
２E 国語 課題について（その３） 

  

次回の登校日までの課題です。ただ問題を解いて、自己採点しただけでは学習になりません。 

それぞれの文章にあわせた読解の仕方、問題の解き方の要点をつかむことが学習です。じっくり

と考えながら、それぞれの問題に取り組んで下さい。 

 

〈現代文〉 

  現代文 NEW アプローチ スタディ１ 

     第１回～第１０回 

    〈取り組み方〉以下の手順で問題を解いて下さい。１日１題 

      ①本文を読み、予習シートを完成させる。 

      ②予習シートを参考にしながら、問題を解く。 

      ③自己採点をし、セルフチェックシートに記入をする。 

      ④解説をよく読む。 

〈古典〉 

 ①ブライト 古文 ベーシック 本文ノート 

    １～１０ 

〈取り組み方〉以下の手順で問題を解いて下さい。１日１題 

      ①本文を読み、問題を解く。 

      ②自己採点をする。 

      ③復習シートを作成する。 

 ②漢文プリント 

   学習計画を立て、毎日少しずつ取り組んで下さい。 

 

課題提出日：１回目 ５月１５日（金） ２回目 ５月２０日（水） 

        ※１回目の提出日は、進捗状況を確認します。２回目ですべて提出できるよう

にしてください。 

提 出 物：ワーク、予習・復習シート、漢文プリント 

 

  



２ＥＡ 数学 ５月課題 

 

５／１２～１４の課題について 

 ・Ａ３プリント( 1 枚)・・・問題を解いて、次回登校日(５月１５日)に提出して下さい。 

 

  ・数ⅠＡの復習 ・・・・・１５日(金）の課題テストに向けて、春休み課題の復習を 

             各自必要な単元を行って下さい。（解答配信済み） 

 

 

  



２年Ｅ・Ａコース      化学 課題      ２０２０．５．１２ 

 

 ＜ 課 題 ＞今回の課題はかなり時間がかかります。覚悟して取り組みましょう！ 

 

     問題演習 「リード Ｌｉｇｈｔ ノート」 ｐ２～ｐ８ 

 

                    リードＡとＢはテキストに書き込みＯＫです。 

                    リードＣとＣＬＥＡＲはノートに解くこと。 

 

     提 出       次回登校日   

   ＊各自ノートを朝のうち職員室西田の机上に提出してください。下校時まで点検して返却します。 

 

     注 意 ① 時間がないからと焦っていきなり問題を解かないこと 

 

                 基礎知識を整理して理解するために 

              リードＡとＢ、例題もきちんとやりましょう。 

                 

      ② リードＣとＣＬＥＡＲは１問解く毎に解答、解説を読んで 
        ポイントを押さえましょう。  

 

          ③ 解説で理解できないところは後日質問できるようにマークしておきましょう。 

  



 

体育・保健体育の課題について ５．１２ 

 

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、下記の提出⽇厳守 

 ・１年 保健ノート Ｐ．１０～１２  提出日…５／１８（月） 

 ・２年 保健ノート Ｐ．５６～５９  提出日…５／１５（金） 

 

 

  



5/12〜5/15 までの課題（英語） 

 

以下の手順を踏んで、課題に取り組んでください。 
 
1. モデル文を読む。 
2. モデル文を参考に自分の地元の魅力を書く。（山形県内まで可） 
3. 5 月 14 日 12:00 までに Edmodo で提出する。 
4. 返却された文章を手直しし、再提出をする。 
 
ルール 
・国からの給付金 10 万円でのツアー企画を立てる（交通費は含めない） 
・立ち寄る場所を 2 つ以上挙げる（それぞれどれくらいお金がかかるかも明示してください） 
・写真をつける 
＊各ウェブページの English 版を参考にすると書きやすいと思います。 
 
以上が 5 月 15 日までの課題となります。15 日以降はこの課題の続きとなるので、確実に取り組んでください。 
 
【モデル文】 
Hello everyone. I’m Hiroyuki Sato and your tour guide. Today, I will tell you why you should visit Shonai 
region with your 100,000 yen benefit. There are three must-see places.  
First of all, I will take you to Mount Haguro. It has 2,446 steps to go up, surrounded by forests. The air is 
pure and you will enjoy hearing birds singing. On the way, you can also see Five-storey Pagoda, a national 
treasure.  
After Haguro Mountain, you can rest at Kameya, a splendid hot spring hotel. I can offer you the hotel at a 
very reasonable price. It is facing a horizon in the Sea of Japan and provides you with a room featured 
traditional tatami-mats, local food, and a pleasant hot spring. You will sleep over at the hotel and have a 
good night. 
The next day, we will go to Kamo Aquarium, The Drea House of Jellies. It is famous for its jellyfish and you 
will see more than 50 kinds of jellyfish. You can also enjoy shows performed by sea lions. You will be able to 
discover all the uniqueness and plurality of sea life. 
Why don’t you apply for our memorable Shonai Tour? 
 
Price and picture 

Mount Haguro Kameya Kamo Aquarium 

--- 20,000 yen / 1 night 1,000 yen / Entry Fee 

   

 

 

 


