


２年生＜社会＞休業中の課題⑧ 

＜手順＞ 

１．地理の教科書 P１３８～１３９と資料集 P１０２～１０３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） 

 日本の地域区分 

３．プリントに学習日・組・番号・氏名・穴埋めの答えを記入する。 

４．マル付けと直しをする。 

５．対象ページの白地図 P１６を解く（巻末に解答があります）。 

 

※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。課題提出の場合はプリントを回収します。 

 

 

【休業中の課題⑧】 
＜日本の地域区分＞ 

・日本を大きく２つに分けると①（   ）と②（   ）に分けられる。 

・境目は新潟県③（   ）市と静岡県④（  ）市をつないだ線。 

・大きく３つに分けると⑤（  ）部、⑥（  ）部、⑦（  ）部と分けられる。 

・７つに分けると⑧（   ）、⑨（  ）、⑩（  ）、⑪（  ）、⑫（  ）、⑬（  ）・⑭（  ）、⑮（  ）

に分けられる。 

・気候による区分は⑯（   ）の気候、⑰（    ）の気候、⑱（    ）の気候、⑲（   ）の気候、

⑳（   ）の気候、㉑（    ）の気候に分けられる。 

 

 

【休業中の課題解答⑧】 
・日本を大きく２つに分けると①（西日本）と②（東日本）に分けられる。 

・境目は新潟県③（糸魚川）市と静岡県④（静岡）市をつないだ線。 

・大きく３つに分けると⑤（北東）部、⑥（中央）部、⑦（南西）部と分けられる。 

・７つに分けると⑧（北海道）、⑨（東北）、⑩（関東）、⑪（中部）、⑫（近畿）、⑬（中国）・⑭（四国）、⑮（九

州）に分けられる。 

・気候による区分は⑯（北海道）の気候、⑰（太平洋側）の気候、⑱（日本海側）の気候、⑲（内陸性）の気候、

⑳（瀬戸内）の気候、㉑（南西諸島）の気候に分けられる。 

 

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



 
学習課題：物質を化学式で表す方法を学ぼう 
 

教科書 p.145 「原子の記号を使って物質を表すには、どのようにすればよいだろうか」 

前回、原子は記号を使って表すことができるということを学んだ。今回は物質を原子の記号を使って表

す方法を学ぼう！すべての物質が原子の記号と数字を使って表すことができるよ。 

分子の表し方       ～分子の表し方には次のようなルールがあるよ。～ 

その１：分子をつくっている原子の種類を原子の記号で表す。 

その２：結びついている原子の数は、原子の記号の右下に数字を小さくつけて示す。 

その３：原子が１個のときは、右下の数字の１は省力する。 

 
水分子を例にして分子の表し方を確認しよう。 

※水分子は水素原子２個、酸素原子が１個くっついてできているよ。 
 
 

 
分子の数がいくつかある場合は、化学式の前にその数を書くよ。 
例えば水分子が３個ある場合は 
 

このように原子の記号を使って、物質の成り立ちを表した式を化学式
か が く し き

という。 

化学式の原子の数を表す数字は日本語ではなく、英語で発音する。水１分子はエイチツーオウと読む。 
※化学式で原子の数を表す数が１の場合、声に出して読むときにワンと言ったりしない。 
 
確認問題   このプリントに書き込もう。答えの部分を隠して取り組んで、丸付けをしておくこと。 
問１ ①、②の（）内の正しいものに丸をつけよう。 

① 水１分子の化学式をルールに従って正しく書くと（ H２O２ ・ H２O１ ・ H２O ・ H２O ）
である。 

② 水１分子の化学式の読み方は（ エイチツーオウ ・ エイチツーオウワン ・ エイチニオウイチ ）
である。 

問２ アンモニア分子は、窒素原子１つと水素原子３つからできている。アンモニア分子はどのように
表されますか。窒素を表す原子記号は N、水素を表す原子記号は H である。 

                                     問２        
問３ 炭素原子を●、酸素原子を○で表すと、○●○で表される物質はなんですか。その名称と化学式を

答えよ。  
                  問３ 名称：          化学式           

HOH  →  H２O１  →  H２O 
その１            その２             その３ 

３H２O  と表す。 

答え 
問１ （１）H2O （２）エイチツーオウ 問２ NH３    問３ 名称：二酸化炭素 化学式：CO2 

（教科書 p.145 にある図 21 の 6 つの化学式を覚えておこう！） 

船橋市立旭中学校 ２学年 理科の課題⑨  令和２年５月１１日（月）  ３時間目 

２年  組   番：名前                
 



英語 (臨時休業中課題⑨）                   5 月 11 日(金) 

Let’s Enjoy English!             Class      No.      Name                          
 

～ 1 年次 Lesson 9 の復習をしよう ～ 
 

 
               Momoko played the piano yesterday. 
                            (モモコは 昨日 ピアノを弾きました。) 

 
 
 

 《 疑問文 》Did Momoko play   the piano yesterday? 
                            (モモコは 昨日 ピアノを弾きましたか？) 

 

     《 答え方 》 Yes, she did.         (はい、彼女はしました。) 
            No, she didn't (did not). (いいえ、彼女はしませんでした。) 
 
     《 否定文 》 Momoko didn’t play the piano yesterday. 
                        (モモコは 昨日 ピアノを弾きませんでした。) 

 
      What did Momoko do yesterday?  (モモコは昨日、なにをしましたか？) 
 
  ※ did を使ったら、規則動詞も不規則動詞も『動詞は元の形にもどす！』(does のときと同じダネ！) 

 

以下、練習問題をノートへ取り組む場合は【 過去形プリント② 】と書いておこう 

✐ Practice 1 次の英文を疑問文にしよう。 
 ① You studied English last night.  
                                         
 ② He cleaned his room yesterday.  
                                       
✐ Practice 2 次の英文を否定文にしよう。 

 ① I watched TV last night.  
                                       
 ② My mother went to a supermarket last week.  
                                       
✐ Practice 3 次の質問に答えよう。 
 ① Did you watch TV last night?  
 
 ② Did you help your family last week?  
 
 ③ Did you study English yesterday?  
 
 ④ Did you listen to music last weekend? 
 

 ⑤ 応用What time did you go to bed last night?  

 

 ⑥ 応用What did you do last Monday?  

 

過去形（～しました）のつくりかた 疑問文・否定文 

※元の形にもどる 

【答え】①Did you study English last night? 

【答え】②Did he clean his room yesterday? 

【答え】①I didn‛t watch TV last night. 

【答え】②My mother didn‛t go to a supermarket last week. 

【答え】①Yes, I did. / No, I didn‛t. 

【答え】②Yes, I did. / No, I didn‛t. 

【答え】③Yes, I did. / No, I didn‛t. 

【答え】④Yes, I did. / No, I didn‛t. 

【答え】⑤I went to bed at eleven o‛clock.など 

【答え】⑥I played badminton with my sister.など 


