
 

第２学年 臨時休業中の追加課題について 
  

臨時休業が 1月伸びたので、以下の課題を追加（あるいは補足）いたします。休業中も適度な運

動とともに、復習が中心になるかと思いますが学習を進めるよう、お伝えください。 

 

 休業中の追加（または補足）課題（国・社・数・理・英・美・音・技・総合・体） 
教科 課題 備考〔提出など〕 

国
語 

 

① ２年の教科書の P２１８～P２３６の「文法」の

部分を見て、すらすら基本文法を全ページ実施する。

答え合わせをしても、わからない部分を質問できる

ようにしておく。 

 

② 漢字練習字典 P８１～P９６が二年生の定期テ

ストの範囲になるため、ノートに練習する。 

  

③２年の教科書の作品をすべて読む。 

「見えないだけ」「アイスプラネット」「枕草子」「生

物が記録する科学」「メディアと上手に付き合うため

に」「新しい短歌のために」「短歌を味わう」「言葉の

力」「世界で一番の贈り物」「たまには少し変わった

本を」「盆土産」「字のない葉書」「モアイは語る」「平

家物語」「扇の的」「仁和寺にある法師」「漢詩の風景」

「君は最後の晩餐を知っているか」「落葉松」「小さ

な町のラジオ発」「走れメロス」「科学はあなたの中

にある」「ゼブラ」「五重の塔はなぜ倒れないか」「季

節のしおり春夏秋冬」 

 以下の作品に関しては、学習の目標１～３までをノ

ートに記入する。（自分の考えでよい。） 

 「アイスプラネット」「生物が記録する科学」「新し

い短歌のために」「言葉の力」 

 

 

学校が始まってから、 

①すらすら基本文法 

②漢字のノート 

③「アイスプラネット」・「生物が記録する科

学」・「新しい短歌のために」・「言葉の力」 

学習の目標の答えを１～３までノートに記

入したもの。 

 

学校が始まった時に、以上を提出する。評

価に入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社
会 

 

＜提出義務なし！希望者は以下のものを出す＞ 

 

① 地理＆歴史のワーク 全て丸付けまでして 

② 地理＆歴史のノートまとめや調べ学習 

 

上の①または②を 5 月 8 日（金）か１１日（月）に

提出。①をすでに終えて提出している人は出さなく

て良いです。（１年３学期に加点したので） 

※ もちろん①と②を両方出しても良いです。 

 

＜７月の期末試験の範囲＞ 

 

・地理教科書 P１８０～P２６１で１００点分 

（九州地方～北海道地方の７地方全ての予定） 

 

※復習と予習をしておく。地理の教科書を何度も何

度も何度も読む！１年生同様に、ワークから試験に

は出ません。教科書と授業ノートからしか出しませ

ん！もちろん、１年生同様に努力をした人が良い点

数を取れる試験にするつもりです。頑張れ！ 

 

＜提出物＞ 

ワーク提出や地理と歴史のノートまとめ＆

調べ学習をして提出すると、関心意欲態度を

大幅に加点するとともに、試験で点数が若干

足りない場合、試験の点数に加点する救済措

置の可能性あり。出せば損はないので積極的

に出しましょう。 

２年生は『勉強がんばるぞ』というやる気を

先生に見せて下さい。期待してます。 

そのやる気を先生も最大限に評価します 

＜勉強方法＞ 

１学期は期末試験のみの可能性が高いで

す。不安な人は調べ学習などノートまとめを

して、加点をもらおう。 

 試験は１年生と同じ形式で出題する予 

定です。努力すれば誰でも１００点取れ 

ます！そして、努力した人を最大限に通 

知表にも評価します！１年生の時のよう 

にコツコツ努力をしよう。とにかく、教 

科書を何度も読むことが最大の近道だ。 

数
学 

 

①新しい数学２の P８～P２０の予習を行う。 

②新しい数学２の P１７８～１８３の①～㉖までを

ノートに解き、丸つけを行う。間違った問題やわか

らない問題もやり直しや答えを赤ペンで書くなど行

い、取り組んだ形跡を示すこと。 

 

①は２年生の計算の基本となるところなので

理解できるよう徹底してください。 

②は提出をし、１学期の評価に入れます。 

 

 

理
科 

 

①教科書 P２１８～の予習を行う。 

②教科書を読み、ワーク P９９～P121 に取り組む。 

③1 年の教科書にある「章末チェック」「確かめと応

用（活用編は除く）」に取り組む。 

 

ワーク P９９～P１２１をやって提出。 

「章末チェック」「確かめと応用」はノートに

やって提出。 

 

 



英
語 

 

〇英語の勉強をして、ノートに書いて、提出する。5 月 7 日（木）提出。 

下記①，②は全員書く（またはプリントを貼る）こと。 （＊プリントファイル添付あり） 

 

〔ノートは 1 年生の続きで構いません。新しく買う場合はできるだけ A4 サイズのノートを購入して

ください。（プリントを貼るため。）4 本線でなくてもいいです。まとめやポイントを日本語で書い

たり、単語や英文をたくさん書きましょう。やったプリントを貼ってもいいです。〕 

 

英語の勉強 ①②は全員やる。 

① 単語練習・・・e-plus ワーク P.142、143 の単語を１回以上書く。 

（100 問単語テストは 5 月 3 週目に行う予定です。5/11～5/15 の週） 

② 教科書のまとめ・・・1 年生の教科書 P.29 の数字, P34 の基本文と①～⑱のカードを表す英語, 

P.35 の曜日と天気, P66 の季節と月,P.67 の序数,P.58,5976,77,98,99,122,123,124 の英語のしくみ

のページを日本語を含めてノートに写して書く。ただし、やってみようと練習（問題）と発音ク

リニックは書かなくてよい。 

                                                                                                                     

③ 基本文練習他・・・e-plus ワーク P.139,144,145 を勉強しておく。（テストは授業が始まって

から行います） 

その他英語の勉強例 

④ 教科書やワークを使って勉強する。 

・１年生の教科書を読む。教科書やワークのまとめのページを読んだり、書いたり、解いたりす

る。 

・２年生の教科書を読んでみる。単語の意味を調べる。 

・下記の開隆堂出版の動画を見て 1 年生の PROGRAM11 と POWER-UP11 を勉強する。 

⑤ ネットから勉強できるものを見つけて勉強する 

文部省のサイト内の 子供の学び応援サイト 中学校 外国語 の中から 

・「臨時休校中の中学校生徒のみなさんへ（開隆堂出版）」（下から４番目ぐらいにある） 

の動画を見て、SUNSHINE ENGLISH COURSE1 の「お助けシート」をぜひやってくださ

い。（POWER-UP11 は予習にもなります。） 

・同じくサイト内の e-board もおすすめです。文法説明の動画を見たり、問題を解いたりしてみ

てください。 

・同じく、英検の過去問をやってみる、NHK 基礎英語を聞く、など。 

 

「文部科学省」のサイト内の「子供の学び応援サイト」内の「中学校」内の「(9)外国語」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00459.html#gaikokugo 

 

「臨時休校中の中学校生徒のみなさんへ（開隆堂出版）」 

http://www.kairyudo.co.jp/contents/05_kyoiku/support/chu/eigo/index.htm 

 

e-board 

 https://www.eboard.jp/list/2/ 

 

続く 

http://www.kairyudo.co.jp/contents/05_kyoiku/support/chu/eigo/index.htm
https://www.eboard.jp/list/2/


英
語
・
続
き 

※ノート記入例 （毎日でなくてもいいです） 

 4/16（木）e-board 中１「日時・曜日・天気をきく」を見た。What time is it (now)? It is four o’clock. 

It I four ten.   

4/17（金）①e-board の中２「過去形（一般動詞）」の動画を見た。He watches the TV show every week. 

→ He watched the TV show last Sunday. テキスト１～３の問題もやった。（問題の答えをノー

トに書く）②基礎英語２ Lesson(5)を聞いた。「ソー」は前に言った語句を受ける。「サム」

ははっきりしない量（聞こえたポイントなどを書く。単語がわからなければ聞こえたようにカ

タカナで書いてもよい。）Q の答え：カイトはもっとスナックをつめようとしている。How long

→長さを聞く。How long is the ショー？ It’s about twenty ミニッツ. (英語が望ましいが、わ

からなければ聞こえたようにカタカナを書く。）  

4/18（土）ワークの単語練習。（実際に単語をノートに書く）   

4/20（月）開隆堂のお助けシート PROGRAM11－１をやった。（お助けシートを印刷してノートに貼

る、または答えをノートに書く。） 

 4/21（火）z 会の中２「can」をやった。（１(1)①can ②speak③can④dance...というように問題の答え

をノートに書く。）z 会の無料問題も上記サイトから見ることができます。 

 4/22（水）1 年生の教科書 PROGRAM2～6 を読んだ。ワークの P144,145 を読んだ。 

4/23（木）塾で 1 時間過去形の疑問文を勉強した。主語ｄid not 原形の形になる。 など。 

美
術 

作品を完成させる。 
始業式の日に、作品カードを配布します。最

初の授業で採点します。 

音
楽 

 

（１）歌唱について 

①下記の３曲の旋律を聴いて覚える。１学期の授

業で確認する。 

 

「 COSMOS 」コーラスフェスティバル P.88 

「 夏の思い出 」 教科書（上）P.12 

「 夏の日の贈りもの 」教科書（上）P.14 

 

②上記３曲に使用される音楽記号について、読み

方と意味を調べ、プリントの１の表に記入する。 

 

（２）鑑賞について 

下記について、プリントの２に自由にまとめる。 

 

教科書（上）P.34 

「 交響曲第５番 ハ短調 」について 

 

（例）ベートーヴェンについて 

オーケストラについて 

曲の構成について 

★プリントは、一番最初の授業で提出する。 

・プリントについては、ホームページよりダ

ウンロード、印刷して使用する。プリント

が印刷できない場合は、各自で用意した A4

サイズの用紙を使用してまとめたものを提

出しても良い。その際は、必ずクラス・番

号・名前を記入して提出すること。 

・教科書またはインターネットを使用して自

由に調べてまとめること。 

 

☆「教育芸術社の自宅学習支援コンテンツ」

から、教科書の曲を聴くことができます。 

https://textbook.kyogei.co.jp/library/?fbclid=

IwAR16sYPk-CmJEhubwm7Dd7oQQIS-flKJr

sJsSKf02q-14-_hg8_jr7Sh9Zw 

☆教育出版「音楽の小部屋 音楽の本棚」か

ら、オーケストラについて調べることができ

ます。 

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/docs/mus

ic/kobeya/hondana/ 

☆ヤマハ「楽器解体全書」から、楽器につい

て調べることができます。 

https://www.yamaha.com/ja/musical_instru

ment_guide/ 

https://textbook.kyogei.co.jp/library/?fbclid=IwAR16sYPk-CmJEhubwm7Dd7oQQIS-flKJrsJsSKf02q-14-_hg8_jr7Sh9Zw
https://textbook.kyogei.co.jp/library/?fbclid=IwAR16sYPk-CmJEhubwm7Dd7oQQIS-flKJrsJsSKf02q-14-_hg8_jr7Sh9Zw
https://textbook.kyogei.co.jp/library/?fbclid=IwAR16sYPk-CmJEhubwm7Dd7oQQIS-flKJrsJsSKf02q-14-_hg8_jr7Sh9Zw
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/docs/music/kobeya/hondana/
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/docs/music/kobeya/hondana/
https://www.yamaha.com/ja/musical_instrument_guide/
https://www.yamaha.com/ja/musical_instrument_guide/


技
術 

 

２年生技術科課題 

① 教科書ｐ.92～p.135 (B エネルギー変換に関する技術)を一読し、自分で一つテーマを設定 

② テーマについては自由 (例から選択するということではない)／テーマと名前はわかるように書

くこと 

③ A４縦 1 枚(片面)でまとめる( 縦書き・横書き・様式の指定はなし ) 

④ 写真等貼り付けてもよい(パソコンでプリントアウトしたもの可)／ 

色ペンの使用可／手書きで作成すること(パソコン不可) 

⑤ 前期技術の評価対象とする 

⑥ 提出は学校再開日 

 (※何かしらの理由で提出できない場合は、最終の締め切りを 6 月中までとする) 

 

テーマ例 ） 

エネルギー資源について／電気の各発電方法の長所短所の違いについて／ 

電気に関すること／家電製品について／電気機器の安全な利用について 

電気事故に関すること／電気事故の事故防止について／はんだづけについて など 

 

総
合 

 

〇教科書「中学生活と進路２」を一読し、上級学校について調べる。 

  

中学校卒業後の道、上級学校にはどんなものがあるか、高校受験について、などを、各自テーマ

を設定し、インターネットや本で調べ、A４の用紙片面 1 枚に手書きでまとめて提出。（縦書き、

横書きの指定はなし。用紙の種類は指定しない。写真等を貼ってもよい。図・絵を描いてもよい。

色をつけてもよい。 〔5 月 7 日提出。テーマとクラス名をわかるように記入すること。〕 

＊事情により提出できない場合は担任に報告し、６月中に提出。〔総合の評価対象とする。〕 

 

テーマ例（下の例から選択するというものではない） 

・公立と私立 ・単願推薦と併願推薦、学校推薦と自己推薦 ・高校進学の動機ランキング 

・中学校卒業後の進路にはどんなものがあるか ・高校部活動強豪ランキング  

・県立高校入試選抜基準 ・全日制と通信制、単位制 ・専門学科について（工業、商業など）  

・自分のキャリアプランを立てよう ・高校の立地について ・高校の部活動の種類  

・共学と男女別学 ・高等技術専門校について ・高等専門学校、専修学校  

・県公立の単位制高校、二学期の高校 ・学費 ・時間割 ・普通科と専門学科、総合学科 

 ・〇〇ランキング など 

 

体
育 

適度な運動をする 

 


