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宿 題

必ず仕上げよう。

１ 授業の流れ

☆ 授業の内容や、つけてほしい力をつかみましょう。

☆ 問題を解決するための手立てや大切なポイントを示すので、見

通しを持って、授業を受けましょう。

☆ 個人での活動

読む。作品（絵、彫刻、木工、HP など）を創る。問題を解く。

鑑賞する（音楽、美術）。書く。ノートをとる。観察する。

☆ グループでの活動

実験・実習をする。運動をする。試合をする。合唱・合奏する。

考えを出し合う。話し合う。

☆ 学級に伝える活動

意見を発表する。黒板や模造紙に書く。

☆ 重要語句やキーワードを使って、理解したことをまとめましょう。

☆ 予習タイプ

新出語句や単語の意味、漢字の

読みなどを調べる。

調べたことをまとめる。

☆ 復習タイプ

教科書やワークの練習問題を

解く。

プリントやノートにまとめる。

授業とは、わからなかったことや、知らなかったこ

とを理解する場なので、間違えるのは当たり前です。

だから、友だちが間違った答えを出したとき、笑っ

たりバカにしたりすることは、絶対にしてはいけませ

ん。むしろ、間違った答えから、

『誰もがつまずきやすいポイントを示してくれた』

と、考えて、

『同じようなミスをしないためには、どうすればよい

か』を、みんなで学び直す絶好のチャンスと考えまし

ょう。なぜなら、一人ではミスに気づいたり、つまず

きを乗り越えたりすることはとても大変だからです。

一人一人のよさを認め合い励まし合えるようになりま

しょう。

１

授業のすすめ方を知

り、自分のノートづくり

や授業への参加の心構

えをもちましょう。

目 標

学び合い

ま と め

メ モ



具体的なアドバイスと成功体験を大切にすることで、やる気をひき出しましょう。

○頑張る内容がわかるようにする。
「何にどれだけ取り組めばよいか」を、迷っている子がいます。その場合は、

「これなら、毎日続けられる」「この量ならば取り組める」学習内容を、親子で

考えてみましょう。

（例）英単語１０個を覚える。計算問題を５問解く。ワークの○○ページを解く。

数値目標を設定したり、取り組むページがわかるようにしましょう。

○小さな成功体験を大きくほめる。
「昨晩は、遅くまで勉強したね。」「前回のテストよりも○○点上がったね。」

など、小さな成功体験を大きくほめて、自信を持たせましょう。

子どもの家庭学習を支えていきましょう。

○親子丸付け
子どもが問題を解き、親は丸付けをしましょう。きれいに書けていたり

今まで以上に頑張っていた場合は、花丸や励ましの言葉を載せたりしましょう。

○暗記モノクイズ
暗記する内容（英単語、公式、定理、年代、人名、地名など）を、１問

１答形式のクイズにしてみましょう。出題者は親、回答者は子どもです。

（例）「関ヶ原の戦いは何年？」「サクラは、英語で何というの？」

○ノートチェック
授業で使っているノートや自主学習ノートを見ましょう。「字がきれいになった」

「丁寧にまとめている」など、子どもをほめる材料が、きっと見つかるはずです。

２ 家庭学習と授業

２

予 習

復 習

授業を知る。
教科書を読んで、授業の内容をつかみましょう。

新出語句や単語の意味を、調べましょう。

授業を理解する。
専門の先生と、共に学んでいく仲間と一緒に、新しい知識を得たり、

技能（体育や音楽）を習得したりしましょう。

また、家庭や個人では、できないような実験・実習・観察にも、協力

して取り組みましょう。

※ 家庭で見直すためにノートは丁寧にとりましょう。

授業を思い出す。
授業で習った内容を振り返りましょう。

ノートを見直しましょう。

問題集や教科書の類題を解いて、より深く理解しましょう。

授 業

記
憶
し
て
い
る
情
報
の
割
合

この図は、ドイツの心理学者エビングハウスが行った記憶実験の結果です。記憶した内容は、１日過ぎ

ると 40%になり、１週間後には 1/3 、２週間後には 1/5 、１ヶ月後には、断片的にしか残らないという

ものでした。しかし、同じことをくり返すと１回目（図－Ａ）より２回目、２回目（図－Ｂ）より３回目

（図－Ｃ）の方が忘れるスピードが遅くなり、最終的に定着する割合が高くなりました。この実験結果か

らわかることは、記憶した内容をしっかりと覚えるためには、できるだけ早い時期に、くり返し学び直す

ことが大切ということなのです。習った内容を確実に身につけるためには、できるだけ早い時期に、くり

返し復習することが、大切です。

１３

１０ 保護者の役割

Ａ

Ｂ

Ｃ

100％

80％

60％

40％

0％
１日後 １週間後 ２週間後

復習したので、思い出した。

何もしなければ、忘

れていくばかり。

復習しなけ

れば、忘れた

量がこんな

に増える。

授業と家庭学習がつ

ながるように工夫し、家

庭学習の習慣を身につ

けましょう。

「頑張ってよかった」

「また、頑張ろう」と、思

えるような、励ましの言

葉をお願いします。

学習の妨げになるような物は遠ざけて、学習に集中できる環境を整えましょう。

○生活のリズムを整える。
早寝早起き朝ごはんの習慣を付けさせましょう。

○家庭学習を始める時刻を決める。
学校から帰ったら、いつも決まった時刻に、家庭学習を始める習慣

を付けさせましょう。

○家庭のルールを決める。
携帯電話、インターネット、ゲームなどは、使用時間を決めて、

ルールを守らせましょう。

その１ 生活のリズムと学習環境を整える。

その２ アドバイス（助言）をする。

その３ サポート（支え）をする。



国語（Japanese）

予習

○声に出して、教

科書を読みま

しょう。

○新出語句の意

味や新出漢字

の読みを、辞

書で調べてお

きましょう。

○新出漢字を練

習しておこう。

復習

○授業で書いたノートを

見直しましょう。

○「国語のワーク」の中

から、授業で習った範

囲の問題を解いてみま

しょう。

○漢字は、とめ、はね、

筆順に気を付けながら、

書き取り練習に取り組

みましょう。

授業

○文章によく出てくる言葉や、筆者が独特な使い

方をしている語句に注目しましょう。

○「このような･･･」「その」など、指示語が示し

ている内容を、正しく把握しよう。

○主張と根拠から、筆者の考えをつかもう。

○段落や文章の関係を読み取ろう。

○背景や場面（いつ、どこで、何を、誰が）の移

り変わりに注目しよう。

○登場人物の心情の変化を読み取ろう。

社会（Social studies）

予習

○教科書を読ん

で、内容をとら

えましょう。大

事な部分や太

字には、印を入

れましょう。

○地図、グラフ、

資料集にも、目

を通しておき

ましょう。

復習

○授業で書いたノートを見

直しましょう。

○授業で書いたノートの内

容を自主学習ノートに書

き出し、まとめましょう。

○「社会の学習」の中から、

授業で習った範囲の問題

を解きましょう。

○地図や資料集に、目を通

しましょう。

授業

○「人と人」「日本と世界」「個人と社会」のかか

わりや「歴史的な背景」「国際関係」「果たした

役割や影響」などをきちんとつかみましょう。

【地理分野】 日本と世界、各地域の地形・風土・

気候、地域の産業・特産物、人々の生活と環境の

多様性 など。

【歴史分野】 日本の歴史の大きな流れ、国際関係

や文化の交流、歴史上の人物が果たした役割など。

【公民分野】 人々の生活の向上と経済活動、人々

の権利、民主政治、地方自治、政府の役割、地球

環境、資源・エネルギー問題など。

３

９ テストの受け方

解ける問題から解く。

計算問題、漢字問題、英語の単語問

題等は、すぐに取りかかれる分野です。

問題の順番にかかわらず、先に埋めて

いきましょう。また、テストの後半に

も、簡単な問題はあります。

一つの問題に時間を

かけ過ぎない。

時間がかかりそうな問題は、とり

あえず後回しにして、先に進みまし

ょう。ひととおり問題を解き終わり、

見直しが終わってから、落ち着いて

取り組みましょう。

解答形式を確認する。

問題文をよく読むことが大切です。

「記号で･･･」「○○を用いて･･･」「○

○字以内で･･･」等、解答形式を指定し

ている問題文に線を引いたり、印を付

けたりしてミスを防ぎましょう。

解答をあわてない。

小数点や、x、a 等の文字を間違えた、

漢字やスペルミスをした、単位を忘れ

た等、解答用紙に記入するときには、

あわてないようにしましょう。

また、解答欄は間違えないように気

をつけましょう。

暗算に頼り過ぎない。

数学と理科は計算があります。暗算

に頼り過ぎず、丁寧に計算しましょう。

小学校で習ったかけ算や割り算は意外

とミスしやすいものです。空いたスペ

ースにきちんと筆算しましょう。

字を丁寧に書く。

紛らわしい字や読みにくい字は、×

をします。字の上手か下手かではなく、

丁寧に書いてくれればよいのです。

大きく、はっきり、くっきりと自信

を持って解答して下さい。

必ず見直しをする。

問題の読み間違い、思い込み、計算

ミス、スペルミス、解答欄ミス･･･、

見直しをすることで、ミスを減らすこ

とはできます。だから、見直しを必ず

しましょう。

空欄をなくす。

無解答だけは絶対にさけましょう。

特に、記号選択の問題は、必ず答えま

しょう。授業で習ったこと、ノート、

資料集の写真・グラフ・図などを思い

出し、途中まででもよいので解答欄を

うめましょう。

１２

３ 教科等の勉強の仕方･その１
基本５教科の勉

強の仕方を身につ

けましょう。

時間配分を考えま

しょう。イージーミス

をなくしましょう。



取 組 内 容

１０日前

～

７日前

教科書やワーク、プリント等の問題の１回目を解く。○、×、日付を書く。

※ 間違えた問題は、解説を読んで理解しよう。間違えてもめげない。

※ 暗記事項は、書いて覚えよう。

６日前

～

３日前

教科書やワーク、プリント等の問題の２回目を解く。○、×、日付を書く。

※ 前回よりもできているはず!!。それでも理解していなければ、先生に質問に行こう。

※ 遅くとも、この日までには、提出物(ワーク、プリント等)を仕上げよう。

２日前～

１日前

暗記事項を覚えているか、確認をしよう。

苦手問題を、もう一度見直してみよう。

テスト当日 テスト当日です。力を発揮するのみ!!

理科（Science）

数学（Mathematics）

予習

○教科書を読み、

授業の内容をつ

かみましょう。

○法則・薬品・実

験器具などの意

味や使い方を教

科書から読み取

ろう。また、図

やグラフも見て

おこう。

復習

○授業で書いたノートを見

直しましょう。重要語句

や法則、公式などを自主

学習ノートに書き出しま

しょう。

○「理科の学習」の中から、

授業で習った範囲の問題

を解いて、公式や化学式、

法則の使い方を身につけ

ましょう。

授業

○重要語句の意味や法則の成り立ちをきちんと理

解しましょう。また、図、グラフ、表は、ノー

トに丁寧に書きましょう。その際、特徴をとら

えながら、大きく書きましょう。

○実験や観察では、「目的は何なのか」「どんな変

化があったか」「実験結果から何がわかったか」

をつかむことが大切です。実験で使われる器具は

「どんな操作を、どの順番で行うのか。」を確か

めましょう。

英語（English）

予習

○新出単語の意

味を、辞書で調

べて、ノートに

書きましょう。

○発音も確かめ

ましょう。

○日本語訳に挑

戦してみよう。

復習

○英文や英単語を自主学習

ノートに書きましょう。

その際、声に出しながら

書き出すと理解が深まり

ます。

○「ジョイフルワーク」の

中で、授業で習った範囲

の問題を解きましょう。

授業

○リスニング（Listening：聴く）

正しい発音と文の流れをつかみましょう。

○スピーキング（Speaking:話す）

大きな声で読みましょう。

○リーディング（Reading:読む）

本文の意味や英文の構造を理解しましょう。

○ライティング（Writing:書く）

英語の知識を活用して、伝えたい事柄を英文に

してみましょう。

予習

○授業の内容を

つかみましょ

う。わからな

い内容は、授

業で理解する

ようにしまし

ょう。

○教科書の例題

や練習問題に

も挑戦してみ

よう。

復習

○授業で習った例題や問題

を、もう一度解き直しま

しょう。

○「基礎の学習」の中から、

授業で習った内容と同じ

範囲の問題を解いていき

ましょう。

○間違えた計算は、もう一

度解き直しましょう。

授業

○これまでに習った知識や解き方（小学校の内容

も含む）が土台です。だから、授業では、習っ

た内容を思い出したり、比べたりしながら、先

生の説明や友達の考えを聞きましょう。

○ノートは、黒板に書かれた内容だけでなく、先

生の説明も書き加えておきましょう。

○読み取ったことやわかったことを図や表にまと

めたりすると、数と数の関係を見つけやすくな

ります。また、計算の途中は、省かないように

しましょう。

筆算も丁寧にしましょう。

４

８ テストの対策

テスト勉強の計画を立てよう

苦手を見つけ出し、

克服しましょう。くり返

し学習して、確実な理

解に努めましょう。

「ちょこ勉」とは、5 分や 10 分のスキマの時

間を使って「ちょこちょこ勉強」することです。

英単語や漢字、歴史年表を覚えたり、さっと解

ける計算問題に取り組んだりすることに適し

ています。短い時間にできる内容は「ちょこ勉」

で取り組むようにし、まとまった勉強時間は、

じっくり考える問題演習や苦手克服にあてま

しょう。

復習やテスト勉強を楽にするためには、学校の

授業を受けるときに、「その場で理解すること」

が大切です。大事な内容や間違えやすいポイント

を、絶対に聞き逃さないようにしましょう。手遊

びや私語をせずに、集中して授業を受けることが

大切です。また、前日に教科書をさっと読んでお

くだけでも、授業での理解が深まります。

１１

ポイント１

ノート・資料集のチェック

授業で習った大事なポイン

トを確かめましょう。また、

資料集にも目を通しておきま

しょう。

ポイント２

プリントのチェック

先生方が心を込めて作って

いるプリントには、テスト攻

略のための情報が満載されて

います。

ポイント３

問題集・ワークのチェック

問題集・ワークからそのま

ま出題されることがありま

す。何度も解き直しましょう。

ポイント４

学習環境を作る

携帯電話・テレビ・マンガ

インターネット・ゲームなど

は、時間を短縮したり、遠ざ

けたりしましょう。

ポイント５

小さな成功体験を大切にする

「途中までわかった」「簡単な

問題は解けた」など、小さな

成功を積み重ね、自信を持ち

ましょう。

ポイント６

確実に暗記する

「目でとらえ」「声に出し」「耳

で聞き取り」「指で書き写す」

ことで、効果的に暗記するこ

とができます。



美術（Fine arts）

表現

見たり、感じ

たり、考えた

り、経験した

りしたこと

を、表現しま

す。絵画、デ

ザイン、版

画、彫刻、工

芸等に取り

組みます。

創作活動（水彩画の場合）

① 対象を観察して主題を決める。

静物画では質感（重い、軽い、柔らかい等）、風景画では雰囲気（音、

匂い、寒さ、暑さ等）を感じ取り、主題を決めましょう。

② 下絵を描く。

構図を決めたら、鉛筆で下絵を描きましょう。描きたい物の配置や

つながりをバランスよく表現しましょう。

③ 道具と技法を使い分ける。

広い部分は平筆、細かな部分は細筆と使い分けましょう。また、ぼ

かした感じ、はっきりとした感じ、透明感、重厚感等を使い分け、

作品の表情を豊かに仕上げましょう。

鑑賞

作品から作

者の心情や

意図、表現

の工夫など

を学び取り

ます。何を

伝えたかっ

たのかを感

じ取りまし

ょう。

音楽（Music）

鑑賞

音楽は、人々の生活、

歴史、文化、風土、

伝統、時代背景が関

係しているので、作

品に込められた作者

の思いや願いを感じ

取りましょう。また、

思いや願いを表現す

るための工夫を聞き

取りましょう。

創作活動

① パートごとに練習する。自分のパートの

歌詞と音程を、しっかりとマスターしまし

ょう

② 全体で音を合わせる。となりのパートの

音を聞きながら、それぞれの音のつながり

と全体の響きを感じ取りましょう。

③ 心を一つにする。互いの違いを認め合い

ながらも、一人一人の音を聞き合い、音の

響きや重なりを確かめ合い、心を一つにし

て、音楽を創り上げていきましょう。

表現

歌ったり、楽器で演

奏したりします。音

符や休符が表す音の

高さと長さが基本で

す。また、音の強弱

や速度記号が示す通

りに演奏すると、曲

の特徴が引き出さ

れ、豊かな表現がで

きます。

技能４教科や総合

的な学習の時間等

で勉強する内容を知

りましょう。

７ 小論文の書き方

小論文とは･･･ 問われていること（テーマ）に対して

１．「私はこのように考える」と主張がある。

２．そう考える「根拠・理由」が明らかである。

３．字数制限(800 字以内など)を考えて、体裁が整っている。

すなわち、『主張＋根拠・理由』から成り立つ文章です。

１ 課題(テーマ）をつかむ。

始めに、与えられた「課題（テーマ）」

を正確につかみましょう。次に、「どんな

場面で」「何について」書くのかを、考え

ましょう。

また、「字数制限」も、忘れないように

しましょう。

２ 一番伝えたいことを考える。

「あなたが体験したことの中で、強く印

象付けられたから、心に残った」ことを思

い浮かべましょう。

例）礼儀の大切さ、チームワーク、友情、

感謝の気持ち、命の大切さ など

３ 伝えたいことの材料を集める。

体験してきたことや実際に起こった出

来事から、材料を集めましょう。体験談で

あれば、自分の思いが伝わりやすいので、

具体性と説得力が増します。

例）体育祭、部活動、ボランティア活動

お世話になった方々 など

４ 伝えたい内容を文章にする。

文章は、次の３つの構成になります。

書き出し(序論) ･･･主張を述べる部分

展開(本論) ･･･根拠や理由を述べる

部分

結び(結論) ･･･まとめを述べる部分

５ 文章の体裁を整える。

書き出しは１字空けます。内容が変わる

ところでは、段落分けをします。「です・

ます」調か「だ・である」調のどちらかに

そろえましょう。字数制限の９割以上を目

安に、原稿用紙の最後の１行まで書きまし

ょう。

６ 最後に文章を読み直す。

誤字・脱字がないか、句読点は適切か、

もう一度見直しましょう。

もし、どうしても思い出せない漢字があ

れば、別の言葉に置き換えましょう。

例）「全然」→「まったく」「ほとんど」

「普段」→「いつも」「よく」 など

本を読もう!!

読書を通して、文章の組

み立てをつかみましょう。

更に、言葉の使い方を学ん

だり、語彙を増やしたりし

ていきましょう。

また、日頃から字数制限

を意識した文章の書き方に

慣れておきましょう。

４ 教科等の勉強の仕方･その２

５ １０



◎字・数字：丁寧に書きましょう。漢字も適切に使いましょう。

◎単位：必ずつけましょう。

◎図・イラスト：長さ・角度・名称・記号を書き加える

ために、大きめに書きましょう。

◎線や円：定規・コンパスを使って書きましょう。

◎筆算：丁寧に計算して残していきましょう。

９

技術・家庭（Industrial arts, Homemaking）

家庭分野

① 衣生活と自立

衣服の手入れと補修、洗濯の仕方を学びます。

② 住生活と自立

バリアフリー化や住まいの健康診断と、住まい

を清潔で快適に保つ工夫について考えます。

③ 食生活と自立

調理実習を通して、栄養のバランスや食品の組

み合わせ、調理法、食習慣について学びます。

④ 身近な消費生活と環境

販売方法や消費者保護について学びます。ま

た、環境にやさしい消費生活を考えます。

⑤ 家族・家庭と子どもの成長

幼児と交流し、幼児の遊びや成長の様子から、

家族と家庭の役割について考えます。

保健体育（Physical education）

保健分野

健康や安全へ

の理解や、身体

の機能の発達

と心の健康に

ついて、学習し

ます。健康を管

理したり、改善

したりする意

欲を高めるこ

とが、主な目的

です。

実技について

① 基本を大切にする。

基本をしっかりと身につけましょう。始めはぎこちなくても、

根気強く、くり返し練習していくうちに、できるようになる喜

びや、もっと上手になる楽しさを感じていきます。

② チームで競い合う。

ゲーム（試合）では、場面ごとに作戦を使い分けましょう。互

いに協力し、助け合いながらゲームを進めることが大切です。

③ 適切な運動を行うために大事なこと。

準備体操にきちんと取り組む。ルールを守る。審判の判定を受

け入れる。できない人や失敗した人を責めない。道具を大切に

扱う。準備・後片づけは全員でする。

体育分野

運動の楽しさ

や喜びを味わ

い、知識や技

能を高め、生

涯にわたって

運動を豊かに

実践できるよ

うにすること

が、主な目的

です。

技術分野

① ものづくり 『ＣＤラック』

人と技術、資源などについて学びます。

② エネルギーの変換・利用『懐中電灯、スタンド』

LED 製品の制作を通して、人や環境を大切にす

るエネルギーの有効利用について考えます。

③ 作物の栽培

自然環境と健康維持について学びます。

④ コンピュータの活用

コンピュータの活用に必要な基礎的知識や技術

について学びます。また、インターネット上の

ルールやマナーなどの情報モラルやコンピュー

タウイルスについても学習し、安全な利用方法

について考えます。

総合的な学習の時間
(Integrated study time)

○宿泊研修

○国際交流

○修学旅行

○キャリア教育

・職業講話

・高校調べ

・職場体験学習

など

道徳
(Moral education)

○人間尊重の精神

○生命に対する畏敬の念

○伝統と文化の尊重

○郷土を愛する心

○公共の精神

○民主的な社会

○国際社会の平和と発展

○環境の保全 など

特別活動
(Special activities)

○学級活動

○生徒会活動

○学校行事

部活動
(Club activities)

６

６ 授業のノート
色使いやレイアウ

トを工夫して、「自

分専用」のノートを

作りましょう。

◎図・イラスト：特徴をとらえて書きましょう。

◎重要事項：色ペンを使い、他の字よりも大きく書いて、目立つ

ようにしましょう。

◎先生のコメント：「テスト

に出す」「入試に出る」など

のコメントを入れましょう。

見やすいノートにしよう。

わかりやすいノートにしよう。

充実したノートにしよう。

◎重要事項：重要な事柄や語句の背景・理由・

目的などの説明を書きましょう。

◎予習：新出語句、漢字の読み、英単語の意味

などを調べて、書いておきましょう。

◎マメ知識：教科書にのっていない語句や公式を、書き込んでおこう（資料集・地図帳などを参考に）。

◎間違えた問題：授業中に間違えた問題は、消さずに残しておき、後から解き直しをしましょう。

◎スペース：予習スペース、復習スペースを作りましょう。

楽市・楽座（楽市令） ｂｙ織田信長

座をなくして、市場での税を免除して商工業を活

発にさせるため。（今なら、『規制緩和』・『減税』）

予習スペース

新出語句や公式・定理などを調べておこう。

復習スペース

授業で間違えた問題を解き直そう。

目 標

定規を使ってスッキリ!

C

A

B

6㎝ 4㎝70°

平行四辺形らしく書きましょう

見開き２ページが

基本です。

ノートの例

まとめ

予習・復習スペースの位置は、

教科ごとに工夫しましょう。

先生が、中間テストに

絶対出すって!!



７ ８

５ 自主学習ノート

日々の学習の積み

重ねを大切にしよう。

自学自習のスタイル

を確立しよう。

【明日の授業の予定・準備物・宿題・今日の一言】欄

帰りの学活までに、書いておこう。

一日の記録を、欠かさずに残していこう。

自主学習ノートとは…

取り組む教科・内容・量・時間

を自分で決めて、主に家庭で学習

するノートです。

宿題とは…

先生が、取り組む内容と提出期日を指

定したもので、各教科の評価に加えます。

授業の一部です。

①先取り学習（調べ学習・予習） 翌日の授業の内容を先取りしよう。

○新出の英単語、漢字の読み、語句の意味などを辞書で調べましょう。

○教科書を読んで、重要語句を書き出しましょう。

○教科書やワークの中で、解けそうな問題に挑戦しましょう。

②振り返り学習（まとめ学習・復習） 授業で習った内容を思い出してみよう。

○授業の内容を思い出しながら、書き出してみよう。

○忘れていたら、授業のノートや教科書を見直そう。

○重要語句の意味（歴史上の出来事の流れ・背景、人物が果たした役割、地域と地域の関係、

社会の仕組みなど）がわかるようにまとめましょう。

（例）

○数学や理科では、授業中に解いた練習問題を、もう一度解きましょう。特に間違えた問題は、

必ず解き直しをしましょう。

○公式や定理の意味・成り立ちがわかるように書きましょう。

③くり返し学習（漢字練習・英単語練習） くり返し書いて、確実に覚えていこう。

○字を丁寧に書こう。

○最低１０回は、くり返し書いていこう。

○声に出し、耳で聞き、目で確かめながら、書いていきましょう。

○次の内容は、まとめて覚えましょう

国語：四字熟語、ことわざ、人名、作品名、など

英語：動詞の不規則変化 （例：teach－taught－taught など）

名詞の単数形と複数形 （例：glass－glasses など）

英熟語 （例 「a lot of」「be surprised at 名詞」など

④確かめ学習（問題演習） レベルの高い問題に挑戦して、実力を確かめよう。

○授業で学んだ内容を活用する問題、応用問題、総合問題、入試問題に挑戦してみよう。

○解けなかった問題は、解説を読んで理解し直そう。その後、理解できたかを確かめるために、

解き直しをしてみよう。

○どうしてもわからなかったら、先生に質問に行こう。

○英語検定、漢字検定にも挑戦してみよう。

「付けたい力」に応じて、学習内容を決めましょう。

①教科のバランス

○得意な教科に偏らず、苦手な教科も積極的に取り組もう。

○「毎日、３教科以上」を目標に、バランス良く取り組もう。

②学習方法のバランス

○「授業ノートのまとめだけ」や「漢字練習だけ」に偏らないようにしよう。

○「確実に覚えたい」「実力の確かめをしたい」など、目的を持って学習に取り組もう。

○普段は、まとめや暗記が中心でも、テストが近づくと、確かめ学習（問題演習）が多くな

るように、時期や付けたい力を考えて取り組もう。

明治維新
明治と改元

１８６８

版籍奉還

1869

廃藩置県

1871

大政奉還

1867

五箇条の

御誓文 1868

地租改正 1873

徴兵令 1873

・藩兵の解散

・兵役の義務

士族の

不満

西南戦争

1877

学習時間の目安
１年生… 80 分以上

２年生… 90 分以上

３年生…100 分以上


