みやぎ

わくわくスタディ・なび【中学３年】

４～５月

教科

国語

※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。

間違えやすい敬語

□

□

お伝と伝じろう「今日は句会」（動画10分）

落語の秘密

NHK for School

お伝と伝じろう

「目上の人と話すとき」（動画10分）

□

７月
古典～おくのほそ道

NHK for School

10min.古文・漢文

「落語」（動画10分）

□

NHK for School

10min.古文・漢文

「おくのほそ道」（動画10分）

【読むこと】

【話す・聞く】【伝・国】

【読むこと】【伝・国】

【読むこと】【伝・国】

https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150168_00000

https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150175_00000

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/j3koku.html

http://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_kobun/?das_id=D0005150076_00000

俳句を作って句会を開こう

敬語の用法

文学的文章を読む

□

◇

NHK for School

10min.現代文「俳句」（動画10分）

みやぎ単元問題ライブラリー中学校３年生

【伝・国】

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/j3koku.html

【書くこと】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_gendaibun/?das_id=D0005150046_00000

説明的文章１
◇

社会

６月

俳句の読み方、味わい方
NHK for School

宮城県教育委員会

みやぎ単元問題ライブラリー中学校３年生

【読むこと】

◇

故郷

みやぎ単元問題ライブラリー中学校３年生

【読むこと】

説明的文章２

http://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_gendaibun/?das_id=D0005150056_00000

◇

みやぎ単元問題ライブラリー中学校３年生

【読むこと】

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/j3koku.html

現代社会と私たちの生活

現代社会と私たちの生活

現代社会の特色と私たち

私たちの生活と文化

現代社会の見方や考え方

暮らしに生きる伝統文化
□

NHK for Schoolアクティブ10公民「グローバル化，キミには関係ない？」（動画10分）

NHK for School「日本の生活

文化の変化（食生活）」（動画2分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120482_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403195_00000

□

□

10min.文学２「故郷」（動画10分）

【読むこと】

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/j3koku.html

グローバル化－結び付きを深める世界

NHK for School

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/j3koku.html

現代社会と私たちの生活

□

□

個人の尊重と日本国憲法
人権と日本国憲法

社会集団の中で生きる私たち

人権の歴史

□

□

NHK for Schoolアクティブ10公民「対立から合意を目指すには？」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120484_00000

NHK for Schoolアクティブ10公民「“人権”ってなんだ？」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120486_00000

決まりの評価と見直し

立憲主義と日本国憲法

https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120342_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310355_00000

□

□

情報化－情報が変える社会の仕組み

□

https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120344_00000

□

NHK for School

10min.ボックス公民「浸透するグローバル化」（動画10分）

NHK for School「アイヌ文化」（動画2分）

NHK for School「琉球文化」（動画1分）

NHK for School

10min.ボックス公民「文化多元主義」（動画10分）

NHK for School10min.ボックス公民「日本国憲法」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120351_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310354_00000

国民主権と天皇の地位

https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120481_00000

多文化共生を目指して

□

□

□

https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120485_00000

NHK for Schoolアクティブ10公民「“ＡＩ”で社会はどう変わる？」（動画10分）

NHK for School10min.ボックス公民「情報化が進む社会」（動画10分）

NHK for School「外国ルーツの子どもたちとともに生きるために」（動画3分）

NHK for Schoolアクティブ10公民「憲法はだれのもの？」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120369_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005311186_00000

日本の平和主義

少子高齢化－変わる人口構成と家族

□

□

□

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005311185_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402888_00000

https://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/?das_id=D0005120483_00000

□

□

□

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005311187_00000

NHK for School アクティブ10公民「少子高齢化で日本はどうなる？」（動画10分）

NHK for School「少子高齢化の衝撃」（動画10分）

NHK for School「外国にルーツがある子どもたちを支える活動」（動画5分）

NHK for School「ともに生きる日本人とブラジル人」（動画1分）

NHK for School「条約－中学」（動画2分）

NHK for School「六法－中学」（動画2分）

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402889_00000

https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120343_00000
持続可能な社会に向けて
□

EduTownSDGs（東京書籍株式会社）

https://sdgs.edutown.jp/
□

EduTownモノづくり（東京書籍株式会社）

https://monozukuri.edutown.jp/
多項式

数学

平方根

２次方程式

◇

みやぎ単元問題ライブラリー中学校３年生

１多項式の計算

◇

みやぎ単元問題ライブラリー中学校３年生

◇

みやぎ単元問題ライブラリー中学校３年生

◇

みやぎ単元問題ライブラリー中学校３年生

１

多項式（１）～多項式の計算～

３

多項式（２）～因数分解～

４

平方根（１）～平方根～

７

２次方程式（１）～平方根の考えを使った解き方・２次方程式の解の公式～

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

３

多項式（３）～式の計算の利用～

５

平方根（２）～素因数分解～

８

２次方程式（２）～因数分解による解き方・いろいろな２次方程式～

◇

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

６

平方根（３）～根号をふくむ式の計算～

９

２次方程式（３）～２次方程式の利用～

◇

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

多項式

基礎ドリル』シリーズ（日本文教出版）
いろいろな式の展開 2

２因数分解

B22

単項式と多項式の乗法と除法～B28

◇

中学校数学自己評価テスト（啓林館）

B29

１

式の展開と因数分解

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

A29

◇

中学校数学自己評価テスト（啓林館）

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

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

１

式の展開と因数分解

◇

中学校数学自己評価テスト（啓林館）

◇

中学校数学自己評価テスト（啓林館）

２

平方根

３

２次方程式

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

『中学数学

３平方根の利用

基礎ドリル』シリーズ（日本文教出版）

因数分解１～B35

式の計算の活用

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

『中学数学

基礎ドリル』シリーズ（日本文教出版）

素因数分解～A39

いろいろな計算２

https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/chu/math/support/jiko-test/
電流が流れる水溶液
□

理科

化学電池

NHK for School 10min.ボックス

理科１分野「水溶液とイオン」 （動画１０分）

□

遺伝

NHK for School アクティブ10

理科＃１８「化学電池」（動画１０分）

□

https://www.nhk.or.jp/rika/active10/?das_id=D0005110479_00000

イオン

F26:I27

生物の進化

細胞とつくり

□

□

NHK for School 10min.ボックス

理科１分野「酸・アルカリとイオン」 （動画１０分）

化学電池

https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110133_00000

生物の進化

生殖

□

□

NHK for School アクティブ10

理科＃１７「金属イオン」 （動画１０分）

https://www.nhk.or.jp/rika/active10/?das_id=D0005110478_00000

□

NHK for School 10min.ボックス

理科２分野「細胞分裂と成長」（動画１０分）

理科２分野「生殖」（動画１０分）

基礎ドリル』シリーズ（日本文教出版）

２次方程式１～C20

２次方程式７

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

□

NHK for School 10min.ボックス

理科２分野「力と運動」 （動画１０分）

https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika1/?das_id=D0005110115_00000
運動のようす

NHK for School 10min.ボックス

□

NHK for School 10min.ボックス

理科＃１９「遺伝」（動画１０分）

https://www.nhk.or.jp/rika/active10/?das_id=D0005110477_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika1/?das_id=D0005110117_00000

『中学数学

力と運動

NHK for School アクティブ10

https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika1/?das_id=D0005110118_00000

C14

理科２分野「遺伝と遺伝子」（動画１０分）

https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110135_00000

NHK for School 10min.ボックス

□

NHK for School アクティブ10

理科＃１６「力学的エネルギー」（動画１０分）

https://www.nhk.or.jp/rika/active10/?das_id=D0005110480_00000

理科２分野「生物の進化」（動画１０分）

https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110130_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110134_00000

外国語

Unit０:Countries around the World

Presentation1:日本文化紹介

Unit３:Fair Trade Event

Unit1:Pop Culture Then and Now

Unit2:From the Other Side of the Earth

□

□

□

NHK for Shcool

基礎英語０ 世界エイゴミッション

NHK for Shcool

基礎英語０ 世界エイゴミッション

https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/

https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/

第34回「日本のことを説明せよ！」

第25回「ランチタイムを手伝え！”What would you like?”」

第44回「クイズにチャレンジ」

第28回「英語のメニューを完成させよ！」（動画各10:00）

NHK for Shcool

基礎英語０ 世界エイゴミッション

https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/
第48回「英語でもてなせ！」（動画各10:00）

第17回「カバンを持ち主に届けよ！」（動画各10:00）

体つくり運動
□

宮城県教育委員会スポーツ健康課「みやぎっ子！元気アップエクササイズ）（約4分26秒）」

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/supoken/exercise.html

体育

【陸上競技・器械運動から選択】
陸上競技
□

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

陸上運動」

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

音楽

日本の歌のよさや美しさを味わい，表現を工夫しよう

曲想や語感を生かして，表現を工夫しよう

ポピュラー音楽の特徴を理解して，その魅力を味わおう

（共）花

・帰れソレントへ

・Yesterday

（共）早春賦

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02

・Yesterday

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02

Presentation2:修学旅行
□基礎英語３(9）

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

