
２年生＜社会＞休業中の課題⑦ 

＜手順＞ 

１．地理の教科書 P１３６～１３７と資料集 P１００～１０１を隅まで目を通す 

２．４７都道府県を調べる、又は映像資料を視聴する。 

NHK for School 

→（検索に入力） 

４７都道府県 

３．対象ページの資料集を解く（巻末に解答があります）。 

４．問題集 P７３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。 

 
 



□式の加法、減法2 5月 3日

同類項、式の加法・減法 を学習します。

T:前回は、新 しい言葉がたくさんでてきました。とても大切な言葉です。項、単項式、

多項式、次数、式の次数、項の次数 等々よく意味を理解 しておぼえてくださいも

続いて、1章 式の計算 1節式の計算

□
式の加法

Ⅲ
法 同類項 (教科書 P16)です。今日の学習は、P17の間 4ま でです。

教科書を見て学習をすすめてから(以下の問題を解いてください。プリントは後で提出

になります。評価の対象にしますので、 しつかりやってください。

同類項をまとわる

次の式の鋼類項をまとめよう。
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英語 (臨時休業中課題⑧）                     5 月 8日(金) 

Let’s Enjoy English!             Class      No.      Name                          
 

～ 1 年次 Lesson 9 の復習をしよう ～ 

 

 

 動詞の過去形には２パターンありました！ 

      ①ただ単に動詞に ed をつける ・・・・・・規則動詞 

      ②動詞そのものがまるっきり変化する・・・不規則動詞 
 

★パターン① 〔     動詞〕の場合  ※ただ動詞に〔   〕をつけるだけ！ 

          Momoko plays the piano.  
              モモコはピアノを弾きます。 

 

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

★パターン② 〔     動詞〕の場合  ※ほとんどの場合、動詞がまるごと変わってしまう！ 

          Toshihiro eat ramen for dinner. 
              トシヒロは夕食にラーメンを食べます。 

 

          Toshihiro ate ramen for dinner last night. 
              トシヒロは 昨夜 夕食にラーメンを 食べました。 

 

  ※ 「～しました」と、過去にしたことを表現するときは、動詞を『過去形』にする。 

    (主語がなにであっても、過去形は変化しない。) 
 

☝パターン① ed のつけ方 
 
 
 
☝パターン② 不規則変化については覚えるしかない！ 
 
 過去をあらわす言葉  

 ●yesterday： 昨日 
 ●～ago： ～前 
  (例) two days ago ２日前 / two weeks ago ２週間前 / two months ago ２か月前 / two years ago ２年前 
    last week 先週  last month 先月 
 ●last ～： この前の～ 
  (例) last month 先月 / last year 昨年 / last Friday 先週の金曜日 ・・・などなど 

 
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① 】と書いておこう 

✐ Practice 1 日本語を参考に、（ ）内の語を過去の形に変え英文を完成させよう。単語がわからな 

✐ Practice 1 い場合は、１年次に配布された過去形動詞の活用プリントをみて、確認しよう。 

 ① I ( watch ) TV yesterday.   わたしは昨日テレビをみました。 
 ② They ( use ) my car last summer.  彼らは去年の夏わたしの車を使った。 
 ③ Kentaro ( study ) English many years ago.  ケンタロウは何年も前に英語を勉強しました。 
 ④ Tom and Meg ( make ) dinner last night.  トムとメグは昨夜夕食をつくった。 
 ⑤ Shigeru ( teach ) Japanese last year.  シゲルは昨年国語を教えました。 

 ⑥ Tomomi ( come ) to our school last April.  トモミは去年の４月にぼくたちの学校へ来た。 

 ⑦ さあ自己表現！自分で英文を考え、全文書いてみよう！ 

 

過去形（～しました）のつくりかた 肯定文 

(1)そのまま「ed をつける」            play → played     watch → watched 

(2)「d だけをつける」          use → used     ※子音＋ e で終わる動詞 

(3)「y を i に変えて ed をつける」     study → studied  ※子音＋ y で終わる動詞 
(4)「最後の文字を重ねて ed をつける」  stop → stopped  ※短母音＋子音で終わる動詞 

【答え】①watched  ②used  ③studied  ④made  ⑤taught  ⑥came  ⑦I helped my mother yesterday.など 



 
 

   年    組    番   氏名                  
 
☆ 前回出た運動を継続して行い、活動したものを記録することを課題とします。 

健康の三原則は『適度な運動・栄養バランスのとれた食事・十分な睡眠』です。 
いまできることを行い、身体の免疫力を高めましょう。『継続は力なり！』 

※課題が全部できた項目は◎、１つ以上できた項目には○を記入して、取り組んだ運動を記録していきましょう。 
①～③やⅠ～Ⅲに関しては、取り組んだ数字を記入します。より多様な動きやトレーニングに挑戦！！ 

項目 / 日付 4/20 日(月) 22 日(水) 24 日(金) 27 日(月) 5/1 日(金) 8 日(金) 

W-up(基本ストレッチ)       

筋力トレーニング(体幹)       

① マルモリ体操 
② ブートキャンプ 
③ E ダンスアカデミー 

      

筋力トレーニング 
Ⅰ､腹筋 Ⅱ､腕立て伏せ 
Ⅲ､スクワット 

      

 

項目 / 日付 11 日(月) 13 日(水) 15 日(金) 18 日(月) 20 日(水) 22 日(金) 

W-up(基本ストレッチ)       

筋力トレーニング(体幹)       

④ マルモリ体操 
⑤ ブートキャンプ 
⑥ E ダンスアカデミー 

      

筋力トレーニング 
Ⅰ､腹筋 Ⅱ､腕立て伏せ 
Ⅲ､スクワット 

      

 

 

※この提出用プリントは、臨時休業終了後に提出する。 

項目 / 日付 25 日(月)1･2 年 26 日(火)3 年 27 日(水) 29 日(金) 

W-up(基本ストレッチ)     

筋力トレーニング(体幹)     

⑦ マルモリ体操 
⑧ ブートキャンプ 
⑨ E ダンスアカデミー 

    

筋力トレーニング 
Ⅰ､腹筋 Ⅱ､腕立て伏せ 
Ⅲ､スクワット 

    


