臨時休校中の課題②

新２年（文理特進ｺｰｽ）

（解答送信〆切 4/２7（月）正午）※〆切日を過ぎると、課題の送信はできません。
生徒の皆さんは、本校ホームページにアクセスして、課題を確認し、以下の課題の
解答を提出〆切日までに送信して下さい。
なお、すべての課題は登校時に提出となります。問題集等への記入内容について
は、解答送信後に消すことがないように注意して下さい。

① 現代文Ｂ・古典 B（約４時間分）
（課題）小論文課題の振り返り・見直し・自己評価
（提出）小論文の内容について、以下 URL にアクセスするか、QR コードを読み取り解答
を送信してください。（完成した小論文は、登校時に提出してください。）
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1
vBluMOSdTCwu9B3HuSxDl_9jDll7iJUOTNERFRWNVBKSEpMSENaTU1SM0NLMzA2Si4u

② 数学Ⅱ（２時間分）
（課題）次のデータを開き、ノートに問題を写して解いて下さい。
必ず計算過程もノートに残してください。
（学校登校時に提出となります。）
（

http://www.ginowan-h.open.ed.jp/200420_math2allclass.pdf）

（提出）上記課題終了後、以下 URL にアクセスするか、QR コードを読み取り自己評価等
を送信してください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1
vBluMOSdTNzWgd7f-0ZFowvvq9xX3hUOEg3WkMxSVpYNUVNSVlMUUVDVTJMQlQzRC4u

③ 保健（１時間分）
（課題）教科書ｐ64～65 の学習後、保健ノートｐ６２を解答する。
（提出）上記課題終了後、以下の URL をクリックまたは QR コードをスキャンして回答し
てください。提出期限を設定しています。期限内の回答お願いします。
最後は送信ボタンを必ずクリックしてください
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSk
S1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3YJP3JxBFUNk9BQ1FHRlZHMjZSU041NDE5MU82TTExWS4u

臨時休校中の課題②

新２年（文理特進ｺｰｽ）

（解答送信〆切 4/２7（月）正午）※〆切日を過ぎると、課題の送信はできません。

④ 体育（３時間分）
（課題）4月20日（月）～24日（金）に健康管理のために個人的に行ったこと（体力づくり・
食事等）と感染予防のために取り組んだことをまとめなさい（例はURL参照）

（提出）上記課題について、以下の URL にアクセスするか QR コードを読み取り、内容を
入力してください。最後は必ず送信ボタンをクリックしてください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS
1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3YJP3JxBFUMUFFVDVZMVZRMVNaNDVEVFM2Q0xHRTUxNi4u

⑤ コミュニケーション英語Ⅱ（４時間分）
（課題）Part１～Part３とまとめの学習に取り組むこと。
（提出）以下の URL にアクセスするか、QR コードを読み取り、質問に答えて最後に必ず
送信して下さい。
（なお、事前に与えた課題は登校時に提出下さい。）

Lesson

単元

Part 1

Part 2

Lesson 1

Part 3

まとめ

URL
https://forms.office.com/Pages/Respo
nsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSd
TECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUNDJWS1RHT1VL
VFdCRjg0WjRNVERYRkRHNy4u

https://forms.office.com/Pages/Respo
nsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSd
THx3reeONKpHoFii6nLOOJ9UQ0hWRkVaTTg5
QklNU1NDSkM1SFVGRU5JTS4u

https://forms.office.com/Pages/Respo
nsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSd
THx3reeONKpHoFii6nLOOJ9UMTZERElaMlNa
R1QzM0Y3VlZONlJGQkJVTi4u

https://forms.office.com/Pages/Respo
nsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSd
THx3reeONKpHoFii6nLOOJ9UNFZaMEoxOUJS
TkcxUDFQUkdUQ1lITlZNQi4u

QR コード
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（解答送信〆切 4/２7（月）正午）※〆切日を過ぎると、課題の送信はできません。

⑥ 家庭総合
【１】
【２】

学習ノート： P５～７をまとめる。教科書 P１４～１９参照
自立度チェック ： QR コードからアクセスし、自立度チェックを行う。
皆さんからの回答をデータ化し、授業で使用します。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTK3oz0LfUFpDs_F4ydAad1URVNQT0g5NVdVSjNZQVMySVVEU1kzTjQwVi

【３】

4u
家事を実践する
食事（作る・片付ける）、洗濯（回す・干す・たたむ）、部屋の掃除や片付け、普段
はできない風呂掃除や窓拭き等々、家族のためにできることを考え積極的に実
践しましょう。

↓

↓

↓ ↓

↓

↓ ↓

↓

↓ ↓

↓

以下は、自己の選択している科目のみ課題に取り組んで下さい!!
（⑦から１つ（全員）、⑧から１つ、または⑧を選択していない者は⑨と⑩から１つず
つ（計２つ）になります。）

⑦ 日本史Ｂ（約４時間分）
（課題）教科書ｐ12～13 の学習
（提出）上記課題に関して、以下の URL にアクセスするか、QR コードを読み取り、質
問に各１回ずつ答えて最後に必ず送信して下さい。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJP
VSkS1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUNFpGSkVDMk
9EVTlJMEIwRkpWOExRNFkwVS4u

⑦ 地理Ｂ（約４時間分）
（課題）教科書ｐ６～11 の知識および地図帳の読み取りについての学習
（提出）上記課題終了後、以下の URL にアクセスするか、QR コードを読み取り、
質問に答えて最後に必ず送信して下さい。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVS
kS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AHtTbSMNUOEtTVU9DVDhNTzhFUTIyRDdNWFA2UThIRC4u
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新２年（文理特進ｺｰｽ）

（解答送信〆切 4/２7（月）正午）※〆切日を過ぎると、課題の送信はできません。

⑧ コース選択Ａ(化学)（５時間分）
課題内容
１

(1)教科書 P91、P93②をよく読む
(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P46 を書き込んで解く

時 (3)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境下で右欄の U R L をクリッ
間

クまたは Q R コードの読み取りを行い、

目

web 上に用意された課題を、回答期限ま
でに回答・送信する（期限 4/27(月)12:00）
(1)教科書 P91、P93②をよく読む

２

(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P47 を書き込んで解く

時 (3)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境下で右欄の U R L をクリッ
間
目

クまたは Q R コードの読み取りを行い、
web 上に用意された課題を、回答期限ま
でに回答・送信する（期限 4/27(月)12:00）
(1)教科書 P6〜P8、P14①をよく読む

３

(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P4～P5 を書き込んで解く

時 (3)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境下で右欄の U R L をクリッ
間
クまたは Q R コードの読み取りを行い、
目

web 上に用意された課題を、回答期限ま
でに回答・送信する（期限 4/27(月)12:00）

推奨

URL

本時課題テーマ「ファラデ
ーの法則」「電気分解の

https://forms.office.c

量的関係」をインターネッ
ト検索すると学習の補填
ができる映像を視聴でき
るかもしれないので、お試

om/Pages/ResponseP
age.aspx?id=IpygVJP
VSkS1vBluMOSdTMlh
4E94WUtApCSkydL2
NTBUNDhXWUFVNVB
HVDAzVDlQVUoyV1N

しください。

SUUdCMS4u

本時課題テーマ「ファラデ
ーの法則」「電気分解の
量的関係」をインターネッ

https://forms.office.c

ト検索すると学習の補填
ができる映像を視聴でき
るかもしれないので、お試
しください。
本時課題テーマ「状態変
化と熱」「分子間力」「物
質の結合と沸点・融点」を
インターネット検索すると
学習の補填ができる映像
を視聴できるかもしれない
ので、お試しください。

om/Pages/ResponseP
age.aspx?id=IpygVJP
VSkS1vBluMOSdTMlh
4E94WUtApCSkydL2
NTBUOFNYRVIxTFM5
SUFNUVdVTFBXQ0hP
TEJNRi4u
https://forms.office.c
om/Pages/ResponseP
age.aspx?id=IpygVJP
VSkS1vBluMOSdTMlh
4E94WUtApCSkydL2
NTBUMzZPUEpCVUIz
QVJaNjQxUFcySzE0U
1pTRy4u

本時課題テーマ「気圧」
「気液平衡と蒸気圧」「状
態図」をインターネット検
索すると学習の補填がで
きる映像を視聴できるか

https://forms.office.c

もしれないので、お試しく
ださい。

2OU84S1VEN1cyTlI2

本時課題テーマ「ボイルの法

https://forms.office.c

則」「シャルルの法則」「ボイ
ル・シャルルの法則」「気体の

om/Pages/ResponseP
age.aspx?id=IpygVJP

時 (3)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境下で右欄の U R L をクリッ

状態方程式」「気体の分子

VSkS1vBluMOSdTMlh

間

クまたは Q R コードの読み取りを行い、

目

web 上に用意された課題を、回答期限ま
でに回答・送信する（期限 4/27(月)12:00）

量」をインターネット検索する
と学習の補填ができる映像を

4E94WUtApCSkydL2
NTBUQlAzRVkxUktOO

視聴できるかもしれないの

FdKMTZUT0ZYWk8zS

で、お試しください。

UdPUi4u

(1)教科書 P9〜P13、P15②をよく読む
４ (2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P6～P8 を書き込んで解く
時 (3)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境下で右欄の U R L をクリッ
間

クまたは Q R コードの読み取りを行い、

目

web 上に用意された課題を、回答期限ま
でに回答・送信する（期限 4/27(月)12:00）

５

(1)教科書 P18〜P22、P28①②をよく読む
(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P9～P11 を書き込んで解く

QR コード

om/Pages/ResponseP
age.aspx?id=IpygVJP
VSkS1vBluMOSdTMlh
4E94WUtApCSkydL2
NTBUQUhHNDk4RVU
SVVTNS4u

⑧ コース選択Ａ(生物)（５時間分）
（課題）教科書ｐ２２～２７を学習する。
（提出）上記課題終了後、以下のＵＲＬにアクセスするか、QR コードを読み取り、問題に
答えなさい。最後に送信ボタンを必ず押して提出すること。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSk
S1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9URVVTSlFWSU9VRkJ
CRkxaOUFOWTJBTjBaRy4u

臨時休校中の課題②

新２年（文理特進ｺｰｽ）

（解答送信〆切 4/２7（月）正午）※〆切日を過ぎると、課題の送信はできません。

⑨ コース選択Ａ(物理基礎)（３時間分）
（課題）教科書ｐ18～21 についての学習と問題集ｐ8～9
（提出）記課題終了後、以下のＵＲＬにアクセスするか、QR コードを読み
取り、問題に答えなさい。最後に送信ボタンを必ず押して提出するこ
と。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS
1vBluMOSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVUNjdGTkk0Nk9VM1pa
VjFBSFlSTVlXTEFDQi4u

⑨ コース選択Ａ (地学基礎)（３時間分）
今回の課題はありません。次回がんばりましょう!!

⑩ コース選択Ａ (英語表現Ⅰ)（２時間分）
今回の課題はありません。次回がんばりましょう!!

⑩ コース選択Ａ (英語会話)（２時間分）
今回の課題はありません。次回がんばりましょう!!

⑩ コース選択Ａ (実用英語Ⅰ)（２時間分）
今回の課題はありません。次回がんばりましょう!!

⑩ コース選択Ａ (子ども発達と保育)（２時間分）
今回の課題はありません。次回がんばりましょう!!
みんな元気ですか？

健康チェックアンケート（週１回）

～以下の URL または QR コードを読み取って答えて下さい～

すぐ終わりますので、週に 1 回だけ送信して下さいね♪送信がない生徒は
心配です。電話連絡にて確認いたします。休校中も健康管理・感染予防に努
めてください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I
pygVJPVSkS1vBluMOSdTFlQIm5XphtJnWkSv23CLbdU
NE1IV1Q4MVdZNzc4VzQzVDhISzlZUDNFTi4u

