
二年生 国語科 家庭学習の進め方（４月 2７日～５月 1 日） 

 
 
 
 
 
 
 
○４月２７日（月） 
・教科書ｐ１６下段「詩を作ってみよう」を参考に、ノートに詩を作ってみましょう。 
 
 
○４月２８日（火） 
・教科書ｐ１８～『タオル』（重松清）を朗読し、形式段落に番号をつけましょう。（形式

段落の番号は教科書につけましょう。） 
・難しい語句を１０語辞書で調べ、意味をノートに書きましょう。 
→『タオル』を朗読してみて、意味がよく分からなかった語句を調べましょう。１０語

以上の語句を調べてもかまいません。 
 
 
○４月３０日（木） 
・教科書ｐ１８～『タオル』（重松清）の感想をノートに 5 行以上書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆読書のススメ☆ 
・休校期間中に本を読みましょう！家にある本や教科書でもかまいません。 

ノートは、一年生のときに使用していた「国語のノート」の余っているページを使用
してください。もし、一年生のときのノートがない場合には、他のノートやプリント
の裏紙などを使用してもかまいません。ただし、他の教科と同じノートやプリントは
使用しないでください。 

☆良い感想の書き方☆ 
・「面白かった」「難しかった」では読む人には伝わりません。何が面白かったのか、ど

う難しかったのかなど詳しく書くようにしましょう。 
・少年の気持ちを考えたり、自分ならどうするかを考えたりするとより良い感想が書け

ると思います！ 



２年生 ＜社会＞休業中の課題 ④ 
＜手順＞ 

１．地理の教科書 P１２８～１２９と資料集 P９４を隅まで目を通す 

２．調べる、又は映像資料を視聴する。 

NHK for School 

→（検索に入力） 

日本の東西南北の端はどこ？ 

３．ノートに学習日・タイトル（「休業中の課題①」＜日本の東西南北の端はどこ？＞など）・

穴埋めの答えを記入する。 

４．マル付けと直しをする。 

５．対象ページの資料集を解く（巻末に解答があります）。 

６．対象ページの問題集 P６６、７２を解き、マル付けをする。 

 

※動画を視聴しなくても、ほぼ教科書と資料集で調べる事が出来ます。 

※ノートは１年時の地理や歴史のものを使用します。（新しく用意しても構いません。） 

※ノートの年・組・番号を新学年・学級・番号に直しておきましょう。 

※プリントアウトするかは自由です。課題提出の場合はノートを回収します。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



【休業中の課題④】 

＜日本の東西南北の端はどこ？＞ 

・日本の範囲は東西南北①（    ）キロメートル。 

・一番北にあるのが②（  ）島。択捉島を含む③（    ）はロシアが不法に占拠して

いる。 

・東の端にあるのが④（  ）島。近くの海の底には⑤（     ）とよばれる貴重な資

源がたくさん眠っている。 

・西の端にあるのが⑥（   ）島。 

・日本の一番南にあるのが⑦（   ）島。この島のおかげで日本の⑧（       ）

が広がる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【休業中の課題解答④】 

＜日本の東西南北の端はどこ？＞ 

・日本の範囲は東西南北①（３０００）キロメートル。 

・一番北にあるのが②（択捉）島。択捉島を含む③（北方領土）はロシアが不法に占拠して

いる。 

・東の端にあるのが④（南鳥）島。近くの海の底には⑤（レアアース）とよばれる貴重な資

源がたくさん眠っている。 

・西の端にあるのが⑥（与那国）島。 

・日本の一番南にあるのが⑦（沖ノ鳥）島。この島のおかげで日本の⑧（排他的経済水域）

が広がる。 

 

学習日：  月  日（  ） ２年（  ）組（  ）番 氏名（             ） 



旭中学校 ２学年 理科の課題⑤                 教科書P９２～９５ 

 

 前回の復習からです。堆積岩には様々な種類があることを学びましたね。 

堆積岩六種類全て覚えていますか？堆積岩の中でも、火山の噴火によって噴出した火山灰

などが堆積した後、固まってできた岩石の名前をなんというか、覚えていますか？ 

まだまだ、暗記が続きます。毎日コツコツ進めていきましょう。 

 

３章 大地は語る ③歴史を語る化石 

 

 

「化石からどのようなことがわかるのだろうか？」 

 

 化石とは、地層の中に残された大昔の生物の死骸、 

足跡などをまとめて言います。地層ができるときに、 

それまでそこに生活していた生物の死骸などの上に 

土砂が積もり、長い年月の間に硬くなっていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習課題：化石の種類とその活用法を覚えよう。 

示相化石 

…地層ができた当時の環境を知る手がかりとなる化石 

示相化石となる生物 推定できる環境 

サンゴ 温かくて浅い海 

あさり・ハマグリ 浅い海 

シジミ 湖や川の河口付近 

ブナ やや寒冷な地域 

 

示準化石 

…地層ができた時代を知る手がかりとなる化石。（広い範囲に生息し、短い期間に栄えた生物） 

新生代 中生代 古生代 

ビカリア、メタセコイアなど 

 

アンモナイト、恐竜など 

 

 

 

フズリナ、サンヨウチュウ 

など 

 

 



【確認問題】解答は下にあります。隠すか、見ないようにして解いてください。 

 

① 堆積岩を六種類答えよ。 

② 堆積岩の中でも、火山の噴火によって噴出した火山灰などが堆積した後、固まってでき

た岩石の名前を答えなさい。 

③ 地層ができた当時の環境を推定することができる化石をなんというか。 

④ 地層ができた年代を推定することができる化石をなんというか。 

⑤ ④の化石などをもとに、地球の歴史を区分したものをなんというか。 

⑥ サンゴの化石は③、④のどちらに分けることができるか。 

⑦ サンヨウチュウの化石から地層の出来た年代は、新生代、中生代、古生代のうちどれか。 

 

答え 

①れき岩 砂岩 泥岩 凝灰岩 石灰岩 チャート  ②凝灰岩   ③示相化石 

④示準化石  ⑤地質年代  ⑥③ ⑦古生代 



英語 (臨時休業中課題⑤）                    4 月 27日(月) 

 

 

✐１年間の文法を復習しよう 
 

 １年次のライティングノート（表現ノート）の余りを使い，次の英文を何度も書いて覚えましょう。

『継続は力なり。』１度きりでは意味がありません。 

 また，書く際には必ず声に出して読みながら書くと効果的であり，英文の中で大事だと思う箇所にマ

ーカーなどで色付けすると，より理解が深まると思います。自分なりのノートをつくり，１年間の総ま

とめをしましょう。 

 

 

40 Where's (Where is) Room 20? 20 番教室はどこですか。 

41 →It's (It is) near the library. →それは図書室の近くです。 

42 Where do you keep your textbooks? あなたはあなたの教科書をどこにしまいますか。 

43 →In my locker. →私のロッカーの中に。 

44 Students like him very much. 生徒たちは彼のことが大好きです。 

45 They sometimes play basketball with him. 彼らはときどき彼と一緒にバスケをします。 

46 Students like her very much. 生徒たちは彼女のことが大好きです。 

47 They sometimes play basketball with her. 彼らはときどき彼女と一緒にバスケをします。 

48 When do you eat special food? あなたはいつ特別な食べ物を食べますか。 

49 →At Thanksgiving and Christmas. →感謝祭とクリスマスにです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旭中保健体育科保健体育自宅学習課題

年 組 番 氏名

☆次のことに注意して自宅で保健体育の課題をやろう！

１、近所の方や家族の方などに迷惑をかけないようにできるだけ静かに運動をしよう！

振動や音が大きくならないように！

２、部屋の中で、自分ができることを精一杯やろう！

３、運動したことをこのプリントやノートに記録しておこう！

（４は を視聴できない人の課題）学習時間（２０分）１～３までを行う YouTube

ウォーミングアップ（７分） ストレッチ運動を行う１、

１２種類（それぞれの運動を１５秒間、がんばろう！）

☆次の順番で行おう！

左図の左上から時計回りで

① 胸張り

② ひじかけ

③ 首すじ伸ばし

④ 肩伸ばし

⑤ 体側伸ばし

⑥ 胴体ひねり

⑦ 背伸ばし

⑧ 上体そらし

⑨ 足合わせから

前倒し

⑩ ひざ抱え

⑪ 大腿（もも）伸ばし左足

〃 右足

⑫ アキレス腱伸ばし 左足

〃 右足



年 組 番 氏名

筋力トレーニング（７分）２、

ＹｏｕＴｕｂｅ 「４分間 体幹トレーニングメニュー 初心者」 で検索する。

そうすると 【４分間】初心者向け体幹トレーニング４種！、

という動画が出てくるので、それをまねて行う。

４分間の運動が終わったら、３分間休憩

トレーニングができたら、下の表に○をつけよう！

注）もし、ＹｏｕＴｕｂｅを視聴することが難しい人は、

一番下の「４」の筋力トレーニング（７分間）をやってみよう！

マルモリ体操 または ブートキャンプ （６分）を行う３、

① ＹｏｕＴｕｂｅ 「マルモリ体操」で検索（４分８秒 （２分休憩））

①または②から

１つ選んで行う

② ＹｏｕＴｕｂｅ 「ブートキャンプ動画」で検索

たくさんの動画（１本５０分ぐらいの動画）の中から自分で行いたいものを選ぶ。

動画の最初の部分の６分間をまねして行う。

注） ＹｏｕＴｕｂｅを視ることが難しい人はダンスのテレビ番組「Ｅテレ」を見よう！

２０２０年４月２３日（木） １９時１５分～１９時４０分 （毎週、木曜日のこの時間で放送予定）

Ｅダンスアカデミー★新キッズ！新ダンス！新コーナーいっぱい！★ の番組でダンスができます。

もし、録画できれば、保健体育の課題の勉強する日に視れるようにしておこう！

学習課題ができたら、下の表に○をつけよう！＞
２２日（水） ２４日（金） ２７日（月） ５／１（金）４／２０（月）１年のみ

１、ストレッチ

体幹または筋力トレーニング２、

マルモリ体操 または ブートキャンプ３、
Ｅテレビダンス



筋力トレーニング（７分程度）⇒計１３種目の中から６つ選択し、取り組もう！回数ではなく種目１０秒やり続けよ４、

う(１分実施＋１分休憩)×３セットを目標にやってみよう！ご家族の方もご一緒に！

腹筋(腹直筋・腹斜筋)①

②腕立て(上腕二頭筋・大胸筋・上腕三頭筋)

③スクワット(大臀筋・大腿四頭筋)

へそを見よう！

背中を浮かさない！

自転車を漕ぐように

脚を回そう！！

両肘を太腿につけ
右肘⇒左膝、左肘⇒右膝につける！

肩甲骨を挙げた状態で

踵をタッチ！！

苦手な人は膝をつこう！

着く手の向きが逆！苦手な人は膝をつこう！

両手を結び、下側の手を胸に引きつ

け、上側の手で下側の手を押す。

手は肩幅に開き、脇を締めて！膝つきOK

真っ直ぐ下ろしていこう！

腰を下ろしたときに膝がつま

先を越えないように！


