
第 2学年 12月 16日（水）・17日（木）の課題一覧 

教科 課題内容 学習のポイント等 

国語 

教科書 P70～73「言葉の力」を読んで、次の①②をレポー

ト用紙などにまとめよう。 

①この文章は 3つのまとまりに分かれています。（行があい

ている箇所）それぞれのまとまりの内容を要約しましょ

う。 

②「・・・これは言葉の世界での出来事と同じことではな

いかという気がする。」（71ページ 16行目）とあります

が、筆者は何と何が、どのように同じだと述べている

か、まとめましょう。 

教科書の写しを添付している

ので、それを見て行ってくだ

さい。 

社会 

休校明けに「近畿地方・中部地方」の自己評価カードを記

入します。自分の考えを書けるようにしておきましょう。 

 

数学 

① プリント１枚 

② 問題ノート（ｐ１０１まで） 

添付したプリントの答えは、

ノートがある人はノートに、

ない人はほかの紙に答えを書

いておきましょう。授業で答

え合わせをします。 

問題ノートは休校明け１８日

（金）に回収します。忘れず

に持ってきましょう。 

※章末テストは冬休み明けに

延期します。 

理科 

動画の視聴 ｐｄｆにＱＲコードが載って

います 

音楽 なし  

美術 なし  

保 健

体育 
なし 

 

技術・ 

家庭 
なし 

 

英語 

○不規則変化表をしっかり覚えましょう。 

○冬休み明けにテストをします。 

○PDF で一覧表を確認してくだ

さい。 

課題提出の有無は、学校再開後に各教科の授業で説明をします。 

kteacher
ハイライト表示

kteacher
ハイライト表示

kteacher
ハイライト表示









２年生 理科１・理科２ 休校課題（12 月 15 日から 17 日） 

 

◯理科１ エネルギー分野の復習をしましょう。 

教科書がある人は、これまでに学習した範囲（P184〜209、212〜214）を復習しまし

ょう。 

休み明けに実験（P209 電流による発熱量）をします。既に実験をしたクラスの人は、

グラフ作成と考察をします。 

これまでの復習に NHK for School の動画を活用してみてください 

静電気と電流・電圧 

 

電流とエネルギー 

 

 

◯理科２ 地球分野の復習をしましょう。 

教科書がある人は、これまでに学習した範囲（P66〜102）を復習しましょう。休み明

けに天気図の作成を行います。 

毎日午後４時から NHK ラジオ第２で気象通報が流れます。家にラジオがある人は聞

いてみましょう（AM ラジオ 693kHz）。 

これまでの復習に NHK for School の動画を活用してみてください 

天気の変化 

 

 



意味 原形 現在形 過去形 過去分詞形 現在分詞形 意味 原形 現在形 過去形 過去分詞形 現在分詞形
1 ～である be am/are/is was/were been being 31 ～を貸す lend lend(s) lent lent lending

2 ～になる become become(s) became become becoming 32 ～の状態にさせる let let(s) let let letting

3 ～を始める begin begin(s) began begun beginning 33 ～をなくす lose lose(s) lost lost losing

4 ～を持ってくる bring bring(s) brought brought bringing 34 ～を作る make make(s) made made making

5 ～を建てる build build(s) built built building 35 ～を意味する mean mean(s) meant meant meaning

6 ～を買う buy buy(s) bought bought buying 36 ～に会う meet meet(s) met met meeting

7 ～を捕まえる catch catch(es) caught caught catching 37 ～を置く put put(s) put put putting

8 来る come come(s) came come coming 38 ～を読む・読書する read read(s) read【red】 read【red】 reading

9 ～を切る cut cut(s) cut cut cutting 39 走る run run(s) ran run running

10 ～をする do do(es) did done doing 40 ～と言う say say(s) said said saying

11 ～を飲む drink drink(s) drank drunk drinking 41 ～が見える see see(s) saw seen seeing

12 ～を食べる eat eat(s) ate eaten eating 42 ～を売る sell sell(s) sold sold selling

13 倒れる・倒壊する fall fall(s) fell fallen falling 43 ～を送る send send(s) sent sent sending

14 ～を感じる feel feel(s) felt felt feeling 44 ～を振る shake shake(s) shook shaken shaking

15 口論する fight fight(s) fought fought fighting 45 ～を撃つ・～を撮影する shoot shoot(s) shot shot shooting

16 ～を見つける find find(s) found found finding 46 ～を見せる・案内する show show(s) showed showed/shown showing

17 飛ぶ fly fly/flies flew flown flying 47 歌う・～を歌う sing sing(s) sang sung singing

18 ～を忘れる forget forget(s) forgot forgot/forgotten forgetting 48 座る sit sit(s) sat sat sitting

19 ～を得る get get(s) got got/gotten getting 49 眠る sleep sleep(s) slept slept sleeping

20 ～を与える give give(s) gave given giving 50 話す・～を話す speak speak(s) spoke spoken speaking

21 行く go go(es) went gone going 51 立つ stand stand(s) stood stood standing

22 成長する grow grow(s) grew grown growing 52 泳ぐ swim swim(s) swam swum swimming

23 ～を持っている have have/has had had having 53 ～を撮る・～を連れていく take take(s) took taken taking

24 ～を聞く hear hear(s) heard heard hearing 54 教える teach teach(es) taught taught teaching

25 ～を打つ hit hit(s) hit hit hitting 55 ～に知らせる tell tell(s) told told telling

26 ～を握る hold hold(s) held held holding 56 ～を考える think think(s) thought thought thinking

27 ～を保つ keep keep(s) kept kept keeping 57 ～を理解する understand understand(s) understood understood understanding

28 ～を知っている know know(s) knew known knowing 58 目を覚ます wake wake(s) woke woken waking

29 ～を導く lead lead(s) led led leading 59 ～を身に着けている wear wear(s) wore worn wearing

30 ～を去る leave leave(s) left left leaving 60 ～に勝つ win win(s) won won winning

61 ～を書く write write(s) wrote written writing

不規則動詞活用表答え　○黄色い部分(原形・過去形・過去分詞形は絶対）を覚えましょう。①～⑦まで練習問題があります。計画的に学習しましょう。

○過去分詞が２つある場合は、どちらか覚えやすい方を覚えましょう。　○readの【red】は、発音記号です。
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