
３年１･２組   休校期間中の課題・提出物一覧（５／１８～の週） 

 

科目 ５月 18日～の週の課題 ５月 18,19日に提出するもの 

国 語 

現代文 

・教科書ｐ１９８「豊

かさと生物の多様

性」について 

 ①本文を通読 

 ②本文の内容に関するプリントを自分の力で解答 

（プリントは登校日＜5/11,12＞に配布） 

・「力をつける現代文」の１２ 

時間を計って自分の力で解答し、答え合わせ。（解答例

１２は登校日に配布） 

・「国語必携 パーフェクト演習」ｐ１００～ｐ１０７ 

  自分の力で解答。 

古典 

・教科書ｐ８７「安元の大火」について 

①本文を音読。ひっかからずに読めるようになるまで音読。 

②学習課題ノートｐ５０，５１を自分の力で解答。答えを見て

も分からない所について、具体的に何が分からないかをノ

ートに書く。 

・「力をつける古典」の９ 

時間を計って自分の力で解答し、答え合わせ。（解答例

９は登校日に配布） 

・「古文単語３３７」ｐ１６０～１６９ 

 授業再開後に小テストを実施予定。テスト勉強をするこ

と。 

国語表現（文系の生徒のみ） 

・「国語表現基礎練習ノート」ｐ１１０～ｐ１１７ 

  自分の力で解答。 

□「3 年 1.2 組 国語科 課題 自己評価表」 

（プリントやワークなど課題そのものは休

校終了後に提出すること） 

数 学 

（共通）2019 年の 6 月ﾏｰｸの問題・解答配布します 

教科書(数ⅡStandard)の Training(微分 P192,206)

の直しをノートにやる。 

（理系のみ） 

教科書（数学Ⅲ）の P.５３～P.5７を読み、WRITE 

数学Ⅲの P.2９～p.３２を解く（問題 88 は解かなく

てもよい）。 

（動画を視聴できる場合は、自宅学習用教材の部屋

「極形式」～「例 9・10 問題解説（教科書  

P.56,57）」を参考にしてください） 

 

英 語 

コ英Ⅲ 

・Reading Skill 5, 6(GET, TRY とも)の動画学習 

(まだの人)、ワークの答え合わせ、復習をした 

あと、プリントの確認問題(表裏 4 枚) に取り 

組む。その後、答え合わせをする。 

・ワークブック pp. 16～17 の Exercise に取り組 

む。その後、答え合わせをする。 

英表Ⅱ 

・Part 1Lesson 22，Part 2 Lesson1, 2 の動画学習 

(問題の答え合わせを含む／まだの人)、復習をした 

あと、プリントの[基本問題]・[応用問題]・[発展 

・前回課題のコ英 Reading Skill 1～4 の 

 確認問題プリント４枚（答え合わせを 

 して提出） 

 

＊過去の課題（３月から５月 11 日ま 

で）で未提出のもの（プリント、レポ 

ート用紙やルーズリーフに記入してあ 

るもの）は至急提出すること。 

＊ノート、ワークブック、問題集冊子 

は今回も提出不要ですが、後日一括 

国語科については、 

５／１１（月）～５／２２（金）の課題 



問題] (表裏３枚) に取り組む。その後、答え合わ 

せをする。 

提出してもらうので、いつでも提出 

できる状態にしておくこと。 

社 会 

世界史 A 教科書ｐ１２～１３を精読し、ノートにま

とめる。 

 

 

地理Ｂ 地理Ｂノートの P54～P55。 

NHKＥテレのホームページ＝

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/chiri/  

より「世界の食料問題に目を向けてみよう」 

「世界のエネルギー・資源を見てみよう 

(1)」を視聴してください。 

 

 

 

日本史 B 教科書ｐ２１８～ｐ２２３を精読し、ポテ

ンシャル日本史ｐ６０に取り組む。 

 

政治経済 教科書ｐ24～29 を精読し、要点マスター

P14-16 をやる。 

次回 5／25・26 に要点マスターを回収し

ます。必ず持参して下さい。また、5／

18・19 に確認テストを配布しますので、

5／25－29 週の課題として取り組むこ

と。やり方については次週お知らせしま

す。 

※範囲：教科書 p6～23、50～67、要点

マスターp2～13、32～43 

〔世界史 A〕提出物はありませんが、学校が再

開したらまとめたノートを提出しても

らいます。 

【地理Ｂ】①学年末考査の解答用紙 

          模範解答を見て、赤ペンで答え 

直しをすること。 

②課題プリント 

解答・解説を見て赤ペンで答え 

直しをすること。 

        ※ただし、未提出の生徒のみ 

【日本史 B】４月の前半に配布した課題プリント

を提出して下さい。 

 

【政治経済】提出物なし 

 

理 科 

化学基礎 リード Light ノート 第 2 章 物質の構成粒子 

P.12～３９（次回より拡大）21。丸付けまで

おこない、分からないところを質問できるよ

うにしておくこと。登校再開後、確認テストを

実施します。 

生物基礎 コンセプトノート p30～40 をやる。答え合わ

せ・直しの際、解説もしっかり読み理解する。

「NHK 高校講座 生物基礎（火曜 14:40～、番

組 HP でも見れます）」も参考に。//Ｅテレ「ダ

ーウィンが来た（日曜 19:30～）」、「ヘウレ

ーカ（水曜 22:00～）」もぜひ視聴してくださ

い。 

化学 休校中評価小テスト（教科書、問題集を見ずに） 

採点は教科担任が行います。 

 

物理 ①アクセス「24 電荷と電場」のうち、以下の問

題をノートに解く。 

〔p.233 の基本例題 93 番，p.234 の基本例題 94

番，p.236 の 384 番～p.237 の 390 番〕 

 ②確認テスト（B4 両面１枚）＊5/18,19 配布 

化学基礎 特になし 

 

 

 

 

生物基礎 今回はなし 

※学校再開時に、ノートに解いた問題、コンセ

プトノートのチェックをします。 

 

化学 休校中評価小テスト。 

 

 

 

 

 

物理 なし。 

[注意]実践アクセス(浜島書店)や教科書を取

り組んだノートは休校終了後に提出しても

らいます。 

保 健
体 育 

体育理論    教科書Ｐ１５８～Ｐ１７１を参考に前回選んだ

テーマと違うテーマを一つ選び６００字程度

体育理論の課題提出について 

 保健ノート提出を 5 月 25・26 日にしま



でレポートを作成。レポートは保健ノートのＰ

１５６・Ｐ１５７に記入すること。最後に文字数

を記載すること。   ※５月１１日～５月２５日

までの課題です。                                                

①『生涯スポーツの見方・考え方』  

②『ライフスタイルに応じたスポーツ』 

③ 『日本のスポーツ振興』       

④『スポーツと環境』 

体育 運動取組カード②を利用して１週間で３単位以

上の運動に取組みましょう。 

   １単位は 60 分、３０分と３０分を２日に分け

ても可です。 

す。 

 

体育 運動取組カードの提出 

（１１～１７日分） 

フ ー ド

デ ザ イ

ン 

・NEXT DONBURI CONTEST 

「福丼の器」デザイン用紙を書いてみよう。 

・プリント１枚「自分の食生活を見直そう」（裏面の

書き方を参考にする） 

なし 

芸 術 

音楽：なし 

美術：課題プリント①－１、課題プリント①－２をや

って、次回の登校日に提出する。 

書道：プリント課題②をやって、次回の登校日に提出

する。 

 

※教科書を配付します。裏表紙に名前を書いておきな

さい。 

※５／１１、１２に提出することができなか

った課題を提出してください。プリントに名

前を記入しておくこと。 

情 報 
教科書（P８～P15）を読みプリント 2 枚に取り組む

（発展問題は取り組み自由）。 

 

総 合 

・総合ワークシート（１１日、１２日の個人面談時に配布済） 

次の面談時に担任が途中経過を点検するので、よく考え

て記入して持参すること。 

総合ワークシート 

学 年
会 

・自分の進路に合わせ「進路のてびき」をよく読んでおくこ 

と。（登校時、持参すること） 

・今未来手帳を毎日記入すること（登校時、持参すること） 

 

そ の

他 

・「ＰＴＡ総会資料等」と「学級委員選出について」の文書を保
護者に手渡し回答してもらう。 （５月２５・２６日に提出） 
・健康観察表（４月分の未提出者） 

上記の提出物には全て、必ず氏名（フルネーム）

および所属（学年・組・出席番号）を明記のこと。 

 

・多くの課題がありますが、計画的に取り組むこと 

 

・自分の進路に合わせて情報を収集し、学習を進めること 


