
３A 国語 課題について（その２） 

  

次回の登校日までの課題です。受検を控えている３年生にとって、授業ができない今の状況は

とても不安だと思います。何をしていいかわからない・・・その気持ちを少しでも解消できるよ

うに、国語科からの課題です。じっくり取り組んで下さい。 

 

 前回までの課題が終わってない生徒は、次回の登校日まで必ず終わらせましょう。 

 

〈現代文〉 

 ①スタディサプリ  高３ スタンダードレベル 現代文 第２・３・４講と第６・７講 

   配信された動画を視聴し、問題を解くこと。 

 ②読書 

   家で過ごす時間がたくさんあるということは、読書の絶好の機会です。 

   ぜひたくさんの本を読んでください！世界の名作や古典作品に挑戦するのもいいですね。 

夏休みの課題である読書感想文をやってしまおう！ 

 

 

 

〈古典〉 

 ①解法古文単語３５０ 第１章 読解基本語 ９７語 （P.２８～９８） 

   第１章の読解基本語９７語を繰り返し読み、古語を暗記すること。臨時休業期間が明け、課題テスト

終了後に古語テストを実施する予定です。 

 ②新明説漢文 重要句法一覧 

   見返しの部分に掲載されている重要句法一覧を繰り返し読み、暗記すること。臨時休業期間が明け、

課題テスト終了後に句法テストを実施する予定です。 

 

  古典は、暗記すべきものをマスターすれば読解力が飛躍的に伸びます！「暗記」というと、ちょっとい

やだな・・・と思うかもしれません。けれど自分なりに工夫をして、がんばって取り組んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ＥＡ 数学Ⅲ ４月課題 

①教材の確認 

１．高等学校数学Ⅲ（数研出版） 

 

②成績の付け方 

到達度テスト(60%）・・・章ごとに実施 

小テスト(20%)・・・・・適宜授業内で実施 

平常点(20%)・・・・・・授業参画度、提出物の内容 

 

③臨時休校中の課題について 

 ・４月記述模試（数学Ｚ）・・・４月２７日までに解答用紙に解き、丸付けをして２７日に提出。 

 ・数学Ⅲ教科書問題 ・・・・・配布したプリントに解答を書き、丸付けを行う。 

               Classiのポートフォリオに振り返り、質問を記入して写真を添付して提出日ま 

               でに提出。 

【数学Ⅲ教科書問題提出日】 

教科書 提出日 

P56 問題 1～6 4月 27日（月） 

P74 問題 7～11 4月 30日（木） 

P75 章末問題 1～6 5月 11日（月） 

 

３Ａ 数学発展Ⅱ ４月課題 

臨時休校中の課題について 

 〇４月記述模試（数学Ｚ） 

      ～ 27 日（月） 解答用紙に解き、丸つけをし、27日に提出。 

   27 日 ～ GW 明け  間違えた問題について、①正答を書き、②類題を探して解く。 

           ⇒②については、チャートやネット上の問題などをノートかルーズリーフに解く。難易

度は任せます。 

  

 〇数Ⅰセンター問題に挑戦 

     週に 2回（基本、火・木）、数Ⅰの問題を 1 問 Classiにて送ります。 

     ノートかルーズリーフに解いて、Classi で解答を提出してください。 

     提出期限は、毎週日曜日の 23：59 とします。 

     ただし、その際、以下のような自己評価を 1 番上に書くこと。 

 

     A：何も見ることなく、自分の力だけで解くことができた。 

     B：少しだけ、調べて最後まで解くことができた。 

     C：ほとんど分からなかったが、調べて最後まで解くことができた。 

     D：調べたが、最後まで解くことができなかった。 



4/27〜5/10 までの課題（英語） 

 

3EA のみなさん、前回の課題はしっかりやれたでしょうか。Daily 疑問詞、頑張っています。（長続きはしない

と思います） 

 

課題は以下の通りです。時間厳守でお願いします。 

 

全ての課題は教科書 ProminenceⅠレッスン 6からの出題となり、課題のやりとりは全てEdmodo 上で行います。

Edmodo への登録は授業内で行います。 

 

1. Edmodo 上で記述問題を 4 月 28 日 18 時まで解いてください。 

2. 課題①、課題②の音読練習を行い、完璧だと思うものを Edmodo 上で送ってください。（動画は 30 秒以内

におさめてください）前回分を提出していない生徒は、それも合わせて行うこと。 

まるまるリスニング基礎の Training 2 を別紙の指示に従って学習しなさい。 

 

 

 

3EA 生物 課題 
 

★課題プリント 

 内容は教科書の第 8、9 章(p348～430)になります。 

 教科書を読んで、プリントを完成させてしてください。 

 提出期限は、5/8(金)の 12：00 までとします。 

 提出方法は、課題プリントをスキャンするか、カメラで撮影し、Classi のメッセージに提出して 

 ください。 

 提出を確認し次第、解答を配信します。 

 

※余力がある人は… 

 1.課題が完成し、追加が欲しい場合は、メッセージにて要求してください。 

 2.リードαの p324～359 を解くことも効果的です。 

 

注）メッセージは、平日の午前、午後に一回ずつ確認します。質問はメッセージにて受け付けるの

で、気軽に質問してください。 

追加で連絡することがあれば、Classi の校内グループにてお知らせします。 

 

 



３A物理 

 

１ 総合学力テスト(2019年度 11月)の復習 

  添削課題 『実戦形式での解き直し』 

 

２ 総合学力テスト(2019年度 1月)の復習 

  添削課題 『実戦形式での解き直し』 

 

３ 大学入試共通テスト早期対策模試(2019年度 2月)の復習 

  添削課題 『実戦形式での解き直し』 

 

４ 総合学力記述模試(2020年度 4月)の復習 

  添削課題 『実戦形式での解き直し』 

 

５ 物理重要問題集の必解を１日１〜２題程度 

  添削課題 『解いた問題から指定』 

 

＊学習記録を Classiにつけてください。 

＊添削課題は次回登校日に持参するかあるいは Classiで提出してください。 

＊腑に落ちないところがあったら、気軽に相談してください。 

 

３A 理科発展(生物基礎) 課題 

１．１年終了時に渡したまとめプリントの学習。 

 → 学校再開後に課題テストをします。 

 

２．大学入試センター試験対策 

 チェック＆演習 生物基礎 P６３まで終わること 

 解答・解説は後日に行います。 

 

３．進研模試 過去問２年分 ３０分計時 

 実力で取り組むこと 

 解答・解説は後日に行います。 



３Ａ現代社会 休業中課題 

 休業中の課題 

 

 登校日に課題プリントを配布する   

   ①ワークで指定された範囲を取り組む（Ｐ５６～６３） 

   ②教科書を参考に課題プリントに取り組む 

   ③課題プリントをポートフォリオに提出 

   ④スタサプで配信された確認問題に取り組む 

課題・ワーク提出は次の登校日（１週間後） 

 

質問は随時 Classi・Google フォームにて受け付ける 

            ※Google フォームＱＲ→→→→ 

 

３A 世界史 B          教科担任：東郷尚子 

 

４／２０（月） 学習予定の確認   課題①②③スタート  

４／２７（月） 質問受付  課題②提出  課題④⑤⑥スタート 

 

課題① 自分で完璧に習得！  必ず資料集を活用 

第８章 近世ヨーロッパ世界の形成 ～ 

第１１章 欧米における近代国民国家の発展 

課題② 上記範囲の課題プリント →4/27 提出 

課題③ 問題演習 →4/27 提出 

４月進研記述を解く→自分で分からない所は調べて答え合わせ。調べて

も分からない所は Classiで聞いてください。 

先生が待機している時間 4/24（金）9：00～10：00 

課題④ 穴埋め復習プリント １０枚  

課題⑤ 上記範囲の課題プリント →5/11 提出 

課題⑥ 授業準備（予習） 

 第１２章 アジア諸地域の動揺 ～ 



3年 A コース日本史 B選択者課題 

日本史 B 担当：叶内 

 

課題説明 

課 題：A3 プリント 1 枚（両面） 

内 容：教科書 P.250～257 

提出日：５月１１日(月) 

質 問：Classi 

 

授業について 

到達目標： 生徒の志望校合格を目指す。 

 

授業内容：歴史的事象の因果関係や歴史の展開を諸資料を基にしながら、我が国の伝統や文化、近代国家の形成

を考察させる。 

知識を活用した言語活動を中心とした授業を行い、多面的・多角的な視点から歴史的事象について考

察する力を養う。 

 

評価方法：以下の観点で各学期評価する。 

平常点…授業での積極性  グループ活動への貢献度 

特に予習の段階での内容理解度を重視する。 

（分からない語句の事前調べなど） 

テスト…記述中心・口頭試問の場合も有り 

自己評価（ルーブリック評価）…単元ごとに振り返りを行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３A 地理 B 

３A の皆さん、今年もよろしくお願いします。高校生活の最終学年となりましたね。当たり前が当たり前で

ない世の中ですが、今出来ることを一緒に頑張りましょう。 

 

 

課題内容の確認 

模試の解説及び解き直しによる知識定着 

 

課題スケジュール 

20日(月)  登校    模試配布 

 

21日(火)  模試受験  ・解答用紙を画像データにて提出 

 ・解説が欲しい問題の送信 

以上をクラッシーのアンケートで配信するのでリターンして下さい 16:00 まで 

 

23日(木)・24日(金)  解説をクラッシーにて行います。（地理メンバーのトークルームにて） 

 

28日(火)  登校日   模試解答・解説を配布 

 

30日(木)  要望があれば解説をトークルームにて実施 

 

GW 解き直し・問題の深堀りを行う 

 

 

体育・保健体育の課題について          体育科 

 

体育（１～３年）共通課題   毎日３０分程度の運動を行う 

 例として 

  １０分間のランニング   ３０分間のウォーキング 

  部活の筋力トレーニング   ストレッチや柔軟体操 

  スポーツ選手などのエクササイズ動画に挑戦     など（組合わせてもＯＫ） 天候や環境、各家庭の状況な

どを考慮し、各自工夫しながら体を動かそう！ 

 

 授業ができるようになったら、１０分間走 → スポーツテスト を予定しています。 

 昨年の記録を更新（維持）できることを期待しています。 

 

 

 



３ＥＡ 情報の科学 

 

【学習１】 情報モラル 

 

【学習目標】 

・情報社会に参画する上で注意すべき最低限の情報モラルについて確認する。 

・情報を扱う上で好ましい行為と好ましくない行為を理解する。※理由も大切！ 

 

【学習方法】 

・教科書に直接的な解答はありません。想像力を働かせて答えを導きだしましょう。 

・解答に辿り着くまでのプロセス（論理的理由付け）を大切にして学習しましょう。 

・解答は Classiで行ってください（5月 6日 23：59まで） 

 

 

 

 

【学習２】家で過ごそう ～ おすすめ（動画）サイトの紹介 ～ 

 

【学習目標】 

・情報の収集・処理・発信という一連の流れを確認する。 

・相手の関心を引くために効果的な情報発信を考える。 

・お互いの情報を共有し、考察を深める。 

 

【学習方法】 

・テーマに沿って情報収集し、おすすめの動画サイトの紹介チラシを作る。 

・チラシは「はがきサイズ・横」、表現方法、使用ツールは自由、名前などは記入しない。 

・おすすめサイトの提出は Classiで行ってください（5月 1日 8：30まで） 

・提出情報は写真またはファイル＋URLとする。 

※チラシ内にも URLの情報を含むこと 

・5月 2日に一覧を配信 → 5月 6日 23：59まで Classiでアンケートに解答する。 

 


