
R２年度 １年生 国語 課題 ４月３０日（木） 

 

１ 漢字を覚える  

① ダブルクリアの第１回～９回をやる。 

② それに付随する、徹底トレーニングノート第１回～９回に書いて練習（日付右下記入）。 

第１回 ３０日（木） 

第２回  １日（金） 

第３回  ２日（土） 

第４回  ４日（月） 

第５回  ５日（火） 

第６回  ６日（水） 

第７回  ７日（木） 

第８回  ８日（金） 

第９回  ９日（土） 

③ 徹底トレーニングノートをその日毎、「クラッシー」の「ポートフォリオ」にあげる。（「１学年国語

課題４月  日／５月  日」） 

２ ５月１３日（水）の登校日に提出し点検を受ける。 

 

 

 

 

 

1EA 化学基礎 

  

１ 教科書の内容を解釈する。 

  提出課題 準拠ノート『０ 化学と人間生活』および『１ 混合物と純物質』 

 

２ 教科書の内容を解釈する。 

  提出課題 準拠ノート『２ 物質とその成分(1)』および『３ 物質とその成分(2)』 

 

＊学習記録を Classiにつけてください。 

＊準拠ノートは登校日に持参してください。 

＊腑に落ちないところがあったら、気軽に相談してください。 

＊Classiに課題を追加する場合もありますので、定期的にメッセージを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



数学４月課題③ 

 

①配布物・・・・・プリント：12枚（No.13～No.24） 

 

②やり方 

１．プリントの問題を解いて下さい。 

※答えだけではなく、途中式や考え方も書きましょう。 

２．丸付けをして下さい。（答えはプリントの右下） 

３．プリント下にある「このプリントの理解度」の当てはまる数字に○を 

つけましょう。（両面ともに） 

  ４．以下の提出日までに Classiのポートフォリオに質問や振り返りを記入 

し、プリントの写真を添付して提出して下さい。 

  【プリント提出日】※提出日の午前 9:00 まで提出して下さい。 

プリント 提出日 

No.13 5/1(金) 

No.14 5/1(金) 

No.15 5/2(土) 

No.16 5/2(土) 

No.17 5/3(日) 

No.18 5/3(日) 

No.19 5/4(月) 

No.20 5/4(月) 

No.21 5/5(火) 

No.22 5/5(火) 

No.23 5/6(水) 

No.24 5/6(水) 

 

５．数学のファイルにとじ込んで下さい。 

  次回登校日にファイルを回収します。 

 

③数学科の教員からポートフォリオへのコメントを行います。（Classiのお知らせから、リアクシ

ョンを押すと確認できます。） 

 そのコメントを読んで５月７日以降はプリントの復習や、課題テストに向けて春休み課題の復習

を各自で行って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 



4/30〜5/10 までの課題（英語） 

 

1EA のみなさん、前回の課題はしっかりやれたでしょうか。Daily 疑問詞、頑張っています。（長続きはしない

と思います） 

 

課題は以下の通りです。時間厳守でお願いします。 

 

全ての課題はまるまるリスニング基礎からの出題となります。手順は以下の通りです。質問の受け付けなどは

Edmodo 上で行います。 

 

 

 やること 備考 

実
力
試
し 

音声を聴いて、Question に答える。(page. 1) CD トラック#3  2 回だけ聴く 

本文を読んで、Question に答える。（page. 2） 1 分以内で読んで答える 

土
台
作
り 

単語の意味、発音、アクセントの確認をする。 

(page. 3) 

瞬時に日→英、英→日ができるようにする。 

Google ドライブ内の動画 

・まるリス基礎 Tr. 2 単語 

・まるリス基礎 Tr. 2 単語テスト 

本文の各文をチャンクで分け、意味を確認すると同時に

文法事項もおさえる。(page. 4) 

 Google ドライブ内の動画 

・まるリス基礎 Tr. 2 I wonder 

・まるリス基礎 Tr. 2 There is の様々 

・まるリス基礎 Tr. 2 形式主語 

・まるリス基礎 Tr. 2 関係代名詞 

・動詞について 

・現在完了形について 

読
む 

本文を黙読して内容を瞬時に理解をするまで何度も黙

読をする。(page. 5) 

 

話
す
・
聴
く 

音声を聴いて、音のつながり、脱落、弱化などを確認す

る。 

CD トラック#3 

様々なトレーニングを通して、文章を暗唱できるように

する。（それぞれ 20 回ずつ）(page. 5) 

 モデル音声なしで音読 

 シャドーイング（本文見ながら） 

 オーバーラッピング 

 シャドーイング 

 ブランクリーディング 

 バックトランスレーション 

ブランクリーディングは冊子の 14 ページ６を

使用しなさい 

 

バックトランスレーションは冊子の 14 ページ

「英文訳」を使用しなさい 

 

書
く 

バックトランスレーションで日→英を書けるようにす

る。 

冊子の 14 ページ「英文訳」を使用しなさい 

 



Listen to the audio and answer the following question. 

Q Which of the following is correct according to the passage? 

① Big cities abroad have a variety of bookstores. 

② It’s interesting to walk in a bookstore when you travel abroad. 

③ There is always a large bookstore in big Japanese cities. 

④ It’s great that many Japanese like reading books. 

 

Read the following passage and answer the question. 

Whenever I travel abroad, I wonder why some cities have no large bookstore. There may be a few small 

ones, but they don’t have many books, so book lovers will feel frustrated. It’s great that there is always a 

large bookstore in major Japanese cities, and it shows a high level of culture. However, it’s a pity that 

recently there have been fewer Japanese who read a lot. 

 

Q Which of the following is correct according to the passage? 

① Big cities abroad have a variety of bookstores. 

② It’s interesting to walk in a bookstore when you travel abroad. 

③ There is always a large bookstore in big Japanese cities. 

④ It’s great that many Japanese like reading books. 

 

本文中で分からなかった単語には赤で下線を引きましょう。 

本文中で分からなかった文章には赤以外の色で下線を引きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 



発音に気をつけて、瞬時に日→英、英→日を言えるよう練習しよう。 

 

○ スペルに気をつけて書けるように練習しよう。 

いつでも  

外国へ  

本屋  

～がある・いる  

～かもしれない、～しても良い  

(なぜ SV なのかと)不思議に思う  

少し～がある ⇔ ほとんど～がない  

失望させる / 失望する  

SV で素晴らしい  

いつも  

主要な ⇔ ささいな  

SV であることが残念である  

たくさん / たくさんの～  

  

  

 

 

 

 

 

English Word(s) 日本語訳 

whenever いつでも 

abroad 外国へ 

bookstore 本屋 

there be ~ ～がある・いる 

may ～かもしれない、～しても良い 

wonder (why S V) (なぜ SV なのかと)不思議に思う 

a few ~ / a little ~ ⇔ few ~ / little ~ 少し～がある ⇔ ほとんど～がない few:可算 little:不可算 

frustrate / feel frustrated 失望させる / 失望する 

it’s great that S V SV で素晴らしい 

always いつも 

major ⇔ minor 主要な ⇔ ささいな 

it’s a pity that S V SV であることが残念である 

a lot / a lot of ~ たくさん / たくさんの～ 

  

  

  



チャンク毎に意味を捉えよう 

Whenever I travel abroad, / I wonder / why some cities have no large bookstore. // There may be a few 

small ones, / but they don’t have many books, / so / book lovers will feel frustrated. // It’s great / that there is 

(always) a large bookstore / in major Japanese cities, / and it shows a high level of culture. // However, / it’s a 

pity / that (recently) there have been fewer Japanese / who read a lot. // 

 

本文  和訳 

Whenever I travel abroad, / 私が海外旅行をするたびに 

I wonder / 不思議に思う 

why some cities have no large bookstore. // なぜ大きな本屋がない町があるのか 

There may be a few small ones, / 小さな本屋はいくつかあるかもしれない 

but they don’t have many books, / しかしそれらはたくさんの本は置いていない 

so / だから 

book lovers will feel frustrated. // 本が好きな人は不満を感じるだろう 

It’s great / とても素晴らしいことだ 

that there is (always) a large bookstore / （いつも）大きな本屋があることは 

in major Japanese cities, / 日本の大都市圏には 

and it shows a high level of culture. // そして文化のレベルが高いことを示してくれる 

However, / しかしながら 

it’s a pity / 残念である 

that (recently) there have been fewer Japanese /  （最近）日本人が少なくなっていることが 

who read a lot. // 本をたくさん読む 

 

 

 

 

 

 



本文の内容を瞬時に理解できるまで読み、その後は音読を繰り返そう 

Whenever I travel abroad, I wonder why some cities have no large bookstore. There may be a few small 

ones, but they don’t have many books, so book lovers will feel frustrated. It’s great that there is always a 

large bookstore in major Japanese cities, and it shows a high level of culture. However, it’s a pity that 

recently there have been fewer Japanese who read a lot. 

 

（音声なしで）音読した数だけチェックを入れましょう。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

（本文を見ながら）シャドーイングした数だけチェックを入れましょう。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

オーバーラッピングした数だけチェックを入れましょう。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

シャドーイングした数だけチェックを入れましょう。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

ブランクリーディングした数だけチェックを入れましょう。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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自
分
を
、
そ
し
て
世
界
を 

１EA 社会科      世界史 A … 週２時間 

            現代社会 … 週２時間 

 

早く高校生になろう！ 

 

課題  失われた授業時間を自宅にいながら再現！ 

 

【世界史 A】教科書読み取りプリント ２枚 

 

①教科書の読み取りプリントを進めておく。 

    ⇓ 

②Classi 

4/30（木）PM12:00 に「問い」と指示が配信されます。 

 5/6（水）PM14:00 までに「答え」を送信 

   ⇓ 

③プリントを完成させて終了 

   ⇓ 

④初回授業でに教科書読み取りプリント提出 

  世界地理のプリントはテストに備えてください 

    

  

 

 

 【現代社会】 

  ・穴埋めワーク ３枚 

  ・課題プリント ３枚 

  ①教科書を読みながら穴埋めワークに取り組む。 

  ②教科書を見ながら課題プリントに取り組む。         

※質問や解説してほしいところがあれば 

こちらから受け付けます。→→ 

  ③課題プリントをポートフォリオに写真を撮ってあげる 

④次回登校日提出 

⑤後日テストを行います。 

範囲：教科書Ｐ６～３０ 渡ったプリントすべて 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音楽選択者課題 

ＰＯＰでおすすめの１曲を紹介する 

⑴ジャンルは問いません。 

 ロック・クラシック・ポップス、他にもなんでも OK！ 

⑵おすすめポイントを分かりやすく書く。 

⑶配布した A4 サイズの紙を使うか、自分で画用紙などを用意して作っても

いいです。 

 ネットで調べるとショップ店員が作成した POP が載っている

ので参考にしてみてください。 

POP とは・・・ 

本屋やCDショップなどでこれは是非買ってほしいという一押しの商品を目立たせるた

めに店員が作成しているもの。目立つデザインの POP や目をひくキャッチコピーでお

客さんの心をつかみ販売促進の効果が期待できる。 

提出期限 

５月８日(金)１４：００ 

Classi ポートフォリオに写真を載せる 



１学年  美術Ⅰ  課題 

同封の塗り絵用紙２枚どちらか１枚（２枚でも良い）を

色鉛筆（準備できない人は鉛筆でも可）で塗ります。 

塗り方の参考資料として、下記の動画や web サイトなど

を閲覧してください。※塗り絵の裏面に記名して下さい 

所要時間  ディズニー  ～４時間 

          京都  ～８時間 

提出は次回登校日 

 

選択書道課題 

『新訂 ペン字習字教本』教育出版 Ｐ１３まで 

➀丁寧に名前ペンで記入する。 

 

➁表紙の裏【正しい姿勢】【ペンの持ち方】を確認する。（一番体に負担がかからないよう） 

 

★家族の人にお願いし、スマートフォン等で写真を撮ってもらう 

 

→自分の姿勢を客観的に見てみよう！！気付き、自分で考えて行動することが大切♪ 

 

③Ｐ２からスタート 

★黒で書かれたお手本はすべて丁寧になぞること！！（形を覚えよう） 

 

★課題をやった後に必ず自己評価シートに記入すること！！ 

 

～提出日～ 

次の登校日 

登校後すぐに教卓に提出→前島が回収にまわります 

【色鉛筆】綺麗に塗れる基本の塗り方【初心者向け】https://www.youtube.com/channel/UCU9W78xGD7r7nsP65NyeD-A 

「大人の塗り絵」を"大人っぽく"塗る方法 https://www.brother.co.jp/product/printer/home/magazine/kiji70/index.aspx 

シャーペンで綺麗に色塗りしていく方法！ https://www.youtube.com/watch?v=iXa7ByDzmJE 

https://www.youtube.com/channel/UCU9W78xGD7r7nsP65NyeD-A
https://www.brother.co.jp/product/printer/home/magazine/kiji70/index.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=iXa7ByDzmJE


１年生 情報の科学 

 

【学習１】 情報モラル 

 

【学習目標】 

・情報社会に参画する上で注意すべき最低限の情報モラルについて確認する。 

・情報を扱う上で好ましい行為と好ましくない行為を理解する。※理由も大切！ 

 

【学習方法】 

・教科書に直接的な解答はありません。想像力を働かせて答えを導きだしましょう。 

・解答に辿り着くまでのプロセス（論理的理由付け）を大切にして学習しましょう。 

・解答は Classiで行ってください（5月 6日 23：59まで）。 

 

 

 

【学習２】家で過ごそう ～ おすすめ（動画）サイトの紹介 ～ 

 

【学習目標】 

・情報の収集・処理・発信という一連の流れを確認する。 

・相手の関心を引くために効果的なキャッチコピーを考える。 

・お互いの情報を共有し、考察を深める。 

 

【学習方法】 

・テーマに沿って情報収集し、おすすめの動画サイトの紹介文を作る。 

・紹介文は 50文字以内 

・おすすめサイトの提出は Classiで行ってください（5月 6日 23：59まで） 

・提出情報は URL（http(s):～）と紹介文とする。 

・5月 7日に一覧を配信 → 5月 10日 23：59まで Classiでアンケートに解答する。 

 

 

 

【学習０】 

 インターネット等の利用に関するアンケートを 5月 7日に配信 

 → 5月 10日 23：59まで Classiでアンケートに解答する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



体育・保健体育の課題について         体育科 

体育（１～３年）共通課題   毎日３０分程度の運動を行う 

 例として 

  １０分間のランニング   ３０分間のウォーキング 

  部活の筋力トレーニング   ストレッチや柔軟体操 

  スポーツ選手などのエクササイズ動画に挑戦      

など（組合わせてもＯＫ） 天候や環境、各家庭の状況などを考慮し、各自工夫しながら体を動かそう！ 

 

 授業ができるようになったら、１０分間走 → スポーツテスト を予定しています。 

 昨年の記録を更新（維持）できることを期待しています。 

 

 

保健体育（１・２年） 

   教科書を読んで保健ノートに記入、次回の登校日に提出 

 

 ・１年 保健ノート Ｐ．２～８ 

 

 ・２年 保健ノート Ｐ．５１まで（クロスワード含む） 


