
臨時休校中の課題➃ 新１年（普通ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/18（月）正午）※現在、一度〆切日を過ぎた課題にも再挑戦できます。 

 

生徒の皆さんは、本校ホームページにアクセスして、課題を確認し、以下の課題の解

答を送信して下さい。 

なお、すべての課題は登校時に提出となります。問題集等への記入内容については、

解答送信後に消去することがないように注意して下さい。 

 

① 国語総合（約４時間分） 
（課題） 

①教科書ｐ230～232 の古文を、国語のノートに写本してください。 

     その際、一文を書いたら２～３行空けて次の一文を書くこと。 

（文について…新精選古典文法ｐ１０参照） 

 

②①で書いた本文を、教科書を参考にしながら音読練習してください。（音読テストを予定し

ています。）その際、ノート本文の歴史的仮名遣いに赤丸をつけ、意識して読むこと。 

（歴史的仮名遣いのきまりは教科書ｐ233 または新精選古典文法ｐ８～９参照） 

 

③①で書いた本文を、文節ごとに／を入れ区切りなさい。 

（文節について…新精選古典文法ｐ10 参照） 

 

④①で書いた本文を、単語ごとに○をつけなさい。 

（単語について…新精選古典文法ｐ10 参照） 

 

⑤教科書ｐ230～232 の本文の出典（作品）8 作品について、中学校で使用していた国語

便覧またはインターネットで調べ、調べたことをノートに書きなさい。 

調べる内容（例）…ジャンル、書かれた年（時代）、作者、日本文学史での位置づけ、特徴…

など。 

 
（提出）  上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして 

      問題を解いてください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBlu

MOSdTGNU85IfD1BEujgkOXn3MwNUQVRaVlJVOTVFUklHUlcwVVpVRU5aNjN

QWS4u 
 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGNU85IfD1BEujgkOXn3MwNUQVRaVlJVOTVFUklHUlcwVVpVRU5aNjNQWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGNU85IfD1BEujgkOXn3MwNUQVRaVlJVOTVFUklHUlcwVVpVRU5aNjNQWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGNU85IfD1BEujgkOXn3MwNUQVRaVlJVOTVFUklHUlcwVVpVRU5aNjNQWS4u


臨時休校中の課題➃ 新１年（普通ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/18（月）正午）※現在、一度〆切日を過ぎた課題にも再挑戦できます。 

 

②  倫理（約２時間分） 
（課題）教科書 19～25 ページ・倫理ノート 8～9 ページ  

（提出）  上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして 

      問題を解いてください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPV

SkS1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUOEJZRjNRMjZDT0hPU

1o0MjhWMzNDUUxPRi4u 

 
 

③  政治・経済（約２時間分） 
（課題）教科書 23 ページ  
（提出）  上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして 

      問題を解いてください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPV

SkS1vBluMOSdTNI-gSOpbTxPsI-x5E7fS1dUNU1CUEswODk3RFN

ZMEVWR045VThUWDVTMy4u 
 

 

 

④ 数学Ⅰ・数 A（５時間分） 
（課題）教科書ｐ24～p31 

（提出） 上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして 

      問題を解いてください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1v

BluMOSdTM9vFyxNwvNPlT1Cc3vuA-lUMk1PSklLNzFaVkZaT0pMREhWSE

E1VzBKSC4u 

 
 
 

⑤ 化学基礎（２時間分） 

 課題内容 推奨 URL QR コード 

１
時

間

目 

(1)教科書 P59～P61、P80①をよく読む 

(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P18～P19 を書き込んで解く 
(3)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境下で右欄の U R L をクリック

または Q R コードの読み取りを行い、

web 上に用意された課題を、回答期限ま

でに回答・送信する（期限 5/18(月)12:00） 

you tube で本時課題テーマ

「イオン結合」「組成式」を検
索すると学習の補填ができる

映像を視聴できるかもしれな

いので、お試しください。 

https://forms.office.c

om/Pages/ResponseP

age.aspx?id=IpygVJP
VSkS1vBluMOSdTNb

GTvU0H4pLtx1VjafaK

t9UODNMMzhFUVhIS

lQ0WVRTSUVPVlBNT
EYzNSQlQCN0PWcu 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUOEJZRjNRMjZDT0hPU1o0MjhWMzNDUUxPRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUOEJZRjNRMjZDT0hPU1o0MjhWMzNDUUxPRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUOEJZRjNRMjZDT0hPU1o0MjhWMzNDUUxPRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNI-gSOpbTxPsI-x5E7fS1dUNU1CUEswODk3RFNZMEVWR045VThUWDVTMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNI-gSOpbTxPsI-x5E7fS1dUNU1CUEswODk3RFNZMEVWR045VThUWDVTMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNI-gSOpbTxPsI-x5E7fS1dUNU1CUEswODk3RFNZMEVWR045VThUWDVTMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTM9vFyxNwvNPlT1Cc3vuA-lUMk1PSklLNzFaVkZaT0pMREhWSEE1VzBKSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTM9vFyxNwvNPlT1Cc3vuA-lUMk1PSklLNzFaVkZaT0pMREhWSEE1VzBKSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTM9vFyxNwvNPlT1Cc3vuA-lUMk1PSklLNzFaVkZaT0pMREhWSEE1VzBKSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UODNMMzhFUVhISlQ0WVRTSUVPVlBNTEYzNSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UODNMMzhFUVhISlQ0WVRTSUVPVlBNTEYzNSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UODNMMzhFUVhISlQ0WVRTSUVPVlBNTEYzNSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UODNMMzhFUVhISlQ0WVRTSUVPVlBNTEYzNSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UODNMMzhFUVhISlQ0WVRTSUVPVlBNTEYzNSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UODNMMzhFUVhISlQ0WVRTSUVPVlBNTEYzNSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UODNMMzhFUVhISlQ0WVRTSUVPVlBNTEYzNSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UODNMMzhFUVhISlQ0WVRTSUVPVlBNTEYzNSQlQCN0PWcu


臨時休校中の課題➃ 新１年（普通ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/18（月）正午）※現在、一度〆切日を過ぎた課題にも再挑戦できます。 

 

２

時

間

目 

(1)教科書 P62～P65、P80～81②をよく

読む 

(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P20～P21 を書き込んで解く 

(3)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境下で右欄の U R L をクリック
または Q R コードの読み取りを行い、

web 上に用意された課題を、回答期限ま

でに回答・送信する（期限 5/18(月)12:00） 

you tube で本時課題テーマ

「共有結合」「電子式」「構造
式と原子価」を検索すると学

習の補填ができる映像を視聴

できるかもしれないので、お試
しください。 

https://forms.office.c

om/Pages/ResponseP

age.aspx?id=IpygVJP
VSkS1vBluMOSdTNb

GTvU0H4pLtx1VjafaK

t9UNEdCSEdGWTFLS
1NYUElWOTJKTk5aW

UlYQiQlQCN0PWcu 
 

 

 

⑥ 生物基礎（２時間分） 
（課題・提出）以下の URL にアクセスするか、QRコードを読み取り、 

質問に答えて最後に必ず送信して下さい。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1v

BluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOThLVUg3VFpPQ0M4QUZOMlUwT

ThGUFJXSi4u 

 

 

⑦ 保健（１時間分） 
（課題）教科書ｐ12～14 ノートｐ６～８ 
（提出）  上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして 

      問題を解いてください。また１回目と２回目も含め回答した内容はノートに書き込むこ

と（学校再開後にチェック予定）最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS

1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3-YJP3JxBFUQTg3Tzg2ODJTUFQ2UUozM

Vc1TTdPSkxaTi4u 

 

 
 
 

⑧ 体育（３時間分） 
（課題）ラジオ体操第一を覚える。 

（提出）学校再開後にテストを予定しています。 
 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UNEdCSEdGWTFLS1NYUElWOTJKTk5aWUlYQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UNEdCSEdGWTFLS1NYUElWOTJKTk5aWUlYQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UNEdCSEdGWTFLS1NYUElWOTJKTk5aWUlYQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UNEdCSEdGWTFLS1NYUElWOTJKTk5aWUlYQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UNEdCSEdGWTFLS1NYUElWOTJKTk5aWUlYQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UNEdCSEdGWTFLS1NYUElWOTJKTk5aWUlYQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UNEdCSEdGWTFLS1NYUElWOTJKTk5aWUlYQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNbGTvU0H4pLtx1VjafaKt9UNEdCSEdGWTFLS1NYUElWOTJKTk5aWUlYQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOThLVUg3VFpPQ0M4QUZOMlUwTThGUFJXSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOThLVUg3VFpPQ0M4QUZOMlUwTThGUFJXSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOThLVUg3VFpPQ0M4QUZOMlUwTThGUFJXSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3-YJP3JxBFUQTg3Tzg2ODJTUFQ2UUozMVc1TTdPSkxaTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3-YJP3JxBFUQTg3Tzg2ODJTUFQ2UUozMVc1TTdPSkxaTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3-YJP3JxBFUQTg3Tzg2ODJTUFQ2UUozMVc1TTdPSkxaTi4u


臨時休校中の課題➃ 新１年（普通ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/18（月）正午）※現在、一度〆切日を過ぎた課題にも再挑戦できます。 

 

⑨ コミュニケーション英語Ⅰ（３時間分） 
（課題）Lesson1＆Lesson2 のまとめ                         (5/11mon 貼り付け済み) 

（提出）  上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして 

      問題を解いてください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 

 

Lesson 単元 URL QRコード 

Lesson 1

＆ 
Lesson 2

のまとめ  

Lesson 1 

（まとめ） 

https://forms.office.com/Pages/Respons

ePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGdZ

xx6kaAFCsqGNsV5MsrFUMTVKTFJVWTlSQjc5NV

BPWUNLVEVSWFhJMi4u  

 

Lesson 2 

（まとめ） 

https://forms.office.com/Pages/Respons

ePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFiy

P0rt1BJMkXK1uUL2xzFURE9ETzE3T1k4WDdUWV

UwTkpGUzRYN0RURy4u  

 

Lesson 1＆

Lesson 2 

（まとめ） 

https://forms.office.com/Pages/Respons

ePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGdZ

xx6kaAFCsqGNsV5MsrFUNDhERjk0QURFT0UyVz

hVNEJYWVo1NVBHMi4u  

 
 

Vocabu-

lary 

Quiz 

基本的な 

単語です。 

さぁ、 

やって 

みよう！ 

https://forms.office.com/Pages/Respons

ePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGdZ

xx6kaAFCsqGNsV5MsrFUQ1cxSUhINlpBWDhGOD

FKRFhKODRWM05UMC4u 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGdZxx6kaAFCsqGNsV5MsrFUMTVKTFJVWTlSQjc5NVBPWUNLVEVSWFhJMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGdZxx6kaAFCsqGNsV5MsrFUMTVKTFJVWTlSQjc5NVBPWUNLVEVSWFhJMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGdZxx6kaAFCsqGNsV5MsrFUMTVKTFJVWTlSQjc5NVBPWUNLVEVSWFhJMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGdZxx6kaAFCsqGNsV5MsrFUMTVKTFJVWTlSQjc5NVBPWUNLVEVSWFhJMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFiyP0rt1BJMkXK1uUL2xzFURE9ETzE3T1k4WDdUWVUwTkpGUzRYN0RURy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFiyP0rt1BJMkXK1uUL2xzFURE9ETzE3T1k4WDdUWVUwTkpGUzRYN0RURy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFiyP0rt1BJMkXK1uUL2xzFURE9ETzE3T1k4WDdUWVUwTkpGUzRYN0RURy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFiyP0rt1BJMkXK1uUL2xzFURE9ETzE3T1k4WDdUWVUwTkpGUzRYN0RURy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGdZxx6kaAFCsqGNsV5MsrFUNDhERjk0QURFT0UyVzhVNEJYWVo1NVBHMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGdZxx6kaAFCsqGNsV5MsrFUNDhERjk0QURFT0UyVzhVNEJYWVo1NVBHMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGdZxx6kaAFCsqGNsV5MsrFUNDhERjk0QURFT0UyVzhVNEJYWVo1NVBHMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGdZxx6kaAFCsqGNsV5MsrFUNDhERjk0QURFT0UyVzhVNEJYWVo1NVBHMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGdZxx6kaAFCsqGNsV5MsrFUQ1cxSUhINlpBWDhGODFKRFhKODRWM05UMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGdZxx6kaAFCsqGNsV5MsrFUQ1cxSUhINlpBWDhGODFKRFhKODRWM05UMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGdZxx6kaAFCsqGNsV5MsrFUQ1cxSUhINlpBWDhGODFKRFhKODRWM05UMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTGdZxx6kaAFCsqGNsV5MsrFUQ1cxSUhINlpBWDhGODFKRFhKODRWM05UMC4u


臨時休校中の課題➃ 新１年（普通ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/18（月）正午）※現在、一度〆切日を過ぎた課題にも再挑戦できます。 

 

⑩ 社会と情報（２時間分） 
（課題）「事例でわかる 情報モラル ３０テーマ」の P１８〜２７をよく読み、以下の URL もしくは QR

コードから問題に答えなさい。 

（提出）上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして問題を

解いてください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSd
TBr4d61d8iJClXb4teM_6qlUNEwwQVJXUzFMOThQRlpFNllOSlFLMFY2Mi4u 
 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  

以下は、自己の選択している科目のみ課題に取り組んで下さい!! 
（⑪の 3 つの中から１つを選択することになります。） 

 

⑪ 芸術(音楽Ⅰ)（２時間分） 
今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

⑪ 芸術(美術Ⅰ)（２時間分） 
(課題) 教科書ｐ24～25『自己を描く』 

(提出) 上記の課題についてＵＲＬにアクセスするか右のＱＲコードを読み取り、回答を送信してくださ 

い。４コマ漫画は授業再開時提出すること。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMO
SdTBXqNbrDY15Jtek2x6a5qa1UOUtBOTMzRU40UTlPQTZRWU1INFo4Qlo
wQS4u 

 

⑪ 芸術(書道Ⅰ)（２時間分） 
(課題) 教科書ｐ43～46｢蘭亭序｣を手本にしてＡ４～Ｂ４の用紙に鉛筆で書きなさい。文字は手本

をまねて同じ位の大きさで書くこと。手本下記の｢釈文｣を見てもわからない文字は書かなくて 
も良い。 

(提出) 上記の課題についてＵＲＬにアクセスするか右のＱＲコードを読み取り、取り組み後の自己評

価を送信すること。課題は授業再開時に提出すること。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygV

JPVSkS1vBluMOSdTBXqNbrDY15Jtek2x6a5qa1UOTRGVElYRjc

wSVNOVTlUOVM5NDIxRFdTQi4u 

 

 
↓ 以下にアンケートがあります。回答忘れないようにして下さい。↓ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTBr4d61d8iJClXb4teM_6qlUNEwwQVJXUzFMOThQRlpFNllOSlFLMFY2Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTBr4d61d8iJClXb4teM_6qlUNEwwQVJXUzFMOThQRlpFNllOSlFLMFY2Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTBXqNbrDY15Jtek2x6a5qa1UOUtBOTMzRU40UTlPQTZRWU1INFo4QlowQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTBXqNbrDY15Jtek2x6a5qa1UOUtBOTMzRU40UTlPQTZRWU1INFo4QlowQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTBXqNbrDY15Jtek2x6a5qa1UOUtBOTMzRU40UTlPQTZRWU1INFo4QlowQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTBXqNbrDY15Jtek2x6a5qa1UOTRGVElYRjcwSVNOVTlUOVM5NDIxRFdTQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTBXqNbrDY15Jtek2x6a5qa1UOTRGVElYRjcwSVNOVTlUOVM5NDIxRFdTQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTBXqNbrDY15Jtek2x6a5qa1UOTRGVElYRjcwSVNOVTlUOVM5NDIxRFdTQi4u


臨時休校中の課題➃ 新１年（普通ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/18（月）正午）※現在、一度〆切日を過ぎた課題にも再挑戦できます。 

 

３回目！！みんな元気ですか？ 健康チェック（週に 1 回） 

～以下の URL または QR コードを読み取って答えて下さい～ 
前回までの健康チェックへのご協力ありがとうございました。 

「休校・・・いつまで続くのかな・・・」「生活リズムが乱れている・・・」  

など心配事や不安に思う生徒も増えてきていて心配しています。 

感染者が増えなければ今週は分散登校があります。心配事等があれば 

そのときにでも相談してくださいね。  

今回も学校再開のために必要な項目がありますので、必ず回答を 

お願いします！                                            保健室：宮城知恵 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFlQIm5XphtJnWkSv2

3CLbdUNVZGRlNIOENVS01YOEROSzFMOFU2OUJMNS4u 

 

 

 
第 2 回 家庭で利用可能な情報機器・通信環境に関するアンケート 

 

前回のアンケート協力ありがとうございました。 

休校期間中でも学習できる環境を整えるため、ICT を使った学習支援の取り組みが進んでいます。これ

を踏まえて、ご家庭でも新たに情報機器や通信設備などを新たに準備された方もいらっしゃるのではない

でしょうか。そこで、上記アンケートを定期的に行い、より正確な状況の把握に努めたいと考えています。よ

りよい学習環境づくりのために、ご協力をお願いします。 

※ 回答は一人 1 回のみです。 

※ 選択・入力ミスのないよう送信する前に一度、見直しをしてください。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBlu
MOSdTBr4d61d8iJClXb4teM_6qlURUJFRzVDQVdFNVZKTlI4VkFGT0FV
SUU4Wi4u 
 

 

 

 
以上で、今回の課題➃とアンケートは終了です。   大変お疲れ様でした♪ 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFlQIm5XphtJnWkSv23CLbdUNVZGRlNIOENVS01YOEROSzFMOFU2OUJMNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFlQIm5XphtJnWkSv23CLbdUNVZGRlNIOENVS01YOEROSzFMOFU2OUJMNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTBr4d61d8iJClXb4teM_6qlURUJFRzVDQVdFNVZKTlI4VkFGT0FVSUU4Wi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTBr4d61d8iJClXb4teM_6qlURUJFRzVDQVdFNVZKTlI4VkFGT0FVSUU4Wi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTBr4d61d8iJClXb4teM_6qlURUJFRzVDQVdFNVZKTlI4VkFGT0FVSUU4Wi4u

