
地球で一番大きい動物は 
何でしょうか？ 

５／１３英語科伊藤からの課題（答えを言ってください。正解は明日、掲載予定です。） 

 １日目  



答えは、こちらです↓ 

２年生へ ２年生の配布されたワーク「エイゴラボ②」P１４４にあります。 

３年生へ 「地球で一番大きい動物は何でしょうか」と英語で書けますか？ 

     書けない人は、２年生の復習が不十分です。ラインズｅライブラリで確認。 

１年生へ 英語学習には、英語の知識以外も役立ちます。日々勉強です。 

                                                      
また明日！ 

 ２日目  



課題「天使にラブ・ソングを…」 
視聴 

 ３日目  

本日、テレビで放映されます。 

感染拡大を防止するため、再開後も予防策を考えていく必要があります。 

英語の授業でも、元気よく歌を歌うこともできないと思います、しばらくは。 

この映画のように歌えたらいいなと、よく思ったものでした。 

この作品は続編もあります。続編は、さらに中学生向きかなと個人的には思います。                                                                

                                  それでは、また来週！ 



答え：映画を見るのも学習にもなる。 

 ４日目  

・テレビで映画を見る時に、「吹き替え」にするか「英語」放送にするのかで学習の幅になります。 

 テレビのニュースでも、「二カ国語」にできるものもありますね。 

 そうやって、工夫をしてみることも大切ですね、ボタンひとつです。 

・さて、今日でこの課題も４日目。ということは、「三日坊主」をクリアしたことになります。 

 そんなクリアしたあなたへ、今日の課題は「三日坊主」を英語で言うと？です。                                                                

                                  それでは、また明日！ 



ANSWER: YAHOOで検索！ 

 ５日目  

・私は検索する際は、https://www.yahoo.co.jp/を使用しています、どれでも構いませんが。 

 そこで【英語 三日坊主】と入力してみてください。答えは出てきますね。 

 ここを見て頂いているということは、オンラインの環境にあるということですから。 

・私は、最終的に、【三日坊主の日本語の由来】までたどり着きました。 

 オンラインの良いところは、自分のペースで調べたいことを、すぐ調べられる！ところですから。                                                                                                                        

                                                                                                                                                                               See you tomorrow！ 

https://www.yahoo.co.jp/
https://www.yahoo.co.jp/


Q．日本以外の国に興味は？ 

 ６日目  

・２年生のワークの６４ページに「留学」についてあげられています。 

 さて、学生にとって最良の都市はどこでしょうか？ちなみに日本も第○位です。 

 今は、日本を出発することも難しいですが、日本だけ良ければといった時代でもありませんね。 

・y a h o o . c o . j pをy a h o o . c o mに変更してみると、容易にアメリカに行くことができます。。。 

 旅をするのは、難しい日々ですが、アメリカの今を知ることができますね。                                                                                                                        

                                                                                                                                                                               See you tomorrow！ 

https://www.yahoo.com 

https://www.yahoo.com/
https://www.yahoo.com/


オンラインであることを活用する 

 ７日目  

・昨日はホームページで、いろいろな情報や国を旅行することができましたか？ 

 英語の単語や文を【範囲選択】して右クリックするとメニューがでます。 

 パソコンや電話機の機能によると思いますが、そのまま翻訳してくれたり、【コピー】して 

 翻訳ソフトを用いれば、大体の意味をつかむことも発音だってしてくれますね。 

 （それで、自分で発音をして、【Siri】さんに通じれば、その単語はOKという遊びをしてます）                                                                                                                        

                                                                                                                                                                               See you tomorrow！ 

グーグル翻訳 

https://translate.google.co.jp/?hl=ja&tab=TT#view=home&op=translate&sl=en&tl=ja


TASK:宝探し 

 ８日目  

・休校中に、ステイホームのため企業やアーティストさんが、無料で提供してくれていますね。 

 もう少し、お互い頑張っていきましょう。YAHOOさんで検索してみたり、外国のホームページ 

     にふれたり、翻訳ソフトを活用したり、ここを見て頂けている人たちは、学びの幅が広がって 

     いますと信じています。今日は私がたどり着いた【宝の山】をご紹介します。 

 【大修館書店 高校英語 情報提供 ジーニアス】で検索！いつまで見られるかわかりませんが、                                                                                    

     個人的に、はまる人は、週末に全部見てしまうんじゃないかと・・・             See you next week！ 

週末まとめて勉強に！ 

https://www.taishukan.co.jp/item/2020springONLY/english/Gsogo/index_gs_mov.html
https://www.taishukan.co.jp/item/2020springONLY/english/Gsogo/index_gs_mov.html
https://www.taishukan.co.jp/item/2020springONLY/english/Gsogo/index_gs_mov.html
https://www.taishukan.co.jp/item/2020springONLY/english/Gsogo/index_gs_mov.html
https://www.taishukan.co.jp/item/2020springONLY/english/Gsogo/index_gs_mov.html
https://www.taishukan.co.jp/item/2020springONLY/english/Gsogo/index_gs_mov.html
https://www.taishukan.co.jp/item/2020springONLY/english/Gsogo/index_gs_mov.html
https://www.taishukan.co.jp/item/2020springONLY/english/Gsogo/index_gs_mov.html


Q.まずは聴く機会を増やすには？ 

 ９日目  

・パソコンの機能を最大限に活用しましょう。２つのことを同時に行うのはどうでしょうか？ 

 別のウィンドウやタブを開いて、パソコンの機能を最大限に発揮させるという考え方です。 

     聞きながら、勉強です。（ながら勉強を嫌うご家庭もありますので、その辺は家庭でご相談を。） 

     英語は、とにかく聞かなければ始まりません。英語の教材を開きながら、オンライン学習に取り組む 

 等も一つの方法かもしれませんね。リンク先をコピーしたり、右クリックで新しいウィンドウで開い 

 て、英語を流してみてください。                                See you tomorrow！ 

教科書のリスニング 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php 

A：おすすめはどうでしたか？個人的医は【前置詞】のところが楽しかったです。【仮定法】は、新しい学
習指導要領では、中学校でも入ってくるので、参考になったかなと思います。期間限定なので、もう見ら
れなくなっていたらすみません。 

https://www.tokyo-shoseki.co.jp/subject/english/nhlisteningcd/
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/subject/english/nhlisteningcd/


TASK:ライバルを見つけよう 

１０日目  

・勉強を続けるのは、簡単なことではないです。家族、先生の励ましがあって、友達に教わって、 

 支えあって勉強できてこそ、なのかもしれませんね。そこで本日は、【ライバル】の勧めです。 

     http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.phpは無料でできる単語練習ページです。登録は簡単 

 です。右上に入力すれば、すぐにできます。私も参加しています。【TRY】問題開始【QUIT】 

 やめる、等そのうち慣れてきます。初級の３０００問がおすすめです。私も再開しました。 

 管理人ではありません。続けられるといいですね。               See you tomorrow！ 

継続は力なり 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php 

A：教科書の音源で、特徴的だったのは、前の学年の最後の方の部分が入っているというところです。授業
で流れているものと同じものですので、毎日聞いて英語に慣れておくことが、再開に向けて大切です。と
にかく今は、自分にできることを、できるだけやっておくことが、求められていると感じます。 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php
http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php
http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php


Q:お気に入りは使ってますか？ 

１１日目  

・まずは左上を活用し、英語の音の再生と４択を行いましょう。右上の★のマーク等を活用し、 

 【お気に入りに追加】を上手に活用してください。eライブラリもそうですが、継続するため 

 には、工夫が必要です。パッと画面が開けば、少しでも行えると思います。→ 一問でも！ 

・もちろん、他にももっと良い方法を知っている人も多いと思います。それでいいのです。私も 

 誰かに教わったものではなく、自分で学んだことの方が多いかもしれません。安藤忠雄さんも   

 独学の人だと言われていますね。それでは。                                     Self-Study & See you tomorrow！ 

継続は力なり 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php 

教科書のリスニング 

A：十年以上も前に友人から、勧められて始めたのですが、結局途絶えてしまっていました。続けるって難
しいことですね。この休業中に、連絡を取り合ったところ、まだ時々行ってるとのことで。単語の意味を
確認するだけですが、もし気に入ったら続けてみてください。どっちが長く続くか競争ですね。 

https://katei.kodomo.ne.jp/
http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/subject/english/nhlisteningcd/


Q:Eライブラリのおすすめは？ 

１２日目  

・学校が再開されても、eライブラリは使用することができます。使用した方がいいかもしれ 

 ませんね。せっかく習慣になっているのであれば、【習慣】は大事にしたほうがいいですね。 

 私もせっかくの習慣ですから、この【英語科より】も、もうしばらく続けます。タイプが２パターン 

・あって、復習で活用（自分の学年より１つ下の課題等）か予習で活用（まだ習っていないところ）で 

 自分に合っているものを見つけてください。そして、パソコンだけでなく、【ペンとペーパー】で、 

 学んだことをメモ書き！がおすすめです。試験は、まだまだ手書きですから。        See you tomorrow！ 

継続は力なり 

教科書のリスニング 

eライブラリ１つでも 
高校入試過去問データベース絞り込み検索を活用すると、ひたすらリスニン
グの問題とリスニングを聞くことができます。CDをかけて、ページを開いて
という手間がはぶけるので、おすすめです。上記のような画面になります。 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/subject/english/nhlisteningcd/
https://katei.kodomo.ne.jp/
https://katei.kodomo.ne.jp/


A:まとめて学習する時も必要！ 

１３日目  

・英検のページを開いてください。→こちらをご活用ください。 

 パスワードは、【 Eiken365 】です。一番下に行くと、②に進むことができます。 

 ブリッジの①から進めてください。土日には、まとめて学習する時間をとってください。 

 この英検サイトを見てみるとわかるのですが、はじめのユニットから、段々視聴している人が 

 減ってきています。ぜひ、最後まで！もしくは、最後から見ていくのも一つの手かもしれません。 

 この教材は、移行措置用の課題ですが、全学年で共通して役に立ちます。              See you later！ 

継続は力なり 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php 

教科書のリスニング 

一問でも 

英検サイト 

継続こそ一番の勉強
方法なのかもしれま
せん。 

https://eigojoho.eiken.or.jp/m/m59cf71fdfbae
http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/subject/english/nhlisteningcd/
https://katei.kodomo.ne.jp/
https://eigojoho.eiken.or.jp/m/m59cf71fdfbae


TASK：まとめる 

１４日目  

 学校も再開されます。ここで、今までの期間に勉強をしたことを振り返ってみてください。 

ノート等を見ながら振り返ってもいいですし、何も見ずに思い出していくのも方法です。 

イメージは、本の目次のイメージです。自分のノートに目次を作成するのもいいですね。 

とにかく、今まで行ったことを大切にしてください。やってないようで、自分の想像以上に 

勉強しているものですよ、自信をもちましょう。             See you tomorrow！ 

継続は力なり 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php 

教科書のリスニング 

一問でも 

英検サイト 

①英作文をする 

②ワークの活用 

③映画をみる 

④副音声の活用 

⑤すぐ検索 

 

⑥外国のHP 

⑦音声検索 

⑧おすすめ動画 

⑨聴く機会 

⑩ライバル 

 

⑪お気に入り 

⑫eライブラリ 

⑬土日はまとめて 

⑭まとめる 

 

 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/subject/english/nhlisteningcd/
https://katei.kodomo.ne.jp/
https://eigojoho.eiken.or.jp/m/m59cf71fdfbae


TASK：アナログに戻る 

１５日目  

 デジタル化を推進してきましたが、ここで一度、少し時代を戻します。以前は、よく 

使われていたラジオの活用です。今は、聞きなおしができますが、昔はそれもできなくて。 

でも、朝は６時から勉強することができます。ネット環境も必要ありません。 

 NHKラジオ第２を使用。好きな時間に聞くのもありですが、この機会に早起きや 

英語を聞く習慣のひとつにすることも良いかもしれませんね。     See you tomorrow！ 

継続は力なり 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php 

教科書のリスニング 

一問でも 

英検サイト 

①英作文をする 

②ワークの活用 

③映画をみる 

④副音声の活用 

⑤すぐ検索 

 

⑥外国のHP 

⑦音声検索 

⑧おすすめ動画 

⑨聴く機会 

⑩ライバル 

 

⑪お気に入り 

⑫eライブラリ 

⑬土日はまとめて 

⑭まとめる 

⑮ラジオ活用 

 

 

https://www2.nhk.or.jp/gogaku/homestudy/
https://www2.nhk.or.jp/gogaku/homestudy/
http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/subject/english/nhlisteningcd/
https://katei.kodomo.ne.jp/
https://eigojoho.eiken.or.jp/m/m59cf71fdfbae


TASK：アナログに戻る② 

１６日目  

 パソコンよりテレビの方が、普及していると思います。前に映画の薦めをしましたが、 

どうしても英語の音に抵抗がある人は、和英辞書と付箋を用意します。 

 日本語でも、好きな番組を見ます、気になった日本語を付箋に書きます。和英辞書で調べます。 

そこに付箋を貼ってすぐ開けるようにします。これだけです。あとは、その付箋に調べた英語を 

書くなど応用してください。                     See you tomorrow！ 

継続は力なり 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php 

教科書のリスニング 

一問でも 

英検サイト 

⑫eライブラリ 

⑬土日はまとめて 

⑭まとめる 

⑮ラジオ活用 

⑯付箋辞書 

 

ラジオ 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/subject/english/nhlisteningcd/
https://katei.kodomo.ne.jp/
https://eigojoho.eiken.or.jp/m/m59cf71fdfbae
https://www2.nhk.or.jp/gogaku/homestudy/


TASK：アナログに戻る③ 

１７日目  

 学校に登校する機会が増えてきたと思います。学校の図書室にも、英語の関係の本がたくさん 

あることをご存じですか。辞書、文法の本、物語等あります。読書の習慣を、【新しい生活様式】 

のひとつに加えてみたらどうでしょうか。もうすでに本が大好きな人もいますね。休校期間中は、 

地元の図書館等も閉鎖されていたり、本についての価値も見直されてます。英文に触れるという 

観点からも大切なことです。委員会が決まったら、ご利用ください。   See you tomorrow！ 

継続は力なり 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php 

教科書のリスニング 

一問でも 

英検サイト 

⑬土日はまとめて 

⑭まとめる 

⑮ラジオ活用 

⑯付箋辞書 

⑰図書室 

ラジオ 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/subject/english/nhlisteningcd/
https://katei.kodomo.ne.jp/
https://eigojoho.eiken.or.jp/m/m59cf71fdfbae
https://www2.nhk.or.jp/gogaku/homestudy/


TASK：自分の好みを見つけよう 

１８日目  

 たくさんの教材がアプリでも存在するようになりました。ゲーム形式になっているもの、 

対面式になっているもの・・・ どれが良いかは、それぞれ違います。それはマンガに 

好きなマンガあったり、周りが言っているほど好きではなかったアニメではなかったり。 

とにかく、勉強方法も同じで、いろいろ試してみることが必要です。今考えると、続かなかっ 

たアプリの方が多いかも。野球選手のイチローさんの言葉を思い出します。See you next week！ 

継続は力なり 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php 

教科書のリスニング 

一問でも 

英検サイト 

⑭まとめる 

⑮ラジオ活用 

⑯付箋辞書 

⑰図書室 

⑱アプリの利用 

ラジオ 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/subject/english/nhlisteningcd/
https://katei.kodomo.ne.jp/
https://eigojoho.eiken.or.jp/m/m59cf71fdfbae
https://www2.nhk.or.jp/gogaku/homestudy/


音読 

１９日目  

 川口市のページにもあるように、基本は【 音読 】です。 

いろいろ迷ったり、焦ったり、考えたり・・・ 

そういう時は、一度リセットをして、シンプルに。 

 

                              See you tomorrow！ 

継続は力なり 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php
https://youtu.be/9F9Znj7xGd4


復習・予習 

２０日目  

 授業の前後が大切です。予習・授業・復習・予習・授業・・・ 

埼玉県のホームページも活用しましょう。 

どの教科も上手に活用すれば、高校の学習まで見ることもできますよ。 

あらかじめ（予め）、先が見通せると意欲もあがります。 

                              See you tomorrow！ 

継続は力なり 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php


ラウンド方式 

２１日目  

 休校期間中に一度、教科書を勉強しているので、授業では２度目となるはずです。 

私が、ここで思い出したのが、【ラウンド方式】などと呼ばれている英語学習形態です。 

１年間で何度も教材に取り組む。一度目は、そんなに？わからなくても 

どんどん教科書を進めていく、聞いていくのも方法です。音読・予習・復習・リスニング・・・ 

学習は、シンプルに。                        See you tomorrow！ 

継続は力なり 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php


単語学習に疲れたら・・・ 

２２日目  

 たくさん単語等を書く勉強も必要ですが、それに疲れたら、パソコンのキーボードを 

使ってみるのもよいかもしれません。むしろ、これからの時代は、キーボードで入力する 

方が増えてくるのかもしれません。キーボードでスペルを確認しながら、入力し、 

【画像検索】機能を用いれば、日本語を介さず、単語のイメージを得ることもできます。 

                                  See you tomorrow！ 

継続は力なり 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php 

http://www.ringsbell.net/yonsama/welcome.php


繰り返し 

２３日目  

 さあ週末です。週末に【まとまった勉強時間】をとれる生活習慣、意気込みになっていますか？ 

なかなか難しい場合は、パソコンでもCDでも、機能の【繰り返し】を活用してください。 

英語の一曲の歌を何度も聞いて、歌えるようにするのも、良いかもしれません。 

同じ動画を何度も見て、真似ができるようになるのもいいですね。週明けに、友達に 

披露するのもいいでしょう。分散登校も終わりますし。         See you next week！ 

継続は力なり 
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続けられなくても・・・心① 

２４日目  

 続けることが学習の最大の効果ですが、やれなかった日を気にしないことも 

大切です。続けられなかったと落ち込むより、週７日のうち、５・６日続けられば 

良いと考えると気が楽になるかもしれません。がちがちに予定をたてるより、 

一日くらい休みをいれておいて、逆に７日連続でできたら！、そんな自分を褒めてあげると 

良いのかもしれませんね。                      See you tomorrow！ 
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自信・・・心② 

２５日目  

 勉強で一番大事なのは、「自信をつける」ことなのかもしれません。 

これだけやったから大丈夫！気持ちは大事ですね。嫌々やっていませんか？ 

 今、行ってる勉強は、自信につながっていますか？ 

自信を構築できるような勉強、勉強方法を確立してくださいね、自分なりの。 

                      See you tomorrow！ 
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名言・・・心③ 

２６日目  

 心をつよくするために、名言も支えになりますね。 

英語の名言も心にしみますよ。 

T h e r e   i s   a l w a y s   l i g h t   b e h i n d   t h e   c l o u d s .  

いろいろ探してみてください。 

                      See you tomorrow！ 

継続は力なり 
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やる気・・・心④ 

２７日目  

 どんな勉強方法より、「やる気」になったら、何よりも勝ります。 

心に火がつけば、続きますし、命令されなくても、勝手に行います。 

どこで火がつくか、誰かの一言で・・・それは本当、人によって違います。 

今までのスライドでやる気になってくれたら嬉しいですが、担任の先生やいろんな人と 

話をするとやる気がわくような気がします、今までの経験上ですが・・・ 

                                   See you tomorrow！ 

継続は力なり 
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自分の気持ちをつくる・・・心⑤ 

２８日目  

 英語は、心が一番なのかなと最近一番思います。英語で話したい相手がいれば、英語を勉強 

したくなります。英語の点数をとりたいと自分の心が動いたならば、勉強を自然と行いたくな 

るものですかね。この英語を使って未来を切り開くんだ！入試に合格するんだ！ 

そう心を作れた人も自ら、勉強できるはずです。まだ勉強することが苦手な人は、 

しっかり自分の心と向き合って、気持ちをつくる時間も必要だと思います。 

                                   See you next week！ 

継続は力なり 
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発表の場 

２９日目  

 せっかく学んだ英語ですから、どこかでアウトプットすることが望まれます。インプットから 

アウトプット！「対面して、英語で会話をする」これが一番のアウトプットの場です。今週は、 

ALTの先生が来校していますね、話しかけてみましょう。アウトプットの場は、家でオンライン 

でも最近は盛んですし、自分で鏡に向かってでも、学んだことを活用して、日記にしても発信し 

ていることになります。学んだら、アウトプットするところまでをひとつのサイクルに。 

                                   See you tomorrow！ 
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家庭学習の時代 

３０日目  

 来年から教科書も変わります。単語の発音や本文は、家で聞くことができます（CDを購入し 

なくても）。そういう環境なら、発音や音読は家で行うことがより一層、可能です。つまりは、 

学校では、より他の活動ができ、求められるということも。「練習→練習試合→大会」の運動部 

に置き換えると、今までは「授業（練習）→試験（練習試合）」だったのが、「授業（練習試合） 

→試験（大会）」となる？今から、しっかりと家庭学習の習慣をつけ、学校や授業が、家でわから 

なかった事を質問する場になれば、学びの効率はあがりますね。      Thank you  for coming！ 
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