
宿題の履歴 ：オンライン授業のための臨時版

6/15(⽉)〜6/17(⽔)分
各自課題を。今一番大切な教科です。
WinPass ｐ.126を確認してから、p.127(動名詞)→画像を送信！期限：6/21(日)

因数分解 Sirius p.32＆33のマーク→画像を送信！期限：6/21(日)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

WinPass…p.128&129を確認してから、p.130 → 画像を送信！期限：6/19(金)

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し
WinPass ｐ.66を確認して、p.68&69(助動詞.2)→画像を送信！期限：6/21(日)

Sirius p.24&25→画像を送信！期限：6/21(日)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

WinPass p.81およびその大問1＆3の和訳→画像を送信！期限：6/21(日)
学校教科書 Lesson.1&2

6/13(土)実施の計算テストのやり直し→画像を送信！期限：6/21(日)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

6/4(⽊)〜6/7(⼟)分
各自課題を。今一番大切な教科です。
WinPass ｐ.60を確認してから、p.62＆63→画像を送信！期限：6/10(水)

中2.中1の復習(学力模試への準備)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

中2.中1の復習(学力模試への準備)

中2.中1の復習(学力模試への準備)

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し
学校教科書p.18・20 ・22 → ⼩テスト(罰則あり！)実施します。

連立方程式の計算練習
計算練習 Sirius p.16〜18のマーク→画像を送信！期限：6/10(水)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習
Web般 漢字テスト

ｉワーク中1 p.178を確認して…p.179＆180→画像を送信！期限：6/10(水)

〜 指定宿題…少しお休み 〜

○
・ 中3本科 英語

・ 中2本科 英語

数学

国語

理科

社会

数学

国語

理科

数学

国語

・ 中1本科 英語

数学

国語

○
・ 中3本科 英語

数学

国語

社会

・ 中2本科 英語



代名詞プリント…がんばりましょう。つづり含めて大丈夫ですかね？
WinPass p.60＆61残り及び再度→画像を送信！期限：6/10(水)

計算練習 Sirius p.34＆35→画像を送信！期限：6/10(水)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

ｉワーク地理Ⅰ p.10〜14 を再度

6/1(⽉)〜6/3(⽔)分
各自課題を。今一番大切な教科です。
WinPass p.85〜87(現在完了.完了・結果)→画像を送信！期限：6/7(日)

式の展開 Sirius p.20の偶数番号→画像を送信！期限：6/7(日)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

ｉワーク中2 p.196を確認して…p.197＆198→画像を送信！期限：6/5(金)

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し
WinPass ｐ.58を確認してから、p.60&61(助動詞.1)→画像を送信！期限：6/7(日)

単項式の計算 Sirius p.15→画像を送信！期限：6/7(日)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

江⼾時代の10⼈！…順番が大切です。

WinPass p.68＆69残り及び再度→画像を送信！期限：6/7(日)

計算練習 Sirius p.34〜35のマーク→画像を送信！期限：6/7(日)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

気体の発生…4種を覚えましょう。(テキストにも書いてありますよ。)

5/28(⽊)〜5/30(⼟)分
各自課題を。今一番大切な教科です。
WinPass p.77〜79(現在完了.経験)→画像を送信！期限：6/3(水)

因数分解 Sirius p.31大問4まで→画像を送信！期限：6/3(水)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し
学校教科書p.8〜12 → ⽳埋めテスト実施します。
WinPass ｐ.40を確認してから、p.42&43(未来.2)→画像を送信！期限：6/3(水)

連立方程式の計算練習
罰則対象者は指定プリントの大問2の(7)〜(12)→画像を送信！

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

理科

数学

国語

・ 中1本科 英語

数学

国語

○
・ 中3本科 英語

数学

国語

理科

・ 中2本科 英語

社会

数学

国語

○
・ 中3本科 英語

数学

国語

・ 中2本科 英語

・ 中1本科 英語

数学

国語

社会



代名詞プリント…がんばりましょう。つづり含めて大丈夫ですかね？

計算練習 Sirius p.33→画像を送信！期限：6/2(火)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

ｉワーク地理Ⅰ p.4〜8 を再度

5/25(⽉)〜5/27(⽔)分
各自課題を。今一番大切な教科です。
WinPass p.69〜71(現在完了.継続)→画像を送信！期限：5/31(日)

Sirius p.27(展開の応用)→画像を送信！期限：5/31(日)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

Webテスト№1の再テスト…1日1回のみ限定で、満点になるまでやりましょう。

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し
学校教科書p.8〜12 → ⽳埋めテスト実施します。
WinPass ｐ.32を確認してから、p.34&35(未来.1)→画像を送信！期限：5/27(水)

連立方程式の計算練習
罰則対象者は指定プリントの大問１〜５の各(5)(6)→画像を送信！

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

代名詞プリント…がんばりましょう。まずは発音と並び、です。

計算練習 Sirius p.30〜32のマーク→画像を送信！期限：5/31(日)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

Webテスト…満点になるまで何度でも。期限：5/20(水)

5/21(⽊)〜5/23(⼟)分
各自課題を。今一番大切な教科です。
WinPass ｐ.60を確認してから、p.61→画像を送信！期限：5/27(水)
※p.60が重要です。見ながらp.61を…としても意味がありませんよ。

因数分解 Sirius p.29(2)→画像を送信！期限：5/27(水)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

Webテスト№1の再テスト…1日1回のみ限定で、満点になるまでやりましょう。

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し
学校教科書p.8〜12 → ⽳埋めテスト実施します。

連立方程式の計算練習
罰則対象者は指定プリントの大問１〜５の各(3)(4)→画像を送信！

社会

数学

国語

・ 中1本科 英語

数学

国語

理科

○
・ 中3本科 英語

数学

国語

社会

・ 中2本科 英語

国語

社会

・ 中2本科 英語

数学

○
・ 中3本科 英語

数学

国語

・ 中1本科 英語

数学



漢字テスト ステップ6 … 送信後は解答、きちんと確認すること。
⼩6〜中3共通漢字テストの予習

元素記号等をイオン式含めて復習

WinPass p.30(形容詞)＆p.50(一般動詞)の復習…大事。必ずやっておくこと。

計算練習 Sirius p.28と29のマーク→画像を送信！期限：5/27(水)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

5/18(⽉)〜5/20(⽔)分
各自課題を。今一番大切な教科です。
WinPass ｐ.52を確認してから、p.53〜55→画像を送信！期限：5/24(日)

式の展開 Sirius p.20の奇数番号→画像を送信！期限：5/24(日)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

反省！…5/19(火)解説分及び関連事項をしっかり復習。

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し
学校教科書p.8〜12 → ⽳埋めテスト実施します。

連立方程式の計算練習
罰則対象者は指定プリントの大問１〜５の各(2)→画像を送信！

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

WinPass p.54＆55演習(一般動詞)→画像を送信！期限：5/24(日)

正負の数の計算練習 Sirius p.27大問４→画像を送信！期限：5/24(日)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

Webテスト…満点になるまで何度でも。期限：5/20(水)

5/14(⽊)〜5/16(⼟)分
各自課題を。今一番大切な教科です。
テストのやり直し(解答用紙を書き直して)→画像を送信！期限：5/17(日)
WinPass ｐ.102を確認してから、p.103〜105→画像を送信！期限：5/18(⽉)

平方根(1回目/5回中)Sirius p.58&59→画像を送信！期限：5/15(金)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

反省！…5/16(土)解説分及び関連事項をしっかり復習。

中2.中1の復習(学力模試への準備)→答え合わせと復習。

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し
学校教科書p.8〜12 → テスト実施します。

・ 中1本科

理科

国語

英語

数学

国語

○
・ 中3本科 英語

数学

国語

・ 中2本科 英語

理科

数学

国語

・ 中1本科 英語

○
・ 中3本科 英語

数学

国語

理科

社会

・ 中2本科 英語

数学

国語

理科



連立方程式の計算練習(罰則対象者は罰則課題、途中式含めて画像送信を)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

WinPass p.32＆33演習(形容詞)→画像を送信！期限：5/20(水)

正負の数の計算練習 Sirius p.26→画像を送信！期限：5/18(⽉)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

5/11(⽉)〜5/13(⽔)分
各自課題を。今一番大切な教科です。
テストのやり直し(解答用紙を書き直して)→画像を送信！期限：5/17(日)

平方根(1回目/5回中)Sirius p.58&59→画像を送信！期限：5/15(金)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習
テスト！→画像を送信！期限：5/13(水)

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し
学校教科書p.8〜12 → ⽳埋めテスト実施します。

連立方程式の計算練習

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

WinPass p.58&59を復習しよう。
Webテスト№8を再テスト！→正解の確認を忘れずに。期限：5/15(金)

正負の数の計算練習 Sirius p.25→画像を送信！期限：5/13(水)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

Webテスト…満点になるまで何度でも。期限：5/20(水)

5/7(⽊)〜5/9(⼟)分
各自課題を。今一番大切な教科です。
中2.中1の復習(学力模試への準備)

中2.中1の復習(学力模試への準備)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

中2.中1の復習(学力模試への準備)

中2.中1の復習(学力模試への準備)

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し

連立方程式の計算練習

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

元素記号等をイオン式含めて復習

数学

国語

・ 中1本科 英語

数学

国語

○
・ 中3本科 英語

数学

国語

・ 中2本科 英語

数学

国語

・ 中1本科 英語

数学

国語

理科

○
・ 中3本科 英語

数学

国語

理科

社会

・ 中2本科 英語

数学

国語

理科



覚えてみよう！「織⽥信⻑〜15代徳川慶喜…重要⼈物16名」

WinPass p.58→p.59演習(名詞の複数形)→画像を送信！期限：5/12(火)

正負の数の計算練習

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

4/30(⽊)〜5/2(⼟)分 ※5/4(⽉)〜6(⽔)の授業は⾏いません。
各自課題を。今一番大切な教科です。
春期テキスト…p.23〜25 & p.27〜29 → 画像を送信！期限：5/5(火)

計算3種(展開・因数分解・平方根)の計算練習
Sirius p.10&11 → 画像を送信！期限：5/5(火)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

中2.中1の復習(学力模試への準備)

中2.中1の復習(学力模試への準備)

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し
春期講習会実施分の総復習

Sirius p.4〜7 → 画像を送信！期限：5/5(火)

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

元素記号等をイオン式含めて復習

覚えてみよう！「織⽥信⻑〜15代徳川慶喜…重要⼈物16名」

Webテスト実施(5/2(土)〜5/5(火)まで毎日配信します。翌日中までには送信！)

正負の数の計算練習

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

4/27(⽉)〜4/28(⽕)分
各自課題を。今一番大切な教科です。
中3不定詞例文5つの暗唱

計算3種(展開・因数分解・平方根)の計算練習

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し

連立方程式の計算練習

⼩6〜中3共通漢字テストの予習

WinPass p.30の単語(形容詞)を覚えよう！

・ 中1本科 英語

数学

国語

○
・ 中3本科 英語

数学

国語

・ 中2本科 英語

数学

国語

・ 中1本科 英語

・ 中1本科 英語

国語

・ 中2本科 英語

数学

○
・ 中3本科 英語

数学

数学

理科

社会

国語

国語

理科

社会

社会



WinPass p.52 を理解しよう！！

正負の数の計算練習 … そろそろ計算テストの復活かな…。

⼩6〜中3共通漢字テストの予習
Web漢字テスト実施→送信ボタンを！

4/23(⽊)〜4/25(⼟)分
各自課題を。今一番大切な教科です。
春期テキスト…p.15〜17 & p.19〜21 → 画像を送信！期限：4/26(日)

計算3種(展開・因数分解・平方根)の計算練習
Sirius p.8&9 → 画像を送信！期限：4/28(火)

WinPass…p.124 → 画像を送信！期限：4/29(水)

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し

連立方程式の計算練習

ｉワーク…p.117〜118 → 画像を送信！期限：4/26(日)

ｉワーク歴史Ⅰ…p.84〜86 → 画像を送信！期限：4/29(水)

WinPass p.30の単語(形容詞)を覚えよう！
春期修了テストやり直し → 画像を送信！期限：4/25(土)
授業テスト(インターネット経由)をもう一度 → 次回解説します。

正負の数の計算練習

ｉワーク地理Ⅰ…p.12〜14 → 画像を送信！期限：4/29(水)

4/20(⽉)〜4/21(⽕)分
各自課題を。今一番大切な教科です。
中3不定詞例文5つの暗唱

計算3種(展開・因数分解・平方根)の計算練習
Sirius p.6&7 → 画像を送信！期限：4/21(火)

ｉワーク歴史Ⅱ…p.82&83
ｉワーク歴史Ⅱ…p.84〜86 → 画像を送信！期限：4/22(水)

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し

連立方程式の計算練習

ｉワーク歴史Ⅰ…p.72〜74 → 画像を送信！期限：4/22(水)

WinPass p.30の単語(形容詞)を覚えよう！
春期修了テストやり直し → 画像を送信！期限：4/25(土)

数学

社会

理科

社会

・ 中1本科 英語

数学

数学

社会

・ 中2本科 英語

国語

○
・ 中3本科 英語

数学

○
・ 中3本科 英語

数学

数学

社会

英語・ 中1本科

社会

・ 中2本科 英語



正負の数の計算練習

ｉワーク地理Ⅰ…p.6〜8 → 画像を送信！期限：4/22(水)

4/16(⽊)〜4/18(⼟)分
各自課題を。今一番大切な教科です。
春期テキスト…p.7〜9 & p.11〜13 → 画像を送信！期限：4/19(日)

計算3種(展開・因数分解・平方根)の計算練習
Sirius p.6&7 → 画像を送信！期限：4/21(火)

ｉワーク歴史Ⅱ…p.82&83
ｉワーク歴史Ⅱ…p.84〜86 → 画像を送信！期限：4/22(水)

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し

連立方程式の計算練習

ｉワーク歴史Ⅰ…p.72〜74 → 画像を送信！期限：4/22(水)

WinPass p.30の単語(形容詞)を覚えよう！
春期修了テストやり直し → 画像を送信！期限：4/25(土)
授業テストのやり直し → 次回解説します。

正負の数の計算練習

ｉワーク地理Ⅰ…p.6〜8 → 画像を送信！期限：4/22(水)

4/13(⽉)〜4/14(⽕)分
各自課題を。今一番大切な教科です。
中3不定詞例文5つの暗唱

計算3種(展開・因数分解・平方根)の計算練習
Sirius p.4&5 → 画像を送信！期限：4/14(火)

元素記号等をイオン式含めて復習

ｉワーク歴史Ⅱ…p.76&77
ｉワーク歴史Ⅱ…p.78〜80 → 画像を送信！期限：4/14(火)

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し

連立方程式の計算練習

指定した4つの化学反応式を考える

ｉワーク歴史Ⅰ…p.70.71.82.83

WinPass p.30の単語(形容詞)を覚えよう！
春期修了テストやり直し → 画像を送信！期限：4/25(土)
授業テストのやり直し → 次回解説します。

中2本科 英語

数学

理科

社会

○
・ 中3本科 英語

数学

数学

社会

社会

・ 中2本科 英語

数学

社会

・ 中1本科 英語

○
・ 中3本科 英語

数学

理科

・ 中1本科 英語

社会

・

数学

社会



正負の数の計算練習

ｉワーク地理Ⅰ…p.4.5.10.11

4/9(⽊)〜4/11(⼟)分
各自課題を。今一番大切な教科です。

計算3種(展開・因数分解・平方根)の計算練習
Sirius p.4&5 → 画像を送信！期限：4/14(火)

ｉワーク歴史Ⅱ…p.76&77
ｉワーク歴史Ⅱ…p.78〜80 → 画像を送信！期限：4/14(火)

WinPassを利用して過去形全般の演習
不規則動詞(中2春版)の繰り返し

連立方程式の計算練習

化学式…イオンも含めて繰り返し暗記

WinPass p.30の単語(形容詞)を覚えよう！
春期修了テストやり直し → 画像を送信！期限：4/25(土)

正負の数の計算練習

ｉワーク地理Ⅰ…p.4.5.10.11

数学

社会

・ 中2本科 英語

数学

理科

・ 中1本科 英語

社会

○
・ 中3本科 英語

数学

社会

数学


