
臨時休校中の課題④ 新３年（ｽﾎﾟｰﾂ健康ｺｰｽ） 
（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 現代文Ｂ（約２時間分） 
（課題） 現代文Ｂの教科書Ｐ１９６～Ｐ１９９『ひかりのどけき春の日に日本人と桜』の学習 

★ 全文を読む。読めない語句は、意味の分からない語句等は、各自で調べる。 

            ・各ページ下段の漢字・語句は必ず読みや意味を確認する。 

・Ｐ199 学習のポイントを考え漢字レベルアップは教科書に解答を書き込む。 

（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=IpygVJPVSkS1vB

luMOSdTAquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUQTFLSEE4UlpWNko3SEs3M09CNUh

KOVk4QS4u 

 
  

② 古典Ｂ（約２時間分） 
（課題）古典教科書ｐ２７０～２７１『不死之薬』（ふしのくすり）の学習 

① 書き下し文と現代語訳をノートやルーズリーフなどにまとめる。（インターネットなどで調べて

もよい。） 

② 語句の意味を確認する。（教科書脚注の確認。） 

③ P271・下段脚注「訓読で注意する字」で読み方を確認する。 

（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。（書き下し文・現代語訳は、登校時

に提出してださい。） 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBl

uMOSdTKKNAY46AT1EjRkVKZex_XNUMlJCWVZMMVA2UEk4VFAzNElXQk

MxUFMwTiQlQCN0PWcu 

 

②  数学Ⅱ（２時間分） 
（課題）教科書ｐ１６３～１６７、問題集ｐ１００～１０２ 

（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=IpygVJPVSkS1vBl

uMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNURDFaMUJPSFNNTFc1VkRLN0RBSjJX

R1RFMC4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUQTFLSEE4UlpWNko3SEs3M09CNUhKOVk4QS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUQTFLSEE4UlpWNko3SEs3M09CNUhKOVk4QS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUQTFLSEE4UlpWNko3SEs3M09CNUhKOVk4QS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKKNAY46AT1EjRkVKZex_XNUMlJCWVZMMVA2UEk4VFAzNElXQkMxUFMwTiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKKNAY46AT1EjRkVKZex_XNUMlJCWVZMMVA2UEk4VFAzNElXQkMxUFMwTiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKKNAY46AT1EjRkVKZex_XNUMlJCWVZMMVA2UEk4VFAzNElXQkMxUFMwTiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNURDFaMUJPSFNNTFc1VkRLN0RBSjJXR1RFMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNURDFaMUJPSFNNTFc1VkRLN0RBSjJXR1RFMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNURDFaMUJPSFNNTFc1VkRLN0RBSjJXR1RFMC4u


臨時休校中の課題④ 新３年（ｽﾎﾟｰﾂ健康ｺｰｽ） 
（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 コミュニケーション英語Ⅲ（４時間分） 

（課題）①教科書教科書 p.1４～1５、および WORKBOOK p.１２～1３に取り組む。 

②基礎力テストに向けた春休み期間中の課題『One Week Trial』に取り組む。 
（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 

Lesson5 

QUIZ ① 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id
=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBE
EtUMU5PSFRHUFdURVBKOE5BOFMyVTMyM0s
yUS4u 

 

QUIZ ② 

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

age.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6

bvKWA_BHnJAscXEXiLpUQ04xRkVOTkdCTl

YzOUMxR0ZOWEFVNERZNS4u  

One Week 

Trial 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPV
SkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUOVVTTFhEMkk2U
kI1VEJBSDdHRzNaVldSQy4u 

 

 

⑤ 家庭総合（休校中） 
（課題） 「ホームプロジェクト」に取り組み、結果等をまとめておく。 
（提出）  以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして回答してください。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

BluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxUMk5VQlZJRFFCOE9SV08yMEF

GQ0E4N1dVVi4u 

 

⑥ 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。 

 

⑦ ｽﾎﾟｰツⅢ（３時間分） 
  今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

⑧ ｽﾎﾟｰﾂ研究（１時間分） 
 今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUMU5PSFRHUFdURVBKOE5BOFMyVTMyM0syUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUMU5PSFRHUFdURVBKOE5BOFMyVTMyM0syUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUMU5PSFRHUFdURVBKOE5BOFMyVTMyM0syUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUMU5PSFRHUFdURVBKOE5BOFMyVTMyM0syUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpUQ04xRkVOTkdCTlYzOUMxR0ZOWEFVNERZNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpUQ04xRkVOTkdCTlYzOUMxR0ZOWEFVNERZNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpUQ04xRkVOTkdCTlYzOUMxR0ZOWEFVNERZNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpUQ04xRkVOTkdCTlYzOUMxR0ZOWEFVNERZNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUOVVTTFhEMkk2UkI1VEJBSDdHRzNaVldSQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUOVVTTFhEMkk2UkI1VEJBSDdHRzNaVldSQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUOVVTTFhEMkk2UkI1VEJBSDdHRzNaVldSQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxUMk5VQlZJRFFCOE9SV08yMEFGQ0E4N1dVVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxUMk5VQlZJRFFCOE9SV08yMEFGQ0E4N1dVVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxUMk5VQlZJRFFCOE9SV08yMEFGQ0E4N1dVVi4u


臨時休校中の課題④ 新３年（ｽﾎﾟｰﾂ健康ｺｰｽ） 
（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。 

 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 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!! 

（⑨から１つ、⑩から１つ、⑪から１つになります。＊が付いている科目 

は⑩と⑪の内容は同じです。どちらかで１回取り組んで下さい。） 

⑨ 日本史Ｂ（約４時間分） 
（課題）教科書 28～29 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=IpygVJPVSkS1vBlu

MOSdTNI-gSOpbTxPsI-x5E7fS1dUOVFZM0VWTFpES0hQUllENEgxWkZMVE

dHQS4u 

 
 

⑨ 地理 B（約２時間分） 
（課題）地図帳ｐ７３～７４ 

（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=IpygVJPVSkS1vBl

uMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVUMkY5N1dWT0pUQU1ONjdaSzhHMFB

YOUNJVy4u 
 
 

⑩ 自選Ⅰ（国語表現）（約２時間分） 
今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

⑩ 自選Ⅰ（実践数学）（約２時間分） 
（課題）「数Ⅰ」の教科書を参考に復習して下さい。 
（提出） 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=IpygVJPVSkS1vBl

uMOSdTMfSg7wU-5VAiJeGvHr4yW5UNERQRVRGMjBLN1lNRktBNVUzSExL

NlRMVy4u 

 

⑩ 自選Ⅰ（音楽Ⅲ）（約２時間分） 
今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

⑩ 自選Ⅰ（美術Ⅲ）（約２時間分） 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNI-gSOpbTxPsI-x5E7fS1dUOVFZM0VWTFpES0hQUllENEgxWkZMVEdHQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNI-gSOpbTxPsI-x5E7fS1dUOVFZM0VWTFpES0hQUllENEgxWkZMVEdHQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNI-gSOpbTxPsI-x5E7fS1dUOVFZM0VWTFpES0hQUllENEgxWkZMVEdHQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVUMkY5N1dWT0pUQU1ONjdaSzhHMFBYOUNJVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVUMkY5N1dWT0pUQU1ONjdaSzhHMFBYOUNJVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVUMkY5N1dWT0pUQU1ONjdaSzhHMFBYOUNJVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMfSg7wU-5VAiJeGvHr4yW5UNERQRVRGMjBLN1lNRktBNVUzSExLNlRMVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMfSg7wU-5VAiJeGvHr4yW5UNERQRVRGMjBLN1lNRktBNVUzSExLNlRMVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMfSg7wU-5VAiJeGvHr4yW5UNERQRVRGMjBLN1lNRktBNVUzSExLNlRMVy4u


臨時休校中の課題④ 新３年（ｽﾎﾟｰﾂ健康ｺｰｽ） 
（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。 

 

今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

⑩ 自選Ⅰ（書道 A）（約２時間分） 
今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

⑩* 自選Ⅰ（中国語Ⅰ）（約２時間分） 
（課題）① 教科書を読む 

教科書の「はじめに」ページの「主な登場人物」 

教科書 P2 第１課 先生、こんにちは。 

② 教科書付属 CD を聴く（5 回繰り返す） 

 CD student02、03 
 （提出） 次のＵＲＬにアクセスし、ノートに問題をといて、学校再開時に提出すること。 

      （http://www.ginowan-h.open.ed.jp/kadai4%28tyuugokugo%29.pdf） 

 

⑩ 自選Ⅰ（実用調理）（約２時間分） 
今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

⑩ 自選Ⅰ（表現メディアの編集と表現）（約２時間分） 
今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

⑩*自選Ⅰ（沖縄の歴史）（約２時間分） 
（課題）ネットで調べよう 
（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

SkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURFFPOFNVMkM1QkF

FNkdTSkpXRjhFN1c0SC4u 

 

⑪*自選Ⅱ（沖縄の歴史）（約２時間分） 
（課題）ネットで調べよう 
（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=IpygVJP

VSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURFFPOFNVMkM1Q

kFFNkdTSkpXRjhFN1c0SC4u 

http://www.ginowan-h.open.ed.jp/kadai4%28tyuugokugo%29.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURFFPOFNVMkM1QkFFNkdTSkpXRjhFN1c0SC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURFFPOFNVMkM1QkFFNkdTSkpXRjhFN1c0SC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURFFPOFNVMkM1QkFFNkdTSkpXRjhFN1c0SC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURFFPOFNVMkM1QkFFNkdTSkpXRjhFN1c0SC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURFFPOFNVMkM1QkFFNkdTSkpXRjhFN1c0SC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURFFPOFNVMkM1QkFFNkdTSkpXRjhFN1c0SC4u


臨時休校中の課題④ 新３年（ｽﾎﾟｰﾂ健康ｺｰｽ） 
（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。 

 

 
 

⑪ 自選Ⅱ（数学 B）（約２時間分） 
（課題）教科書ｐ14 問 11～ｐ15 問 14 の問題をノートに写して解いてください。 

（提出）上記課題終了後、以下 URL にアクセスするか、QR コードを読み取り自己評価等を

送信してください。 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJP

VSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBURTdWSkI0MzVaT

DlOUkRSSlFJU0RHNUowRi4u 

※ 前回の課題（問１～問 10）の解答も PDF ファイルで貼り付けて 

いますの再度確認してください。 
http://www.ginowan-h.open.ed.jp/200427_3-56_mathb_kaitou.pdf 

 

⑪ 自選Ⅱ（生物総合）（約２時間分） 
 

課
題
内
容 

①問題集「看護系受験問題集生物基礎＋生物」のｐ６～７の空欄［１］～［１６］に

直接答えを記入する。 

②以下のＵＲＬにアクセスするか、QR コードを読み取り、ｐ５の問６、ｐ８の問７、問８

の問題を見ながら、以下に問題の解答だけを入力。解答する場合は解答例に従っ

てください。採点がきれいに行えません。最後に送信ボタンを必ず押して提出する

こと。 

 

Ｕ
Ｒ
Ｌ 

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

SkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOUdRRzNLRjI3WFIz

SFFDNThJMFBHOFlVQy4u 

 

⑪ 自選Ⅱ（郷土の音楽）（約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 自選Ⅱ（沖縄の美術工芸）（約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*自選Ⅱ（中国語Ⅰ）（約２時間分） 
（課題）① 教科書を読む 

教科書の「はじめに」ページの「主な登場人物」 

教科書 P2 第１課 先生、こんにちは。 

② 教科書付属 CD を聴く（5 回繰り返す） 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBURTdWSkI0MzVaTDlOUkRSSlFJU0RHNUowRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBURTdWSkI0MzVaTDlOUkRSSlFJU0RHNUowRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBURTdWSkI0MzVaTDlOUkRSSlFJU0RHNUowRi4u
http://www.ginowan-h.open.ed.jp/200427_3-56_mathb_kaitou.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOUdRRzNLRjI3WFIzSFFDNThJMFBHOFlVQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOUdRRzNLRjI3WFIzSFFDNThJMFBHOFlVQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOUdRRzNLRjI3WFIzSFFDNThJMFBHOFlVQy4u


臨時休校中の課題④ 新３年（ｽﾎﾟｰﾂ健康ｺｰｽ） 
（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。 

 

 CD student02、03 
 （提出） 次のＵＲＬにアクセスし、ノートに問題をといて、学校再開時に提出すること。 
      （http://www.ginowan-h.open.ed.jp/kadai4%28tyuugokugo%29.pdf） 

⑪ 自選Ⅱ（子どもの発達と保育）（約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 自選Ⅱ（手芸）（約２時間分） 
今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

 

  

↓ 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。↓ 

http://www.ginowan-h.open.ed.jp/kadai4%28tyuugokugo%29.pdf


臨時休校中の課題④ 新３年（ｽﾎﾟｰﾂ健康ｺｰｽ） 
（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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFlQIm5XphtJnWkSv23C

LbdUNVZGRlNIOENVS01YOEROSzFMOFU2OUJMNS4u 

 

 

 
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=IpygVJPVSkS1vBluM
OSdTBr4d61d8iJClXb4teM_6qlURUJFRzVDQVdFNVZKTlI4VkFGT0FVSU
U4Wi4u 
 

 

以上で、今回の課題④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

