
教科 内容 提出日 5/25（月）に配布する物 今後youtube掲載予定

国語

◇「漢字練習ノート」Ｐ１４～２１の範囲で漢字練習を行う。
（左側の練習問題にﾁｬﾚﾝｼﾞし、書けなかった漢字はノートの後ろ等うを
使って練習する。）
◆「国語のワーク」P4～10・12に取り組む。（『握手』）　※P11は授業の
中で行う予定です。

学校再開後最初
の授業（漢字練
習ノート）

未定です。

数学 ・よくわかる数学の学習③　　P.22～P.31まで ・学校再開日 ○

英語

①プリント２枚
②エイゴラボ p.16-p.23
　※Unit 0～Unit 2までの音声は
  「東京書籍 New Horizen 音声教材」のサンプル音源はこちら
　から聞くことができます。活用してください。
　※また東京書籍のHPには授業動画もあるので、こちらも活用して
くださいね。
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020054243.htm

「単語の意味調
べ」と「英語ラボ」
のみ学校再開日

プリント２枚

・Unit 1の文法説明の映像
①受動態　②受動態の疑問文
③第５文型のmake
Let's study English with Stuart！

社会 ◇３月から５月までの課題を最後までしかっりと仕上げましょう。 ・学校再開日 ×

理科 ・理科の完全学習（Ｐ・2～43）
　※別冊ノートにやって提出する。（丸つけ、間違い直しもすること）

・学校再開後最
初の授業（完全
学習）

5/11（月）に配布済み 未定

音楽 『僕らの奇跡』を歌っておきましょう（動画配信しています） ありません あり

保健体育

・保健課題ワークシート　4-7
・「運動取組カード」※5月26日～取り組んでください。
取り組んだ運動を○で囲みましょう！安全を考慮した上で、できる範囲
で運動に取り組みましょう！

6月1日
・保健課題ワークシート　4-7
・「運動取組カード」

・保健授業解説
・新体力テストのポイント

技術 プリント５、６ 学校再開日 プリント２枚

５月第５週（5/25～）　学習課題等一覧



What Makes You Beautiful  by One Direction 

          Class       No.     Name                      

You're insecure, Don't know what for,  

You're turning heads when you walk through the door,  

Don't need make-up, to cover up,  

Being the way that you are is enough  

*Everyone else in the room can see it,  

Everyone else but you  

Baby you light up my world like nobody else,  

The way that you flip your hair gets me overwhelmed, 

But when you smile at the ground it ain't hard to tell, 

You don't know, oh oh,  

You don't know you're beautiful, 

If only you saw what I can see,  

You'll understand why I want you so desperately,  

Right now I'm looking at you and I can't believe,  

You don't know, oh oh,  

You don't know you're beautiful, oh oh,  

That's what makes you beautiful  

So come on, you got it wrong,  

To prove I'm right, I put it in a song, 

I don't know why, you're being shy,  

And turn away when I look into your eyes  

*Repeat 

Baby you light up my world like nobody else,  

The way that you flip your hair gets me overwhelmed, 

But when you smile at the ground it ain't hard to tell,  

You don't know, oh oh,  

You don't know you're beautiful  

Baby you light up my world like nobody else,  

The way that you flip your hair gets me overwhelmed,  

But when you smile at the ground it ain't hard to tell,  

You don't know, oh oh,  

You don't know you're beautiful, 

If only you saw what I can see,  

You'll understand why I want you so desperately,  

Right now I'm looking at you and I can't believe,  

You don't know, oh oh,  

You don't know you're beautiful, oh oh, 

You don't know you're beautiful, oh oh,  

That's what makes you beautiful  

君は自信がない なんでなのか分からない 

君がドアを通りながら振り返ってる 

隠すためのメイクはいらない  

素顔の君で十分 

*この部屋の皆がそれをわかってる 

君以外のみんな 

君だけが僕の世界を輝かせてる 

君の髪をかきあげる仕草に打ちのめされる 

でも地面に微笑んでたら、伝えたくなるんだ 

君はわかってない  

自分の美しさに気づいてない  

僕に見えるものが君にわかりさえすれば 

なんでこんな猛烈に君が欲しいかわかるよ 

今まさに君を見つめてる 信じられない 

君はわかってない 

自分の美しさに気づいてない 

それが君をより美しくする 

きて 君はわかってなかった 

僕が正しいって示すために、歌に込めたんだ 

なんで君がシャイでいるのかわからない 

君の瞳を見つめると顔をそむけちゃう 

 

君だけが僕の世界を輝かせてる 

君の髪をかきあげる仕草に打ちのめされる 

でも地面に微笑んでたら、伝えたくなるんだ 

君はわかってない 

自分の美しさに気づいてない 

君だけが僕の世界を輝かせてる 

君の髪をかきあげる仕草に打ちのめされる 

でも地面に微笑んでたら、伝えたくなるんだ 

君はわかってない 

自分の美しさに気づいてない 

僕に見えるものが君にわかりさえすれば 

なんでこんな猛烈に君が欲しいかわかるよ 

今まさに君を見つめてる 信じられない 

君はわかってない 

自分の美しさに気づいてない 

自分の美しさに気づいてない 

それが君をより美しくする 

 

 

 

 

 



第５文型の make           Class   No.   Name                       

※一般動詞の make は後ろに「目的語（名詞や代名詞）」＋補語（形容詞や名詞）」が来ると、 

「～を…の状態にする」という意味となります。 

去年、英語の長い名前のニックネームを学習したときの call と同じ使い方をします。下の例文の

ように、「目的語＝補語」が成立しています。ただ make は補語として、形容詞と名詞のどちらも

使うことができます。実はこの構文、似たプリントでみなさんはすでに学習しているのです。 

やっと教科書に make が登場したということです。 

Let’s Review! 去年学習した問題です。覚えていますか？ 答えは裏面にあります。 

First name Michael Jonathan William Elizabeth Catherine Christine 

Nickname       

 

同じ用法の動詞… name（～を…と名付ける）/ make（～を…にする） 

Who named you             ?  あなたを～と名付けたのは誰ですか？ 

                            named  me                     . 

What makes you happy? あなたを幸せにするのは何ですか？ 

                            makes  me  happy. 

                  makes  you  tired. 疲れさせるのは？ 

                            makes  you  worried. 心配にさせるのは？ 

                            makes  you  strong.  強気にさせるのは？ 

 

（ * * ）最後に One Direction の What Makes You Beautiful もこの構文です。 

歌詞の中に、何個あるか探してみしょう？ 

This idea  makes  me  happy.   この考えは私を幸せにする。 

                目的語 ＝ 補語 

We  call  Thomason  Tom.       私達はトマソンをトムと呼んでいる。 

          目的語 ＝  補語 



 

First name Michael Jonathan William Elizabeth Catherine Christine 

Nickname 
Mike 
Micky 

John 
Will 
Willy 
Bill 

Beth 
Liz 

Cathy 
Kathy 

Chris 
Christy 

 

Who named you  Ichiro  ?         あなたを「一郎」と名付けたのは誰ですか？ 

解答例    My parents    named  me    Ichiro  .  両親が私を一郎と名付けた。 

What makes you happy? あなたを幸せにするのは何ですか？ 

解答例  Watching movies   makes  me  happy.  映画を見ると私は幸せになる。 

 Studying    makes  you  tired.        勉強が私を疲れさせる。 

  Entrance exams    make  you  worried.  入試があなたを不安にさせる。 

  Studying hard    makes  you  strong.     努力があなたを強くする。 







５ 情報ｾｷｭﾘﾃｨｰ技術
年 組 番 氏名

１ 情報セキュリティーとは何ですか。

２ 認証システムを３つかきなさい。

( ) ( ) ( )

３ 次の文の( )に当てはまる語句をかきなさい。

①ﾌｧｲｱｳｫｰﾙとは外部との通信を( )で制限し、内

部のコンピュータネットワークの( )を維持します。

また、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｳｲﾙｽに感染しないように( )

対策ソフトウエアをインストールすることが大切です。

②ﾃｷｽﾄ中のキーワードや怪しいアドレスなどの特徴を識別し

問題のあるメールや Web ページなどを制限することを

( )といいます。これを行うことによって被害に

遭う可能性を少なくできますが、入手できる情報が( )

なってしまいます。

③インターネット経由で利用する銀行サービスなどでは氏名や

( )､口座番号や( )番号など重要な個

人情報を扱うため、情報を( )して送信し、他人に

情報を読み取られないようにして安全対策をとっています。

④重要なデータやシステムが無くなったり( )たりした場

合に備えて、コピーしたデータを( )したり、( )

のシステムを用意したりすることを( )といい

ます。



６ 情報の安全利用
年 組 番 氏名

１ 情報モラルとは何ですか。

２ インターネットの特性と情報モラル

○ｲﾝﾀｰﾈｯﾄは、( )の人が見ています。他人も

見ているということを( )して情報を発信しましょう。

３ 情報機器の特性と情報モラル

○情報端末は写真撮ができるなど便利ですが､盗撮し

( )を侵害する人がいます。人物を撮影する場合

には必ず本人に( )をとりましょう。

４ ディジタル化された情報の特性と情報モラル

○ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ化された情報は、複製しても品質が( )しない

で加工でき大変便利ですが、その特性が悪用されることもあ

ります。そのため社会全体の( )に対する意識の向

上が求められています。

○ﾚﾎﾟｰﾄなどを書く際ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで調べることがあると思います

が、その文章や写真も､創造性があれば( )です。利

用や転載をするときには、( )に定められた使い

方に注意して利用しましょう。

５ 知的財産権

○人間の知的な創造活動や( )から生み出された成果に

は､( )という権利が認められています。知的

財産権には著作物に関わる( )と、発明などに関わ

る( )という２つの権利があります。



３年保健（１／１０（金）） 
７．飲酒の害と健康（ｐ．１２４～） 
 お酒を飲むと、人はどのような状態になるでしょうか？ 
 
 

 

 

１ 急性的な影響 

 酒の主成分は、           

 ➜         で吸収 ➜ 血液 ➜      

 ➜ 脳（        ・        ・               ） 

➜ 転落・交通事故・暴力などの危険 

短時間に多量の飲酒 

                               

２ 常習的な飲酒の影響 

  ・     や    などの器官に悪影響 

         ↓ 
   日常生活に支障をきたし、 

精神に障害がおよぶことも・・・ 

３ 未成年者への影響 

  ①大人より      を受けやすい！ 

  ②      になりやすい！ 

 

 

 

 
 
 
 
 

未成年の飲酒は、 

 

               法 



○未成年はなぜお酒を飲むのか・・・ 

 自分の意見 

 

 
 班員の意見 

 

 

 

 

 

○私たちならこう伝える！ 

 

 

□本時のまとめ 
 

 

 

 

 

 

３年  組  番 氏名 
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