
４月２２日ＡＭメールの質問事項の回答について

グループ 質問3回答 質問3自由入力 回答 回答者
２年１組 □ 芸術・体

育・家庭・情
報

プリントの空欄の内容が教科書に載って
いない

保健の先生からの回答待ちです。

２年１組 □ 芸術・体
育・家庭・情
報

保健のプリントの答えがわかりません 保健の先生からの回答待ちです。

２年１組 □ 芸術・体
育・家庭・情
報

保健の穴埋めに何が入るのか分からん
とこがある

保健の先生からの回答待ちです。

２年１組 □ 地歴・公
民

世界史の勉強しなくていいのか 地歴はまずＢ科目から学習を進めてください。 吉田

２年１組 □ 英語 授業がないと文法が厳しい 下に別途回答 西村

２年１組 □ 数学 教科書を読んでも分からない 動画をいくつかあげました。活用してくださ
い。

髙野

２年１組 □ 数学 量 人によって、学習時間の差や教科バランスがあ
るので、一概には設定が難しいです。教科書の
例、練習問題は確実にできるように練習を進め
てください。

髙野

２年１組 □ 芸術・体
育・家庭・情
報

保健のプリントが教科書に載ってないも
のが多い

保健の先生からの回答待ちです。

２年２組 □ 数学 教科書の説明で理解できないところがあ
る

授業動画を活用してください。 髙野

２年２組 □ 数学 難しい 授業動画を活用してください。 髙野

２年２組 □ 国語 古典のプリントに時間がかかってなかな
か進みません。

じっくりやるしかないですが、質問したいとこ
ろをピックアップしておいてください。

宇野

２年２組 □ 数学 わからない時に質問できない
あまり理解しないまま問題を解いている
ので力になってる気がしない

あとで聞けるように、聞きたいことをまとめて
おいてください。授業動画もアップしたので活
用してください。

髙野

２年２組 □ 国語 宇野講座で現代文の「見る」のプリントは
「現代文読解基礎ドリル」のプリントを貼っ
たものと同じ演習ノートに貼ればいいの
ですか？それともわけた方がいいです
か？

分けたほうがいいです。 宇野

２年２組 □ 英語 文法を自力で勉強するのは難しいです。 下に別途回答 西村

２年２組 □ 英語 量が多い 下に別途回答 西村

２年２組 □ 数学 数学の模試の問題がどうしても分からな
いから質問したい

後で聞けるように、要点をまとめておいてくだ
さい。青チャートの動画も参考にしてくださ
い。

髙野

２年２組 □ 英語 ほかに国語。とくに古典が読解できなくて
全然なる気になれない。現代文も自分で
考えて書く長文とかが無理。
それと英語は、なんとか150のほうで苦戦
してて、とくに長文読解のほう。全然和訳
できないし、けど単語力がないんやろ
なぁって思ったり、
ってことでずっと数学しかしてない

下に別途回答 西村

２年２組 □ 英語 集中力が続かない 下に別途回答 西村

２年２組 □ 数学 数Bベクトルのところ 動画をアップしました。 髙野

２年２組 □ 数学 数Bがよく分からない 動画をアップしました。 髙野

２年２組 □ 数学 やる気が起きない 時間を決めて、やる仕組み作りを構築しましょ
う。

髙野

２年３組 □ 数学 わからないです 動画を活用してください。 髙野

２年３組 □ 英語 英作文の時や、日本語訳をする時の文
法がわからない。

下に別途回答 西村

２年３組 □ 数学 困っているというかすごい大変です。改め
て授業を受けれるってありがたいことなん
だなって日に日に感じます。

うれしい言葉ですね。授業が再開できたときに
より良い授業が展開できるように準備していき
ます。

髙野

２年３組 □ 英語 教科書を読むだけでは理解できないこと 下に別途回答 西村
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２年３組 □ 地歴・公
民

1年の時とはまったく新しい教科なので、
どのようにして行けばいいのか分かりま
せん。(化学も含みます)
また出来れば、ですけど世界史や数学以
外の教科も映像授業をあげてほしいで
す。

これからアップしていきますので、活用してく
ださい。

髙野

２年３組 □ 理科 化学のプリントの答えがあってほしかっ
た。合ってるか間違ってるかわからない
状態やから丸つけしたい。

化学の先生からの回答待ちです。

２年３組 □ 英語 解説が薄くて理解が浅い 下に別途回答 西村

２年３組 □ 理科 化学の中和反応 化学の先生からの回答待ちです。

２年３組 □ 数学 先生方の投稿されている授業のなかで
数学Bの理数数学は数学Bをとっている
なら見るべきでしょうか？
プリント（課題）の範囲外なのでわからな
いです

見れるように投稿してあります。ぜひ活用して
ください。

髙野

２年３組 □ 理科 物理 動画作成中です。しばらくお待ちください。 金城

２年３組 □ 数学 計算式が書いてない練習問題のやり方
が何回やっても分からない

動画を活用してください。 髙野

２年３組 □ 国語 出されたプリントは全て提出ですか？ すべて提出できるように準備しておいてくださ
い。

宇野

２年３組 □ 理科 数学の考え方と英語の理解の仕方と物
理の問題とかでの公式の使い方が分か
らない

英語はなぜそうなるかわかった上で問題が解けた
らOKです。

西村

２年３組 □ 英語 問題を解いたり答え見て理解するのに時
間がかかってしまう

下に別途回答 西村

２年３組 □ 数学 円 動画を活用してください。 髙野

２年４組 □ 数学 理解するのが難しい 動画を活用してください。 髙野

２年４組 □ 英語 問題集の内容がわからないので問題が
分からず、やる気が出ないし、宿題が進
まない。

下に別途回答 西村

２年４組 □ 数学 理解するのに時間がかかる 動画を活用してください。 髙野

２年４組 □ 英語 説明を読んでも、あまり理解出来てない
のか、問題をいっぱい間違えてしまいま
す

下に別途回答 西村

２年４組 □ 英語 文法の使い方などがはっきりと分かりま
せん。このままだと授業が再開した時に
周りに大きく遅れを取ってしまいそうで不
安です。

下に別途回答 西村

２年４組 □ 国語 課題のやり方が具体的に書かれていな
い。

質問したいところをピックアップしておいてく
ださい。

宇野

２年４組 □ 英語 分からない文法がある。 下に別途回答 西村

２年４組 □ 英語 コツコツ勉強していても、文法や単語が
覚えられないので困ってます。

下に別途回答 西村

２年４組 □ 数学 予習なんて普段やらないので
とても難しい

授業動画を参考にしてください。 髙野

２年５組 □ 数学 自分が正しく理解出来てるのか不安。 学校が再開されれば、フォローします。一通り
学習する内容を自学してみましょう。動画も活
用してください。

髙野

２年５組 □ 理科 調べても出てこない 動画作成中です。しばらくお待ちください。 金城

２年５組 □ 国語 現代文のノートって2冊に分けた方がいい
ですか？

分けたほうがいいです。 宇野

２年５組 □ 理科 数学・物理は難しくてなかなか進まないで
す

授業動画を参考にしてください。 髙野

２年５組 □ 理科 剛体【モーメント】というところがよく理解
出来ていないです。

授業動画を作成中です。しばらくお待ちくださ
い。

金城
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２年５組 □ 国語 先生に質問です。
国語→新成古典はやり直しまでやってと
書いてありますがどの部分をやり直せば
いいのでしょうか？また、答えが載ってい
ないところや問題の傍線部が引かれてお
らず答えるところがわからない問題があ
るのですがそこはどうすればよいです
か？
社会→文系で日本史メインで取っている
のですがその場合も世界史メインの人と
同じように動画をみて世界史の授業を受
けノートをとればのよいですか？

問題にいくつか間違いがありました。同封の解
答プリントを見て、直してください。次の郵送
の機会に新成古典の現物を渡せる予定です。
世界史AとBは科目が違うので、今は見なくて大
丈夫です。日本史の学習を進めてください。

宇野
吉田

２年５組 □ 数学 あまり理解できてないところがある 授業動画を活用してください。 髙野

２年５組 □ 国語 現代文の記述など、解説なしで理解する
のが少し時間がかかること。

質問したいところをピックアップしておいてく
ださい。

宇野

２年５組 □ 理科 物理 授業動画を作成中です。しばらくお待ちくださ
い。

金城

２年５組 □ 英語 動画が見れないです 下に別途回答 西村

２年５組 □ 理科 教科書を読む以外に何をしたらいいかわ
からない

問題集で演習しよう。授業動画を作成中です。
しばらくお待ちください。

金城

２年６組 □ 数学 説明してもらいたいとこが何個かあっても
聞けないから

チェックしておいて後で質問できるようにして
おいてください。

髙野

２年６組 □ 芸術・体
育・家庭・情
報

保健
カッコのところが全部埋まらない

保健の先生からの回答待ちです。

２年６組 □ 数学 新しく学ぶとこで所々分からないとこがあ
るところです

授業動画を活用してください。 髙野

２年６組 □ 数学 難しい 授業動画を活用してください。 髙野

２年６組 □ 数学 授業でいつものように理解することがで
きない

授業動画を活用してください。 髙野

２年６組 □ 国語 むずかしい 質問したいところをピックアップしておいてく
ださい。

宇野

２年６組 □ 芸術・体
育・家庭・情
報

保健のプリント教科書に書いてない空欄
多いです。

保健の先生からの回答待ちです。

２年６組 □ 芸術・体
育・家庭・情
報

保健のプリントです。教科書に載ってない
とこがと見受けられます(^^;;

保健の先生からの回答待ちです。

２年６組 □ 英語 物理 下に別途回答 西村

２年６組 □ 芸術・体
育・家庭・情
報

そもそもまだ課題手つけてない 生活リズムが崩れないように、学校があるとき
と同じように生活をしよう。

髙野

英語 英語 ①文法がわからない
②量が多い、集中力が続かない
③単語がわからない、覚えられない

①今回の課題の範囲はそれぞれの細かいルール
が中心なので、参考書の例文と説明をしっかり
読みながら問題に取り組んでみてください。構
文１５０も左ページの解説で足りないのなら、
DUALに載っています。今回の範囲なら、不定
詞・接続詞・代名詞が参考になります。特に丸
付け後の見直しが大事ですよ。
②そんなに多く出したつもりはないのです
が・・・一度に一気にやってしまおうとしてい
ませんか。本当は授業と同じ５０分間は集中で
きたらいいのですが、一人だとそうもいかない
と思うので、３０分くらいか、取り組む量を決
めてメリハリをつけましょう。
③語彙力、記憶速度はひとそれぞれです。今だ
けのことではないと思いますので、根気よく繰
り返し取り組みましょう。また、テストではな
いので、辞書や参考書を使いながらやったらよ
いのですよ。
どうしても困ったことがあったら、次の月曜日
に学校に電話してください。

西村


