
 

上板橋第二中学校 学習プログラム ８学年 「理科⑥」 5月２１日（木） 1時間目 

 ねらい：地層から読みとる大地の変化について復習をする。 

 

使 用 教 材 ：新しい科学１(今まで使用していた教科書)、ノート、 

理科の完全学習１(ワークとワークノート)、１８日配布の画用紙、 

色鉛筆、ネームペンやボールペン 

※必要であれば、資料集 

 

 

① 教科書 P248～249を音読する。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（５分） 

 Point１ ⇒ 大事なところにはマーカーをひく！ 

 

 

② 教科書 P249「学びを活かして考えよう」について、調べ、考えをノートに書く。・・・・・・・・・（１０分） 

 Point１ ⇒ 昨年、各家庭で確認した、防災マップを再確認！ 

 

 

③ ワーク本誌 P124～P127をワークノートに取り組む。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（１５分） 

 〇付けまで行う。早く終わった人は、ワーク本誌 P117もワークノートに取り組む。 

 

 

④ 18日配布の画用紙に書かれた地質年代（古生代・中生代・新生代）に繁栄したと考えられている生物（動物

でも植物でも OK）のイラストと、その生物の特徴を２つ以上まとめる。・・・・・・・・・・・・・（２０分） 

注意１：画用紙に書かれた地質年代は、人によって異なる。※ランダムに配布しています。 

注意２：指定された地質年代に生きていたと考えられる生物（示準化石となる生物）なら何でもよい。 

注意３：教科書 P264 や、資料集も参考にする。インターネットで調べても良い。 

注意４：イラストは、イメージとして色をつけること。 

注意５：生物名を必ず書き、特徴は、画用紙の中に工夫して書き入れる。（ペン書き） 

 

 

課題： ④の画用紙（示準化石の特徴調べ）を完成させる。 

この課題は、５月２５日（月）・２６日（火）に提出です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



上板橋第二中学校 学習プログラム ８学年 「社会（地理）」 5月２１日（木） ２時間目 

本日の目標 地形図を読み取ることができる。 

 

使用教材 地理の教科書、社会の自主学習（地理）、地理のノート、筆記用具 

 

本日の流れ １．教科書 P138 を開き、「国土地理院発行の～」から始まる説明文を、 

声に出して読みましょう。                     （５分） 

 

２．ノートを開いて、本日の目標を書き写し、声に出して読みましょう。  （５分） 

 

３．次に、「社会の自主学習（地理）」P10 を開き、ポイント①地形図とは？、 

ポイント②方位を読み取るには？、ポイント③土地のようすを読み取るには？の 

部分をノートに書き写し、（   ）に当てはまる言葉を、先ほど読んだ教科書 

P138 の説明文の中から探して書きましょう。        【技能】（５分） 

 

４．教科書 P138 の「図②縮尺と実際の距離との関係」の中の○に当てはまる数字 

を入れましょう。また、ノートに 1 ㎞は地図上では何㎝かと書いて、 

縮尺 2 万 5 千分の１と５万分の１の場合を書き入れましょう。【技能】（５分） 

 

５．教科書 P139 のやってみようを、ノートにやって 

みましょう。           【技能】（５分） 

       

６．教科書 P140 の説明文を読み、やってみようの 

断面図を完成させましょう。（教科書に直接書き込んで 

ください。）          【技能】（10 分） 

 

７．「社会の自主学習（地理）」P11 の、「図 6 等高線の 

 種類」を、ノートに書き写しましょう。【技能】（５分） 

 

８．教科書 P141 の説明文を読み、やってみようを 

やってみましょう。（１は、教科書に直接丸をつけて 

ください。２は、どう見えるのか、写真の見え方を 

確認してください。        【技能】（５分） 

                    

９．最後に、ふりかえりと書いて、この４５分間を 

ふりかえって、気づいたこと、考えたこと、気に 

なったことなどを文章で書きましょう。 

【思考・判断】（５分） 

 

本日の宿題 「社会の自主学習（地理）」P10～11 の問題を解いて、「社会の自主学習ノート 

（地理）」の P６に答えを書きましょう。 

学習日             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の目標 

ポイント①地形図とは？ 

 ・地形図とは、（国土･･･ 

 ・実際の距離を規則に･･･ 

ポイント②方位を読み･･･ 

 ・ふつう、どの･･･  北 

＊方位図も描く⇒ 

ポイント③土地のようす･･･ 

 ・土地利用や施設は、（地 

１㎞は地図上では何㎝か 

縮尺 2 万 5 千分の１：○㎝ 

縮尺５万分の１：○㎝ 

教 P139 やってみよう 

 １ア○○ イ×× 

 ２○ｍ ３は○地点、 

図 6 等高線の種類 

   

ふりかえり 

＊ノート例 



上板橋第二中学校 学習プログラム ８学年 「 体育（保健） 」 5月２１日（木） ３時間目 

 

２  快適で能率の良い環境 

 ２校時 保健の教科書 P72～73 

 

 

◇ねらい  至適範囲について理解し、学校や自宅の生活環境を改善することができる。 

 

１. 自分で考えよう！  以下の２つの質問についてまずは教科書を見ずに自分で考え、書いていよう！  ≪５分≫ 

Q１ 今、勉強している環境は学習しやすい環境かどか考えて見ましょう。 

「快適に感じること」「不快に感じること」をそれぞれ書いてみましょう。 

  

 

 

 

 

 

Q2 人は汗などでどのくらい水分がなくなると、スポーツの記録に影響が出ると思いますか？ 

  コップ何杯分くらいでしょう？（コップ１杯＝200ml）            

                          杯分 

 

２. 「保健体育」の教科書 P72～７３を読み、理解をしよう！≪５分≫ 

 

 

３．以下の文章を読み（ ）にあてはまる言葉を入れましょう。 ≪３０分≫ 

まずは教科書を見ずにチャレンジしてみましょう。その後、分からなかったところは教科書を見てうめよう！ 

 

気温・湿度・気流 

暑さや寒さの感じ方には気温だけでなく（1.        ）（2.         ）が関係している。 

同じ気温でもが（1.         ）が高ければ暑く感じ、（2.         ）があれば寒く感じる。 

こうした、人体が感じ気温感覚のことを(3．          )という。 

 

至適範囲とは何ですか→（4．                                                      ）  

至適範囲から外れると、学習や作業の能率やスポーツの成績の（5.          ）がみられる。 

快適 不快 



 

●私たちが快適で能率良く学習するための適した気温、湿度、気流 

 冬期 夏期 

気温 （        ）～（        ）℃ （        ）～（        ）℃ 

湿度 （        ）～（        ）％ 

気流 （        ）～（        ）ｍ/秒 

 

 

活動に適した明るさ 

明るさがじゅうぶんでなかったり、明るすぎて（6.        ）の差が大きかったりする環境のもとでは、 

目が（7.       ）やすくなる。 

教室で、もっとも明るい場所と最も暗い場所の照度の比は（8.       ）：１以内が望ましいとされている。 

明るさは「ルスク」という単位で（9.        ）を用いてはかる。 

教室および黒板の明るさは（10.        ）ルスク以上が望ましいとされている。 

 

●明るさ至適範囲   以下の①～⑤の場所を暗い順に並べてみよう。 

①トイレ     ②教室      ③廊下     ④調理室     ⑤階段 

【暗い】         →       →       →       →         【明るい】 

 

 

 

 

５. 振り返り   ≪１０分≫ 

これまでの学校での生活(授業や部活動など)、家での生活を振り返り、「快適で能率の良い環境」だと感じたこと、また、改善し

た方が良いと感じたのはどんなときかを書きましょう。また、なぜそう感じたのか、理由や具体的な改善策も含めて書きましょう。 

 

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

 

 

 

８ 年      組       番 氏名                                               

 

保健のプリント １、２ は６月１日（月）に提出してください。 



上板橋第二中学校 学習プログラム ８学年 「数学」 5月２１日（木） ４時間目 

６時間目 ねらい：文字式どうしの商をもとめよう 

使用教材：新しい数学 ２（４／６に配布した教科書） 

      ノート 

 

① 「新しい数学 ２」の P.17 を開き、ノートに『12abC4bx3a 』となる理由を 

式や図を使ってまとめましょう。      （１０分） 

② 例 3 をノートに丸写ししましょう。     （１０分） 

 

③ ②で書いた式の下に、教科書 P.17 を参考に、計算での大事な考え方やコツ、用語を文章で 

まとめてみましょう。           （１５分） 

 

④ P.20 を開き、５(4)～(6)をノートに計算しましょう。 

  終わったら、P.214 を見て○付けしましょう。     （１０分） 

 ※ 間違えた問題は赤ペンで正しい答えを書きましょう。 

 

⑤ 今日のふり返りを文章で書きましょう。 

 

⑥ 時間が余った人は、教科書 P.28 の「章の問題 A ５(3)～(6)」を挑戦しましょう 

 

 

 

 

 

※ 今日の家庭学習の内容は、問題集の P.29～P.32 の内容になります。 

午後の時間や休日に少しずつ取り組んでみましょう。 

 

 

(目安) 

深めよう!! 


