
３年３・４組 休校期間中の課題・提出物一覧（５／１１～の週） 

 

科目 ５月 11日～の週の課題 
５月 11,12日に提出

するもの 

国 語 

※プリントや解答は 11 日または 12 日に配付します。「自己評価表」の

記入もすること。 

現代文 

① 「入試漢字２８００」Ｐ192～205 

・小テストに取り組む。テキストを見て○つけする。裏側でもう一

度やってみる。 

② 教科書 P240~「檸檬」 

・本文を音読する。読めない漢字は調べること。 

・語句の意味調べプリントをする。 

③ 錬成現代文⑲ ⑳  

古典 

① 教科書 p314~「赤壁之戦」 

・音読する。 

・書き下し文をノートに書く。 

・『国語便覧』p280～283 を見て、三国時代・三国志について理解

する。「赤壁之戦」の登場人物「曹操」「劉備」「孫権」「諸葛亮」に

ついて便覧やインターネットで調べる。調べたことやわかったこと

をノートに書く。人物関係など図表にまとめてもよい。 

② 古典文法プリント 1 枚  

③ 速読 古典④ ⑤ ・時間を計って解くこと。 

文系の生徒のみの現代文 

☆３組の生徒→文法メソッド２⑨、⑩ 

☆４組の生徒→文法メソッド３⑨、漢文基本ノート⑨ 

なし（郵便で自己評価表を

提出していない人は持参し

てください。） 

※ノート、問題集などは後

日一括して提出してもらい

ます。 

数 学 

【文系】 
★【WIN STEP 数学Ⅰ･A】については、STEP１、STEP２は、

5 月中には〇付けを含めて、必ず終了させておくこと。STEP３、
STEP４については、答えを見ただけでは分からない問題もある
と思うので、今後は、各自のペースで進めればよい。 

 
☆先週より、「改訂版 キートレーニング数学Ⅰ･Ⅱ･A･B 受験編」
を使用しています。 

 専用のノートに、以下のペースでノートに問題を解いてください。 
 
 5/11  8  ２次関数のグラフと x 軸の共有点  Training 

91,92,93,94 
  5/12  9 三角比の基本 Training105,106,107 
  5/13  10 三角比と図形(1) Training114,115,116,117,118 
  5/14  11 三角比と図形(2)  Training126,127,128 
  5/15  12 データの分析 Training134,135,136 
 5/16  13 場合の数、順列 Training142,143,144 
  5/17  14  組合せ Training 151,1512,153,154 
   
 ◎次回登校日に、解答・解説(5/4～5/10 の分、5/11～5/17 の
分)と確認プリント①(5/4～5/10 の分)と確認プリント②（5/11
～5/17 の分)を配布します。確認プリントは、月～日の 7 回分の
課題が済んだら、取り組んでください。 

  なお、確認プリント①②は、5/18～5/24 の登校日に「担任」
に提出するようにしてください。その時に、次の週の解答・解説

なし 



と確認プリントがもらえます。  
＊Training が難しく感じる人は、Get Ready から解き始める

とよいです。 
【理系】 
・数Ⅲ教科書(３章 関数と極限 P76～P85：分数関数と無理関数)
を読んで、問をノートに解く。(※教科書の該当部分の解答は
5/11,12 の面談時に担任から配付予定)・WRITE 数学Ⅲの P44～
P51 とサクシード数ⅢP38～41 の重要例題と AB 問題の＊印をす
る。（※サクシードは、専用のノートを作って下さい。） 
・動画公開しているので見てください。 

英 語 

【３・４組共通】 

Data Bade 4500 

・pp.262～285 について、小テス問題（第９～12 回の４回分）

を解き、別紙解答を見ながら自己採点および間違い直し(赤ペン使

用)をする。 

・pp.286～309 に取り組む。 

POLESTAR 

・Lesson 2 の予習を再度行う。 

【３組のみ】 

Vintage 

・第 08 章関係詞を繰り返し学習したあと、第６回小テスト１枚を

解き、自己採点する。 

Take Pleasure in Your English Reading（送付済みの長文問題

集） 

・Lesson 3･4 に取り組む。（Lesson 1･2 はプリントで学習済み。問題集付属の解答を

別途配付します。） 

【４組のみ】 

Front Runner 2 

・Lesson 10～12 の設問の答え合わせをし、英文構造、単熟語を

細かくチェックする。 

・Lesson 13～15 に取り組む。 

SWITCH 

・UNIT 1 に取り組む。 

前回の課題のうち、小テス

トおよびプリント形式にな

っていた課題の全て。模範

解答を除く全てのプリント

を課題の種類ごとに整理し

てホチキスまたはクリップ

留めすること。ノート、ワ

ークブック、問題集冊子は

今回は回収しない。（後日

一括して提出してもらいま

す。） 

社 会 

地理Ｂ 要点ノートの P80～P83。先々週分の解答プリントを見

て、答え合わせをする。 

  NHKＥテレのホームページ＝

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

より「世界の林業・水産業を見てみよう」「世界の食料問題に

目を向けてみよう」を是非、視聴してください。１講座が 20

分のプログラムでわかりやすく解説されています。 

世界史Ａ ワークノートのＰ102、Ｐ107～P109 のアンダーライ

ンに適語を記入し、作業(着色も含む)にも取り組むこ

と。 

先々週分の解答プリントを見て、答え合わせをする。 

世界史 B 教科書 P213-222 を読んで要点マスターP142-150

の次のページをする。 

     P142 イタリア戦争と新しい国際秩序 

P144 フェリペ２世の戦争 

     P146 オランダの独立と商業覇権 

    P148 フランスの内乱 

     P150 三十年戦争           

日本史 B 教科書ｐ２１２～ｐ２１７を精読し、ポテンシャル日本

史ｐ58～59 に取り組む。 

 

【地理Ｂ】なし 

 

 

 

 

【世界史 A】なし 

 

 

【世界史 B】なし 

 

 

 

 

 

【日本史 B】なし 

 



政治経済 教科書ｐ184～ｐ185 を読み、政治・経済演習ノート

のｐ145、147 をする。WINSTEP の Unit23

（p90,91）を直接 WS にやり、STEP３を WS ノート

にやる。 

※WS ノートは５／18 の週に回収する予定なので準備

しておくこと。 

倫 理  教科書ｐ20～ｐ26 を読み、倫理演習ノートｐ13～15

内の１.自然科学とソフィスト、２.ソクラテスの部分をする 。 

5／８（金）に「ギリシャ思想（教科書 p20～）」部分

の動画を公開予定なので見られる人は見ておく。 

【政治経済】なし 

 

 

 

 

【倫理】なし 

 

 

理 科 

化学基礎 一度教科書Ｐ119～143 までの内容とその範囲に準ずるア

クセスノートとレッツトライノートの解きなおしをしまし

ょう。次週の登校日にこの範囲の小テストを配布します。 

生物基礎 問題演習は、＜解く→直し・解説を読み理解して覚える

＞まで行う。 

     教科書チェックも忘れずに。 

①コンセプトノート p44～p59 をやる。 

②県模試過去問 1 回分 時間（30 分）を計って行う。 

「NHK 高校講座 生物基礎（火曜 14:40～、番組 HP で全

範囲見れます）」も参考にしてください。 

化学 一度教科書 174～195 までの内容とその範囲に準ずるリー

ドαの解きなおしを行いましょう。次週の登校日にこの範囲

の小テストを配布します。 

物理 教科書 p.224～p.233 を読み，各ページの例題や類題，問

をノートに解く。 

 

 

生物 学校ホームページに掲載されている「3 年生物」の「植物の

環境応答」の動画を視聴し、板書を写す要領でノートにまと

める。また当該範囲のリードαP.274-P.297 に取り組む。

授業再開後に、質問などができるようにしておくこと。 

化学基礎 （5/18 の週に小

テストを提出） 

 

生物基礎 今回はなし。（ワ

ーク・ノートは

いつでも提出で

きるように進め

なさい。） 

 

化学 （5/18 の週に小テス

トを提出） 

物理 なし。 

[注意]実践アクセス(浜島書

店)や名問の森，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字程度でレポートを作成。レポートは

保健ノートのＰ１５６・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２９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。 

なし 

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） 

上記の提出物には全て、氏

名（フルネーム）および所属

（学年・組・出席番号）を明

記すること。 
 

総合：２年次に有識者の方に見ていただいた際、グループでまとめたレポートをアドバイスも踏ま

えた手直しする。 
 

・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 


