
学年

私たちの暮らしと経済
価格の働きと金融
市場経済の仕組み
□　NHK for School 10min.ﾎﾞｯｸｽ公民「市場経済の仕組み」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_nihonshi/?das_id=D0005120376_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402922_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120489_00000

個人の尊重と日本国憲法
人権と共生社会
基本的人権と個人の尊重
□　NHK for School「子どもの権利条約」（動画２分）

１２月

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402941_00000

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/jun3_jp/question/19step1.pdf https://www.nhk.or.jp/kokugo/classic/?das_id=D0005150087_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120497_00000

曖昧な文・分かりづらい文
◇　みやぎ単元問題ライブラリー中学校３年生　【伝・国】
１６　文法のまとめ　あいまいな文・論理構造

万葉・古今・新古今
□　NHK for School  10min.ボックス古文・漢文「万葉集」(動画１０分)【読むこと】
【伝・国】

□　NHK for School  10min.ボックス古文・漢文「漢文（３）論語」(動画１０分)
【読むこと】【書くこと】【伝・国】

□　NHK for School 総合「“働く”を考える」活動の流れ～北海道教育大学附属札幌中
学校２年～（動画５分)【読むこと】

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/jun3_jp/question/16step1.pdf https://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_kobun/?das_id=D0005150185_00000 https://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_kobun/?das_id=D0005150075_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005320558_00000

現代の日本と世界
□ NHK for School　１　戦後日本の発展と国際社会
「戦後・民主化への道」（動画１０分）

現代の民主政治と社会
国の政治の仕組み
国会の地位と仕組み
□　NHK for School 10min.ﾎﾞｯｸｽ公民「国会」（動画10分）

現代の民主政治と社会
地方自治と私たち
私たちの生活と地方自治
□　NHK for School 10min.ﾎﾞｯｸｽ公民「地方自治」（動画10分）

私たちの暮らしと経済
価格の働きと金融
市場経済の仕組み
□　NHK for School ｱｸﾃｨﾌﾞ10公民「“ｼｪｱﾘﾝｸﾞ”で経済が変わる!?」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_nihonshi/?das_id=D0005120319_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120353_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120352_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120492_00000

現代の日本と世界
□ NHK for School　２　新たな時代の日本と世界
「高度経済成長の光と影」（動画１０分）

現代の民主政治と社会
国の政治の仕組み
国会の地位と仕組み
□　NHK for School「二院制（衆議院・参議院）」（動画２分）

現代の民主政治と社会
地方自治と私たち
地方自治の仕組み
□　NHK for School ｱｸﾃｨﾌﾞ10公民「地域のことは誰が決める？」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120345_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402904_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120496_00000

個人の尊重と日本国憲法
人権と共生社会
社会権－豊かに生きる権利
□　NHK for School「基本的人権　社会権　教育を受ける」（動画１分）

現代の民主政治と社会
国の政治の仕組み
国会の動き
□　NHK for School「国会議員の選挙」（動画３分）

現代の民主政治と社会
地方自治と私たち
住民参加の拡大と私たち
□　NHK for School ｱｸﾃｨﾌﾞ10公民「政治に声を届けるには？」（動画10分）

私たちの暮らしと経済
価格の働きと金融
市場経済の仕組み
□　NHK for School「需要と供給」（動画２分）

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402887_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402918_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120490_00000

個人の尊重と日本国憲法
人権と共生社会
自由権－自由に生きる権利
□　NHK for School「基本的人権　精神の自由－中学」（動画２分）

現代の民主政治と社会
国の政治の仕組み
国会の地位と仕組み
□　NHK for School 10min.ﾎﾞｯｸｽ公民「国会」（動画10分）

現代の民主政治と社会
地方自治と私たち
住民参加の拡大と私たち
□　NHK for School「直接請求権　住民投票」（動画２分）

私たちの暮らしと経済
価格の働きと金融
貨幣の役割と金融
□　NHK for School 10min.ﾎﾞｯｸｽ公民「金融の仕組み」（動画10分）

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402878_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120353_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402906_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120346_00000

言葉の移り変わり
□　NHK for School 明治時代の小説【伝・国】

https://www.nhk.or.jp/sougou/shimatta/?das_id=D0005180235_00000 https://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_gendaibun/?das_id=D0005150052_00000 https://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_gendaibun/?das_id=D0005150046_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310140_00000

場面に応じて話そう
□　NHK for School  しまった！情報活用スキルアップ「話す力を高める」(動画１０分)
【話す聞く】

詩１　作者の意図を読み取る
◇　みやぎ単元問題ライブラリー中学校３年生　【読むこと】
１９　文学的な文章を読む

論語
□　NHK for School  おはなしのくにクラシック「論語」(動画１０分)【読むこと】
【書くこと】【伝・国】

何のために「働く」のか
□　NHK for School  アクティブ１０公民「なんのために働くの？」（動画１０分)
【読むこと】

みやぎ　わくわくスタディ・なび【中学３年】

９月 １０月

国語

比較する
□　NHK for School  しまった！情報活用スキルアップ「考えを整理する」(動画１０分)
【書くこと】

初恋
□　NHK for School  10min.ボックス現代文「初恋（島崎藤村）」(動画１０分)
【読むこと】

おくのほそ道
□　NHK for School  10min.ボックス古文・漢文「俳句」(動画１０分)【読むこと】
【伝・国】

https://www.nhk.or.jp/sougou/shimatta/?das_id=D0005180237_00000

１１月

※URLをクリックしてもサイトにつながらないときは，ウェブページのアドレスバーにURLを直接入力してください。　　　宮城県教育委員会

現代の民主政治と社会
国の政治の仕組み
裁判所の仕組みと働き
□　NHK for School ｱｸﾃｨﾌﾞ10公民「法律はなぜ必要？」（動画10分）

私たちの暮らしと経済
消費生活と経済
私たちの消費生活
□　NHK for School ｱｸﾃｨﾌﾞ10公民「“ｷｬｯｼｭﾚｽ化”が生み出すものは？」（動画10分）

私たちの暮らしと経済
政府の役割と国民の福祉
私たちの生活と財政
□　NHK for School 10min.ﾎﾞｯｸｽ公民「財政」（動画10分）

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402882_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120487_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120494_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120349_00000

個人の尊重と日本国憲法
人権と共生社会
社会権－豊かに生きる権利
□　NHK for School「基本的人権　社会権　生存権」（動画２分）

現代の民主政治と社会
国の政治の仕組み
裁判所の仕組みと働き
□　NHK for School 10min.ﾎﾞｯｸｽ公民「裁判所」（動画10分）

私たちの暮らしと経済
消費生活と経済
消費者の権利を守るために
□　NHK for School「消費者の権利と保護」（動画２分）

私たちの暮らしと経済
政府の役割と国民の福祉
私たちの生活と財政
□　NHK for School 10min.ﾎﾞｯｸｽ公民「租税」（動画10分）

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402881_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120355_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403171_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120350_00000

個人の尊重と日本国憲法
これからの人権保障
グローバル社会と人権
□　NHK for School「アイヌ文化振興法」（動画２分）

現代の民主政治と社会
国の政治の仕組み
裁判員制度と司法制度改革
□　NHK for School ｱｸﾃｨﾌﾞ10公民「公正な裁判とは？」（動画10分）

私たちの暮らしと経済
消費生活と経済
消費者の権利を守るために
□　NHK for School「流通」（動画２分）

私たちの暮らしと経済
政府の役割と国民の福祉
政府の役割と財政の課題
□　NHK for School 10min.ﾎﾞｯｸｽ公民「地方自治体の役割」（動画10分）

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402892_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120491_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403271_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120348_00000

https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120497_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403167_00000

現代の民主政治と社会
国の政治の仕組み
裁判員制度と司法制度改革
□　NHK for School「裁判員制度－中学」（動画３分）

私たちの暮らしと経済
生産と労働
資本主義経済と企業
□　NHK for School ｱｸﾃｨﾌﾞ10公民「企業ってなにをするところ？」（動画10分）

私たちの暮らしと経済
政府の役割と国民の福祉
政府の役割と財政の課題
□　NHK for School「公債」（動画２分）

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402902_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120495_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402936_00000

現代の民主政治と社会
国の政治の仕組み
三権の抑制と均衡
□　NHK for School「三権分立」（動画２分）

私たちの暮らしの経済
生産と労働
株式会社の仕組みと企業の社会的責任
□　NHK for School 10min.ﾎﾞｯｸｽ公民「企業の役割と責任」（動画10分）

私たちの暮らしと経済
政府の役割と国民の福祉
社会保障の仕組み
□　NHK for School「社会保障制度とは」（動画３分）

社会

個人の尊重と日本国憲法
人権と共生社会
自由権－自由に生きる権利
□　NHK for School「基本的人権　身体の自由」（動画１分）

現代の民主政治と社会
国の政治の仕組み
行政の仕組みと内閣
□　NHK for School 10min.ﾎﾞｯｸｽ公民「内閣」（動画10分）

現代の民主政治と社会
地方自治と私たち
住民参加の拡大と私たち
□　NHK for School「市町村合併」（動画２分）

私たちの暮らしと経済
価格の働きと金融
私たちの生活と金融機関
□　NHK for School ｱｸﾃｨﾌﾞ10公民「仮想通貨って信用できる」（動画10分）

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402879_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120354_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402905_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120493_00000

個人の尊重と日本国憲法
人権と共生社会
自由権－自由に生きる権利
□　NHK for School「基本的人権　経済活動の自由」（動画１分）

現代の民主政治と社会
国の政治の仕組み
行政の仕組みと内閣
□　NHK for School「議院内閣制」（動画２分）

現代の民主政治と社会
地方自治と私たち
住民参加の拡大と私たち
□　NHK for School「地方公共団体」（動画２分）

私たちの暮らしと経済
政府の役割と国民の福祉
私たちの生活と財政
□　NHK for School ｱｸﾃｨﾌﾞ10公民「税金，安けりゃイイの？」（動画10分）

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402880_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403252_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402903_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120347_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402940_00000

私たちの暮らしと経済
生産と労働
労働の意義と労働者の権利
□　NHK for School ｱｸﾃｨﾌﾞ10公民「なんのために働くの？」（動画10分）

私たちの暮らしと経済
政府の役割と国民の福祉
少子高齢化と財政
□　NHK for School「少子高齢化」（動画２分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_nihonshi/?das_id=D0005120376_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402922_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120489_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402941_00000
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/jun3_jp/question/19step1.pdf
https://www.nhk.or.jp/kokugo/classic/?das_id=D0005150087_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120497_00000
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/jun3_jp/question/16step1.pdf
https://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_kobun/?das_id=D0005150185_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_kobun/?das_id=D0005150075_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005320558_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_nihonshi/?das_id=D0005120319_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120353_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120352_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120492_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120345_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402904_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120496_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402887_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402918_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120490_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402878_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120353_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402906_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120346_00000
https://www.nhk.or.jp/sougou/shimatta/?das_id=D0005180235_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_gendaibun/?das_id=D0005150052_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_gendaibun/?das_id=D0005150046_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310140_00000
https://www.nhk.or.jp/sougou/shimatta/?das_id=D0005180237_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120487_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120494_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120349_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120355_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403171_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120350_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120491_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403271_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120348_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120497_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403167_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402902_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120495_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402936_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120354_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402905_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120493_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403252_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402903_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120347_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402940_00000


予習
□　基礎英語３　学習内容：関係代名詞which/that（主格） （10月配信予定）
  学習目標：買いたいものがどこにあるかたずねられる　など（視聴各15:00）

復習
□　基礎英語３　学習内容：間接疑問文② （11月配信予定）
  学習目標：自分の国ならではの行事や文化について説明できる　など（視聴各15:00）

https://www.nhk.or.jp/radio/ondemand/detail.html?p=0959_01 https://www.nhk.or.jp/radio/ondemand/detail.html?p=0959_01 https://www.nhk.or.jp/radio/ondemand/detail.html?p=0959_01 https://www.nhk.or.jp/radio/ondemand/detail.html?p=0959_01

選択　球技　バレーボール
□　京都市小学校体育研究会「京都市小学校体育研究会で制作した学習教材・資料等　映像教材　部活動　バレーボール」

http://www.edu.city.kyoto.jp/sogokyoiku/kenkyukai/s-taiiku/

https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/modules/learn/

力学的エネルギーの保存
□　NHK for School アクティブ10　理科＃16
　　　　　　　　　「力学的エネルギー」 （動画10分）

仕事
□　NHK for School　クリップ
　　　　　         「仕事とエネルギー」（動画1分）

月の満ち欠け
□　NHK for School 10min.ボックス　理科２分野
　　　　　　　　　「月と惑星の満ち欠け」（動画10分）

星の一日の動き
□　NHK for School　クリップ
　　　　　　　　 　「星の一日の動き－中学」（動画約2分）

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2011/08/22/1306082_04.pdf

https://www.nhk.or.jp/rika/active10/?das_id=D0005110477_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301383_00000 https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110138_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005401819_00000

エネルギー変換
□　NHK for School 10min.ボックス　理科１分野
　　　　　　    「エネルギーの変換」 （動画10分）

エネルギーの種類
□　NHK for School　クリップ
　　　　           「最も利用しやすいエネルギーは？」（動画約2分）

月の影が変わるわけ
□　NHK for School　クリップ
　　　　　　　　   「月の形がかわるしくみ」（動画約2分）

北の空の星の動き
□　NHK for School　クリップ
　　　　　　　   　「動かない星，北極星」（動画約2分）

https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika1/?das_id=D0005110119_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301401_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300474_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301042_00000

復習
□　基礎英語３　学習内容：関係代名詞，動名詞，不定詞の復習（12月配信予定）
  学習目標：記事やニュースの大まかな内容を理科し，要点が言える　など（視聴各
15:00）

https://www.nhk.or.jp/eigo/girl-boy/

復習
□　基礎英語３　学習内容：現在完了形の復習，名詞を説明する後置修飾① （９月配信
予定）
  学習目標：アドバイスを求めたり，与えたりすることができる　など（視聴各15:00）

◇中学校数学自己評価テスト（啓林館）
７ 三平方の定理

https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/chu/math/support/jiko-test/ https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/chu/math/support/jiko-test/

力学的エネルギー
□　NHK for School 10min.ボックス　理科１分野
　　　　　　　　　「力学的エネルギー」 （動画10分）

運動エネルギーと位置エネルギー
□　NHK for School　クリップ
　　　　　         「運動エネルギーと位置エネルギー」（動画約2分）

宇宙の誕生
□　NHK for School　クリップ
　　　　　　　　　 「４分間で分かる！？宇宙１３８億年」（動画4分）

日周運動
□　NHK for School 10min.ボックス　理科２分野
　　　　　　　　　「日周運動と太陽」 （動画10分）

https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika1/?das_id=D0005110116_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301386_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005410019_00000 https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110136_00000

数学

関数y＝ax²１節　関数y＝ax²
◇みやぎ単元ライブラリー
１０　関数y＝ax²(1) ～関数y＝ax²・y＝ax² のグラフ～
１１　関数y＝ax²(2) ～関数y＝ax²の値の変化～
１２　関数y＝ax²(3) ～関数y＝ax² の利用～
かく力を高める問題　関数y＝ax²

関数y＝ax²２節　いろいろな関数の利用
相似な図形　１節　相似な図形　２節　平行線と比
◇みやぎ単元ライブラリー
１３　関数y＝ax²(4) ～いろいろな関数～
１４　相似な図形(1)　～相似な図形～
１５　相似な図形(2)　～平行線と比～
かく力を高める問題　相似な図形

相似な図形　３節　相似な図形の面積と体積
円　１節　円周角の定理　２節　円周角の定理の利用
◇みやぎ単元ライブラリー
１６　相似な図形(3)　～相似な図形の面積と体積～
１９　円　(1)　～円周角の定理～
２０　円　(2)　～円周角の定理，円周角の定理の逆～
２１　円　(3)　～円と直線～
かく力を高める問題　円

三平方の定理　１節　三平方の定理　２節　三平方の定理の利用
◇みやぎ単元ライブラリー
　１７　三平方の定理(1)　～三平方の定理～
　１８　三平方の定理(2)　～三平方の定理の利用～
　かく力を高める問題　三平方の定理　２学期確認問題

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/j3suu.html http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/j3suu.html http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/j3suu.html http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/j3suu.html

◇『中学数学　基礎ドリル』シリーズ（日本文教出版）
E-28 関数y＝ax²1，E-29 関数y＝ax²2，E-30 関数y＝ax²のグラフ

◇『中学数学　基礎ドリル』シリーズ（日本文教出版）
D-10 三角形と平行線，D-11 平行線と線分の比

◇『中学数学　基礎ドリル』シリーズ（日本文教出版）
D-12 相似な図形の面積比，D-13 相似な立体の表面積と体積 1
D-14 相似な立体の表面積と体積 2

◇『中学数学　基礎ドリル』シリーズ（日本文教出版）
D-17 三平方の定理，D-18 三平方の定理の活用 1，D-19 三平方の定理の活用 2
D-20 三平方の定理の活用 3，D-21 三平方の定理の活用 4

https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/c-sugaku/basic_drill/ https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/c-sugaku/basic_drill/ https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/c-sugaku/basic_drill/ https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/c-sugaku/basic_drill/

◇中学校数学自己評価テスト（啓林館）
４ 関数y＝ax²

◇中学校数学自己評価テスト（啓林館）
５ 図形と相似

https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/chu/math/support/jiko-test/ https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/chu/math/support/jiko-test/

◇中学校数学自己評価テスト（啓林館）
６ 円の性質

理科

外国語

復習
□　英語LEADそのまま使える素材集　（９月配信予定）
　（基礎英語３　学習内容：現在完了形の復習，名詞を説明する後置修飾① ）

予習
□　英語LEADそのまま使える素材集　（10月配信予定）
　（基礎英語３　学習内容：関係代名詞which/that（主格））

復習
□　英語LEADそのまま使える素材集　（11月配信予定）
　（基礎英語３　学習内容：間接疑問文② ）

復習
□　英語LEADそのまま使える素材集　（12月配信予定）
　（基礎英語３　学習内容：関係代名詞，動名詞，不定詞の復習）

https://www.nhk-lead.com/student/ https://www.nhk-lead.com/student/ https://www.nhk-lead.com/student/ https://www.nhk-lead.com/student/

Unit４:To Our Future Generation
□　NHK for School 知りたガールと学ボーイ
  第９回「“人情”を伝えよう！」（動画各15:00）

Daily Scene４:道案内
□　NHK for School 知りたガールと学ボーイ
  第４回「外国人観光客はどこに行く？」（動画各15:00）

Presentation３:中学校生活
□　NHK for School 知りたガールと学ボーイ
  第14回「外国人は麺をすすれない？!」（動画各15:00）
　第16回「ごはんのお供，一番人気はどれ？」（動画各15:00）

https://www.nhk.or.jp/eigo/girl-boy/

Daily Scene５:電話の会話
□　新学習指導要領対応　中学校外国語教材　Bridge
　17［Help the Store! She asked her classmates what kind of store they
      want to go to.]
　18［Cash or Cashless? Small shops and restaurants often tell them that
      only cash is accepted]

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1414459_00002.htm

https://www.nhk.or.jp/eigo/girl-boy/

保体

選択　球技　バレーボール
□　京都市小学校体育研究会「京都市小学校体育研究会で制作した学習教材・資料等　映像教材　部活動　バレーボール」

http://www.edu.city.kyoto.jp/sogokyoiku/kenkyukai/s-taiiku/

体つくり運動
◇　リーフレット（文部科学省）

http://www.edu.city.kyoto.jp/sogokyoiku/kenkyukai/s-taiiku/

選択　球技　サッカー
□　京都市小学校体育研究会「京都市小学校体育研究会で制作した学習教材・資料等　映像教材　部活動　バレーボール」

選択　球技　サッカー
□　京都市小学校体育研究会「京都市小学校体育研究会で制作した学習教材・資料等　映像教材　部活動　バレーボール」

http://www.edu.city.kyoto.jp/sogokyoiku/kenkyukai/s-taiiku/

音楽

パートの役割を理解し，曲想を生かして，表現を工夫しよう
・風の中の青春
（パートの役割や旋律の音の動きを理解して合唱しよう。）

音楽の特徴や背景を理解して，その魅力を味わおう
・組曲「展覧会の絵」から
（曲のよさをプレゼンテーションしよう。）

曲の構成を理解して，リズムアンサンブルの表現を工夫しよう
・Let’s Create!
（構成を生かしてリズムアンサンブルをつくろう。）

雅楽や能の特徴を理解して，その魅力を味わおう
・平調「越天楽」─ 管絃 ─
（日本の伝統芸能に親しみ，そのよさを味わおう。─ 雅楽 ─）

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/中学生の音楽２・３下 https://youtu.be/syLm-9JyhuY https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/中学生の音楽２・３下 https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/modules/learn/

・フィンランディア
（ア カペラによる響きの美しさを味わいながら合唱しよう。）

・ブルタバ（モルダウ）
（曲が生まれた背景を理解して，作曲者の思いを感じ取りながら聴こう。）

・打楽器のための小品
（楽器の組み合わせ方や音の重ね方を工夫して，響きのおもしろさを味わおう。）

・羽衣」から
（日本の伝統芸能に親しみ，そのよさを味わおう。─ 能 ─）

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/中学生の音楽２・３下 https://youtu.be/h8TBkQl4TqQ https://www.youtube.com/watch?v=3rdqrtzeDws&t=6s https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/modules/learn/

・能「羽衣」から声
（声や音楽の特徴を感じ取って謡おう。）

https://www.nhk.or.jp/radio/ondemand/detail.html?p=0959_01
https://www.nhk.or.jp/radio/ondemand/detail.html?p=0959_01
https://www.nhk.or.jp/radio/ondemand/detail.html?p=0959_01
https://www.nhk.or.jp/radio/ondemand/detail.html?p=0959_01
http://www.edu.city.kyoto.jp/sogokyoiku/kenkyukai/s-taiiku/
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/modules/learn/
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2011/08/22/1306082_04.pdf
https://www.nhk.or.jp/rika/active10/?das_id=D0005110477_00000
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https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110138_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005401819_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika1/?das_id=D0005110119_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301401_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300474_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301042_00000
https://www.nhk.or.jp/eigo/girl-boy/
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