「解ける喜び」 

 

算 数 では、実際に計ったり数えたり、体験をしながら勉強していました。「1 個 100

円のりんご 5 個と 1 個 80 円のみかん 6 個を買ったときの合計金額は？」「100 本の鉛筆を

20 人に配ると一人当たり何本？」など、具体的な場面において起こりうる問題について考

えていました。 

数 学 では、この「算数」の知識を元に論理的に推理して、“見ることも触ることもで

きないものを考える力”を身に付けていきます。例えば、2000V と書いてある電源に、

触ってみて電気が流れているかいないか確かめる人はいませんよね。それはもし流れて

いたら命にかかわると知っているからです。「なぜそんなことを知っているのですか？」

と聞くと大抵の人は「当たり前でしょう」と言います。試してみなくても、「10V や 20V

でビリビリするのに、その 100 倍なんてとんでもない！」という気持ちが働くのですね。

試してみなくても「論理的に考えれば当然」と思えることがあるのです。 

この論理的に考える力というのが「 数 学 」の力なのです。みなさんは 

これから 3 年間、このような力を培うために数学を勉強していきます。 

 

 

① 授業を積極的な心構えで受けよう！ 

「算数が苦手だ・・・・」という人は、結構多いと思います。しかし、「わかろう！」

という気持ちで受けてくれたらたいていは理解できます。「できないから・・・」

とあきらめず、「わかるまでがんばろう」という気持ちで受けましょう。 

② 難しくても、自分で考える。 

わからないとすぐ、隣の人や近くの人に教えてもらおうとする人がいるでしょう。

これでは、いくら頑張っても伸びません。とにかく、自分で考えられる所までや

ってみる！！この姿勢が伸びるコツです。 

③ 予習・復習をしっかりする。  

数学は予習よりも復習に重点を置くことが大切です。その日に習った事は、 

その日のうちに必ず復習しよう！  

④ 提出物をきちんととする。 

これは数学だけでなく、全教科について言えることですが、全ての提出物を、 

期限をきちんと守って出せる人はきっと良い結果が得られると思います。 

数学とは 

数学の勉強の仕方について 
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    数学では論理的に考える力が大切といいましたが、計算がなくなるわけではなく、

負の数や文字を利用してより一層難しい計算をします。中学１年生になる前に今から

しっかりと計算の復習をしておきましょう。 

☆ やっておこう！☆ 

①九九を完ぺきに覚える    ②分数・小数の計算をできるようにする 

 

 

   1年生では中学校で習う数学の基礎全般を学習します。一学期最初には「正負の数」とい 

う単元があり、そこで＋（プラス）と－（マイナス）の考え方を学習します。マイナスと 

は「プラスの反対」と言われれば簡単に思うかもしれませんが、例えば「気温が－3℃上昇」 

と言われたとき、つまり「元の気温」からどのように変化したことを意味しているのでし 

ょう？他にも「－500円の利益」と言われても「本当に利益があったの？」となりませんか？ 

このようなマイナスの考え方をしっかり学んだうえで計算に繋げていきます。 

 

 

2 年生では、1 年生で習ったことを基礎とし、より高度な内容を学習します。その一つと 

して“証明”があります。証明とは「あることがらを、すでに正しいと認められたことが

ら（定理）を使って、筋道を立てて説明し、仮定から結論を導き出すこと」です。 

   たとえば、「三角形の 3 つの角を合わせると 180°になる」ことを小学校では、①3 つの

角を分度器で計る、②3 つの角を切って集めるなどの方法を使って確かめます。それを 2

年生では習った知識を使ってなぜそうなるのかを説明していきます。これが“証明”です。 

 

 

 

 

 

   3 年生は中学校数学の集大成です。内容も更に高度になります。その 1 つとして「平

方根」という内容があります。“平方”とは、2 乗する（同じ数を 2 個掛け算する）と

いうことです。例えば、2 乗して「 4 」になる数は．．．1 つは“2”ですがもう 1 つは？？ 

2 乗して「 3 」になる数って何だろう？？更に記号「 √ 」を使って数字を表すとは？？

といったことを考えていきます。 

3 年生では、このような新たに学習する内容に加え、1・2 年生で学習した内容を更

に発展・複合した問題に取り組みます。 

中学 2年生では 

中学１年生になるまでに 

中学 3年生では 

中学１年生では 
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理科 

「なぜだろう」から「なるほど」,そして「すごい」へ 

理科とは                            
みなさんは，「夏が暑くて冬が寒いのは，なぜだろう？」「人が

成長するのは，なぜだろう？」「ボールを空に投げ上げると落ち

てくるのに，太陽や星はなぜ落ちてこないのだろう？」「物が燃

えるのはなぜだろう？」と思ったことはありませんか。これらの

ことは，理科を学習する中で少しずつわかってくることなのです

が，身の回りにあるこれらのことをまとめて自然と呼んでいます。   

みなさんの住んでいるこの交野市立第三中学校区も，少し足を

伸ばせば，自然がいっぱいあります。花や鳥や木の名前を知れば，

より世界が広がります。 

理科は「自然に親しみ・関心を持ち，観察・実験を通して，自然について理解するこ

と，自然を調べようとする心と調べる力をつけること」を目標にしている教科です。 

今，私たちの身の回りには，いろんな電化製品や自動車・衣料・文具などたくさんの

モノがあります。また，私たちをとりまく医療技術・薬品・食品なども日々進歩し新し

くなっていっています。これらは，私たちの先輩たちが，理科で学んだことを基礎にし

てつくり上げてきたものです。そして，日本は災害の多い国でもあります。みなさんも

よく知っている東日本大震災や火山，台風，洪水，竜巻などの自然災害をどのようにす

れば防げるのか多くの科学者が日々研究を重ねています。 

理科は，地球上に私たち人類が誕生してから，「自分たちの次の世代には，より豊かな

生活をしてもらいたい，より安心して暮らせるようになってほしい。」と知恵を絞り，文

化・文明を築き上げてきた偉大な教科・学問です。 

 これから，私たちと一緒に学習を進めていくと「なぜだろう」が「なるほど」になり

「すごい」となっていくでしょう。そして，「もっと詳しく知りたい」「もっと便利なも

のはできないだろうか」となってほしいと思います。共に学習していきましょう。 
  

中学生になる前に                        
小学校３年から６年までの理科の教科書を読み返して，学習した内容をしっかりと復習し

ておきましょう。また，教科書は捨てずに本棚に並べておきましょう。結構役に立ちます。 
  

学習のアドバイス                        
身の回りのなにげないことがらに，「なぜだろう」と思う気持ち，「なるほど」と納得

するまで学習しようとする気持ち，学習を通じて身近な現象の法則や自然の偉大さに対

して「すごい」と思う気持ちを大切にしましょう。 

学習に当たっては，次のことに取り組んで下さい。 

①授業に集中し，その時間内に内容を理解し覚えようとする努力をしましょう。 

②わからないことは，どんどん質問しましょう。 

③実験・観察に積極的に取り組みましょう。その積極性が，理解と記憶を助けます。 

④「科学の目」で自然や科学的なニュースに興味を持ったり調べたりしましょう。 

⑤家庭学習では，Ａ前日に明日の授業内容の教科書を読みましょう。 

Ｂその日のうちに復習し，問題集にも取り組みましょう。 

Ｃ新しい語句は声に出したり書いたりして覚えましょう。
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１年生では                           
次の 4つの大きな単元で学んでいきます。 

①植物の世界････････････････花や葉，茎，根のつくりやはたらきを学び，それをもと

にして植物にはどのような種類があるのかを学びます。 

②身のまわりの物質･･････････身のまわりにあるさまざまの物質について，その性質や

水にとけるようす，温度を変えたときの物質の状態の変化

などを学びます。また，身近にある気体の性質について学

びます。 

③身のまわりの現象･･････････光の進み方や物質の見え方のきまり，音の伝わり方や音の

ちがい，身のまわりの現象と力のかかわりなどを学びます。 

④大地の変化････････････････大地の動きの表れである火山や地震，地層について調べ，

大地がどのように変化するのかを学びます。 
 

２年生では                           
次の 4つの大きな単元で学んでいきます。 

①化学変化と原子・分子･･････私たちは，さまざまな物質に囲まれて生活しています。 

物質のいろいろな変化を利用して私たちの文明は発展

してきました。この単元では，物質がどのような変化を

見せるのかを学んでいきます。 

②動物の生活と生物の変遷････動物の体のつくりとはたらきを学び，さらに動物の多様な

形や性質からなかまわけをしていきます。また，化石に見

られる過去の生物と現在の生物との関連を，学びます。 

③電気の世界････････････････電気の性質や磁界との関連について学び，身のまわりの

電気をうまく使うためにはどうすればよいか，また，身

のまわりのどのようなことに生かされているのか，学び

ます。 

④天気とその変化･･･････････大気(空気)の動きによって起こる気象現象を調べ，わたした

ちの生活に大きく影響する天気の変化について学びます。  

３年生では                           
次の６つの大きな単元で学んでいきます。 

①化学変化とイオン･･･水溶液の電気的性質や酸・アルカリの性質の学習を通して，イオ

ンとは何であるかを探っていきます。 

②生命の連続性･･･････生物は，どのようにして成長をするのか。また，生物はどのよう

に子孫を残し,ふえていくのか，を学びます。 

③運動とエネルギー･･･運動する物体のもつ性質や物体のもつエネルギーについて， 

１年生で学んだ力のはたらきをもとにして，学びます。 

④地球と宇宙･････････宇宙の広がりやそこにある天体について調べ，わたしたちの住む

地球と宇宙について学びます。 

⑤科学技術と人間･････エネルギーや科学技術の進歩や現状ついて学び，人類の未来のた

めにどのように考えていけばよいかを学びます。 

⑥自然と人間････････生物は，ほかの生物や生物以外の環境とどのよう 

に関係しあうのかを学び，自然界の一員として 

生きるわたしたちは，自然環境をどのように 

利用し守っていけばよいのかを考えます。 
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音楽 
 

 

音楽を楽しみ、音楽の美しさを感じる心を育てる教科です。 

 ☆表現 歌唱…みんなで１つの曲を協力して作り上げる合唱や、美しい日本の

曲、英語やイタリア語などの歌を 1人で歌えるようになりまし

ょう。 

     器楽…主にアルトリコーダーを使います。小学校の頃に使っていたソ

プラノリコーダーより大きく、低い音が出ます。指使いが違っ

て、みんな１からのスタートです。頑張りましょう♪ 

 ☆鑑賞 世界で聞き続けられている曲、日本の伝統音楽…等、様々な曲を鑑賞 

します。その音楽の素晴らしさに触れると同時に、自分の音楽に活か 

せられるようにその良さを吸収していきましょう。 

  

 

 

・忘れ物はしない!! 

・歌を歌ったり、笛を吹いたりして音を出して練習する時と、静かに聴く時のメ

リハリをつけましょう。 

 ・得意な人も苦手な人も一生懸命に練習し、恥ずかしがらず、表現する気持ちを

大切にしましょう。音楽は積極的にできる人ほど上手くなります。 

 ・提出物は丁寧に、全部埋め、自分の言葉でできるだけ沢山書きましょう。 

 

 

 

・授業中に一生懸命頑張れば、特に毎日の学習は必要としていません。ただし、

宿題やテスト前（実技・筆記）はしっかりと家庭学習に取り組みましょう。 

 ・いろいろな音楽に興味をもち、音楽に触れる機会を積極的に増やしましょう。

テレビやインターネット等を始め、社会は沢山の音楽で溢れています。アンテ

ナを張って、いいなと思えるものを増やしていきましょう。 

 

音楽とは 

学習のアドバイス 

家庭学習の方法 
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 ・小学校で学習した音符や記号を復習しておきましょう。 

 ・ト音記号の階名は読めるようにしておきましょう。 

 

 

 

表現の幅が広がり、歌唱ではイタリア語の曲を歌います。 

 

 

 

 

 

 

 

イタリア語は音楽において大切な原語です。イタリア語は一見難しく見えますが、 

ほとんどローマ字読みなので意外と簡単です。西洋音楽の基礎を原語からも勉強 

していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

上の楽譜は『連作交響詩わが祖国』より『ブルタバ』という曲の一部です。 

この曲はブルタバ川という川を題材にした曲ですが、この曲の背景にはチェコとい

う国がオーストリア＝ハンガリー帝国という国に支配されていました。その抑圧さ

れた思いを、音楽で表現しています。 

このように、音楽は歴史や社会と深く繋がっています。そういった曲の背景等を考

えながら、曲を演奏したり、鑑賞したりしていきます。 

 

 

中学生になる前に 

中学２年生では 

中学３年生では 
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美術 

｢表現する楽しさ｣ 

 

 

 

 ｢美術｣では｢図画工作｣で習ったことをもとに、技法や基礎知識を学び、技術も身につけます。

絵を描いたりものを作ったりしますが、その技法や、基礎知識をもとにして、作品制作をおこ

ないます。また鑑賞を通して｢見る目｣を養い、自然や美術作品、文化遺産などに興味・関心を

持ち、その良さや美しさを感じとり、味わい、心豊かに生きること、美術を愛好する心を学ぶ

ことです。 

 

 

 

●勉強の仕方 

季節の移り変わりや、身のまわりのものに目を向け、感動する心・疑問に思うことを普段

から大切にしましょう。 

  美術館や博物館、電車の中のポスターやテレビの映像、美しい自然を見ることで、「見る目」

を養っていきましょう。 

●守ってほしいこと 

 ・忘れ物をしないようにしましょう。 

・刃物を（彫刻刀やカッターナイフ等）使うこともありますし、順番を間違えてしまうと作

品が完成しないこともあるので、話（）は最後まで聞きましょう。 

 ・用具を大切に、正しく使い、もとにあった場所に戻しましょう。 

 ・作品を大切にしましょう。(必ず名前を書きましょう) 

 ・作品の提出期限を守りましょう。 

 ・授業は２・３年生は週に１回、１年生は１～２時間しかありません。 

  

１時間１時間を大切にしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

美術とは 

美術の勉強の仕方・守ってほしいこと 



28 

 

 

 

 

みなさんは、景色を見て｢美しい…｣とみとれたり、壁に掛かっている絵や、何気なく見た彫

刻を見て｢すごい！おもしろい！｣と感動したり、毎日使ったり、目にしているものを改めてみ

て｢このデザインはこのために、こんな形になっているのか！｣と感心することがあるとおもい

ます。このように｢感じる心｣から美術の活動が始まるのです。その感じたことを、色や形で表

現したり、見る人に伝えたいと思う気持ちこそが、美術の出発点なのです。いつも｢感じる心｣

を意識して大切にしてください。そのためには常にアンテナを張り巡らせないといけません。 

 

 

 

 １年生で習得したことをもとに、さらに技術を要する課題にチャレンジします。｢こんな作品

を作りたい！｣と明確なビジョンを持ち、そのビジョンに近づけるように試行錯誤します。もち

ろん、そのためにはなにが必要なのか、そのためのアドバイスをします。２年生では、そのビ

ジョンに近づけるためにはどうしたらいいのかを、自分でも考えてもらいます。与えられたこ

とだけをするのではなく自分で課題を見つけて作業することが多くなっていきます。 

 

 

 

 中学校３年間で習得したことをもとに、少し難しい課題にチャレンジします。課題を達成す

るために、いろいろ考えるのはもちろんのこと、その課題のテーマ等を他者に伝えるというこ

とにもチャレンジしてもらいます。 

義務教育最後の年で、高校へ入ると、選択制になるので美術の授業を受けるのが最後の人も

います。｢作る楽しさ｣や、｢表現する喜び｣を存分に味わってほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

中学１年生になるまでに 

中学２年生では 

中学３年生では 
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保健体育 

保健体育とは？ 

体育分野では小学校と中学校の授業で学習する内容は大きく変わるわけではありませ

んが、中学校では小学校で学習した運動をさらに詳しく、より深く考え、運動を実践的

に学習していきます。また、保健では健康や環境についての学習や体育理論などを学習

します。“楽しい”ということは運動をする上で一番大切なことですが、ただ楽しいで

はなく、「より速く走るためにはどうしたらいいのだろう？」「より高く跳ぶにはどこの

筋肉を鍛えればいいのだろう？」「上手な子はどんな練習をしているのだろう？」と運

動について考え、いろんな方法を試し、それで自分の力が高まればまた違った運動の楽

しさや面白さに出会えるはずです。運動が苦手な人も、嫌いな人もいるかもしれません

が、きっと今までの体育に対するイメージが変わると思います。 

また、１人では大変なことも仲間と協力することで 

乗り越えることができ、大きな達成感を味わうことができ 

ます。そんな経験ができるのも、保健体育の魅力です。 

保健体育科 指導目標 

・個人技能および集団技能、体力の向上をはかる。 

・集団内での個人の役割について理解させる。 

・スポーツを生活の中に生かす能力を身に付けさせる。 

・健康に関する知識を理解させ、各自の健康管理を徹底させる。 

 

学習内容 

保健体育科 

【保健分野】 【体育分野】 

心身の機能の発達と心の健康 

 

健康と環境 

 

傷害の防止 

 

健康な生活と疾病の予防 

体つくり運動 

器械運動（マット運動） 

陸上競技（ハードル、高跳び、持久走など） 

水泳 

球技（バレー、バスケットボールなど） 

武道（剣道） 

ダンス 

体育理論 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMHvlgKtUEgcAJR6U3uV7/SIG=12crod6g2/EXP=1420612197/**http:/www.sozai.rdy.jp/shirokuro/03/taiiku/sozai/06.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMGJvgatUEkIAV1SU3uV7/SIG=123hgs4hr/EXP=1420612335/**http:/illpop.com/img_illust/school/gym_a25.png
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学習のアドバイス 

 
①得意なことだけではなく、苦手なことにも一生懸命、積極的にチャレンジすること。 

②「どれだけ上達したか」などの自分自身の成長を感じること。「できた」「できていな

い」だけが大切なのではありません。 

③しっかり知識を身に付けること。運動の名前やルール、体や安全について知ることが

運動の上達や健康な生活への第一歩です。 

④規則正しい日常生活を送ること。体力を向上させるためには、運動を頑張るだけでは

いけません。規則正しい生活、特に睡眠と食事をしっかりとることを心がけましょう。 

 

積極的に学習に参加するために 

 

①素早く行動しましょう。 

 ・限られた時間の中での学習です。休み時間の間に移動・更衣・準備を済ま 

  せスムーズに学習が進むように、全員が素早く行動しましょう。 

 

②安全に注意しましょう。 

 ・けがの予防のために、準備運動にもしっかり取り組みましょう。 

 ・ルールを守り、正しい行動を心がけましょう。 

 ・用具のあつかいには注意して、物を大切にしましょう。 

 

③準備物に注意しましょう。 

 ・体育では、学校指定の体操服を着用します。 

 ・運動できる靴（体育館では学校指定の体育館シューズ）を用意しましょう。 

 ・天候によって、急に教室での学習に変わることもあります。体操服だけでなく、入

学後配布される実技の本・保健の教科書・ノートをいつも準備しておきましょう。 

 

体育の好きな人も嫌いな人も、体を思い切り動かして体力をつけ、

友達と協力することで、みんなと仲良くなろう！ 

そんな力を付ける勉強が保健体育です！ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMHVqgatUUV0A4kuU3uV7/SIG=12br9plua/EXP=1420612330/**http:/www.iejima.org/ieson/rk/files/fuku1/bareboru.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMGZ_gatUqwgAmiKU3uV7/SIG=12fnuf96p/EXP=1420612351/**http:/www.sakai.ed.jp/weblog/data/sakai082/r/0/1260492.jpg
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技術・家庭科 
「生活の自立を目指して、さぁ技術・家庭の扉を開こう！」 

 

技術とは 

学習の目的 

 技術分野では、日頃の生活をよりよくするために、実践的・体験的な学習を通して、も

のづくりやエネルギー利用及びコンピュータ活用等に関する基礎的な知識や技術を身につ

けるものです。日常の生活において技術の果たす役割について勉強します。実生活の役に

立つ実践的な学習です。 

 

 

学習準備物 

 ○教科書 ○ノート ○定規 ○作図があるので鉛筆が数本あるのが望ましい。 

 

 

学習の目的 

 家庭分野では、日頃生活をしていて様々なことに気づき、それらを科学的に調べ、確か

め、考えることを狙いとしています。 

そして体験的な学習を通して、生活に必要な技術を学んでいきます。 

自分や家族の生活を「より心地よく」「より快適に」「より便利に」充実させていき、生活

の役に立つ実践的な学習です。 

 

学習準備物 

○教科書 ○ノート ○資料集 

  上記以外に必要なもの 

 ○はさみ ○のり ○エプロン ○三角巾 ○ふきん （調理実習時に使用） 

 

家庭とは 
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３年間で学習する内容 

技術分野 家庭分野 

材料と加工に関するもの 

・ものづくりの工夫と進め方を知る 

・工具の安全な使い方を習得する 

食生活に関するもの 

 ～中学生の栄養と食事、調理の応用～ 

エネルギー変換に関するもの 

・生活や社会で使用されるエネルギーについて知る 

・実習を通じてエネルギー変換について考える 

衣生活に関するもの 

 ～衣服の洗濯と手入れの方法～ 

生物育成に関するもの 

・作物の計画的な栽培を目指す 

・葉菜類や果菜類を育て家庭科で調理する 

住生活に関するもの 

 ～室内環境の整備と住まい方～ 

情報に関するもの 

・コンピュータと情報処理の基本と情報モラル教育を

通じて正しい知識を身につける。 

・プレゼンテーションを行い卒業記念の制作を行う 

家族と家庭生活に関するもの 

～自分の成長と家族、地域の関わり・幼児の生

活・家庭生活と消費～ 

授業の約束 

１、忘れ物をしない。 

  学習準備物がそろわないと、学習の効率が著しく劣ります。学習効果を高めるために

も忘れ物をしないように注意しましょう。 

２、教室移動は素早く行う。 

  ゆとりを持って教室を移動し、準備の時間を確保しましょう。 

３、実習活動は協力しよう。 

  実習は一人で行うこともあれば、グループで行うこともあります。役割を分担し協力

して行いましょう。 

４、先生の指示をしっかり聞こう。 

  調理実習や工具を使用した授業では、危険な作業が伴うのでけがのないようにしよう。 

家庭学習の方法 

  家庭での生活で、中学生になった自分が家族の一員として積極的にできることに取り

組むよう心がけましょう。 

その他 

○配布されたプリントや説明書などは、ノートにきちんと整理しましょう。 

○製作した作品やレポート、ノートなどの提出物はあきらめずに努力して期日までに必ず

提出しましょう。  
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英語 

Let’s Study English!!! 

英語とは                                

 私たちの世界は、今急速に広がり、外国との結びつきも多くの面で非常に強くなってき

ています。アメリカ、イギリス、フィリピンなど世界中で８０以上の国や地域で主な言語

として話されている英語は、とても大切な言語になります。もしも英語ができれば外国の

人と話せて楽しいし、友達も増えますね。さぁ、小学校に引き続き、中学校でも楽しく学

習しましょう。 

 

１年生になる前に                                

①アルファベットの大文字、小文字について予習しておきましょう。 

②小学校で習ったあいさつや英語の表現を復習しておきましょう。 

 

学習のアドバイス                               

①英語を好きになろう。 

 ⇒私たちの日常生活には英語がいっぱいあります。英語の歌や映画、スポーツなど教科

書以外の英語にも興味を持ち、英語を好きになりましょう。 

 

②日々の授業を大切にしよう。 

 ⇒忘れ物をしない、話をしっかりと聞く、提出物をきちんと出す、など基本的なことが

しっかりできるようにしましょう。 

 ⇒単語や基本的な文章を覚えよう。中学校で習う単語や表現で日常会話はだいたいでき

ると言われています。がんばりましょう。 

 

③教科書の音読や暗唱をしよう。 

 ⇒音読をすることで、単語の発音練習や文章の読み方に慣れることができます。 

  暗唱は英語の文章の流れをつかんだり、表現を覚えるのにとても有効です。音読や暗

唱を通して毎日少しでも英語にふれるようにしましょう。そうすれば、自然に英語の

感覚が身についてくるはずです。 
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１年生になって                                

 中学校での英語の勉強がほんかく的に始まります。比較的簡単な英語表現を学んでいき

ますが、それを繰り返し、音読し、何よりもしっかりと書けるようになることが大切で

す。1 年生で英語の基礎をしっかりと定着させ、2 年生、3 年生で幅広い英語表現ができ

るようにしていきます。 

 

２年生になって                              

１年生では、主に今の状態や様子を説明する「現在形」を習いました。２年生になると

それに加えて、過去のことを言う「過去形」やこれから先のことを言う「未来形」など

も勉強します。１年生に比べて習う文法もかなり多く、文の作りが少し複雑になったり、

長い文章になったりします。 

 

３年生になって                              

入試対策として英作文や長文にさらに力を入れるようになります。自分の考えをまとま

った語数の英文で表現できるようになることや、今まで以上に長い英文が読めるように

なることを目標に、時間をかけてしっかりと取り組んでいきましょう。 

 

家庭学習の方法                               

①予習、復習をしっかりしましょう。 

 予習とは・・・教科書の本文をノートに写す、単語を書いて覚える、意味を調べるなど。 

 復習とは・・・授業で習ったことをもう一度見直す、ワークなどの練習問題をするなど。 

 

②声に出して何度も練習しよう。 

 大きな声で恥ずかしがらずに、英語らしく読みましょう。おうちの人にも聞いてもらい

ましょう。教科書の CD も必要に応じて貸し出しがあります。ネイティブの発音を聞く

ことできれいな発音が身につきますよ。 


