臨時休校中の課題②

新３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）志望理由書（未定の生徒は自己アピール文）課題の振り返り・見直し・自己評価
（提出）志望理由書（自己アピール文）について、以下 URL にアクセスするか、QR
コードを読み取り、回答を送信してください。（完成した志望理由書・自己
アピール文は登校時に提出してください。）
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ipyg
VJPVSkS1vBluMOSdTCwu9B3HuSxDl_9jDll7iJUOEJBVFE3OUpWN000TUVZMzFUOVNWM1M5VC4u

② 世界史 B（約４時間分）
※ 参考 ：ワークノート 6～12 ページ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ipyg
VJPVSkS1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUNE1CN0dUT
FpNOTlIOUFHOVZQSkRFMEQ0WS4u

③ コミュニケーション英語Ⅲ（４時間分）
Lesson

単元
QUIZ ①

Lesson1

URL
https://forms.office.com/Pages/Respons
ePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOS
dTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUNk5JWkFF
Sjc0Wks0NURFMklWTzA5WFNGSy4u

QUIZ ②

https://forms.office.com/Pages/Respons
ePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOS
dTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpUNlRHWE
5KUExXNjJYTzNMN1EyVlRWRlBUWC4u

QUIZ ①

https://forms.office.com/Pages/Respons
ePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOS
dTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUQ041SFg3
M0JYS1YzUUdQWlNNQVhXOTUzTS4u

QUIZ ②

https://forms.office.com/Pages/Respons
ePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOS
dTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpUOU01SjI
4UFFWRDA4SjZHQjM5NzFYWkpFRi4u

Lesson2

QR コード

臨時休校中の課題②

新３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 家庭総合（休校中）
「ホームプロジェクト」を行い、レポート用紙等に記録をとっておいて下さい。
休校明けに記録を提出してもらいます。写真等は家庭で印刷できない場合は、データとして
保存しておいて下さい。
「ホームプロジェクト」とは・・・家庭生活の中から課題をみつけ、その課題解決に向けての手立てを考
え、計画を立て、実行に移すことです。
以下の手順で記録をとっておいて下さい。
①＜テーマ＞身の回りで困っていること、又は、生活改善に向けて自分に必要なことをテーマにする。
②＜テーマ設定の理由＞何故、このテーマにしたのか、理由を述べる。
③＜実施計画＞方法、手順など
④＜実践の記録＞
⑤＜反省・評価＞反省を踏まえて、また、③実施計画を見直し、新たな手法で④実践してみる。
「ホームプロジェクト」は、2 年生の夏休みに宿題としてだされたものです。昨年のテーマを引き続き継
続しても良し、まったく新しいテーマで取り組んでもかまいません。
＊ 課題ですので、評価に入れます。
最後に、こちらの食生活についての設問に答えてください。

↓

下の URL でも右の QR コードどちらでも OK です。→

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdT
NjY841AXQBGv52pMMk59PxUMzQ5V05VMVpaT1JUWURZOEtZRFlZSDJZUS4u

⑤ 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

臨時休校中の課題②

新３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。

↓

↓

↓ ↓

↓

↓ ↓

↓

↓ ↓

↓

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!!
（⑥、⑦、⑧からそれぞれ１つ、⑨から１つまたは⑨を選択していない者は⑩から２つになります。

⑥ 数学Ⅲ（約５時間分）
教科書 P８～１９、問題集 P４（６）～１０（２５）
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJP
VSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUQUwyOVVTUE0yW
lA5RDdJMTNFRUUxR0dXVS4u

⑥ 数学探究（約３時間分）
（課題）次のデータ（No1～No9）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_mathtankyu33.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=IpygV
JPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUOFdRUE5QS
EY1TjREQ04zTDVLMU5LSlRVTi4u

⑦ 物理基礎 （２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=IpygV
JPVSkS1vBluMOSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVURFAxWlpLSF
dPTlY0WTZZQzBFQkJCMjRSUi4u

⑦ 地学基礎 （２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

⑦ 生物総合（約２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

⑦ 英語表現Ⅰ（約２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。
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新３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。

⑦ 英語会話（約２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

⑧ 自選Ⅰ（国語表現）（約２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

⑧ 自選Ⅰ（沖縄の歴史）（約２時間分）
※ 参考 ：教科書 6～10 ページ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJP
VSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AHtTbSMNUQVg5TkxJQ1BUQjhVNElNOUlRM0RDUDlCWC4u

⑧ 自選Ⅰ（実践数学）（約２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

⑧ 自選Ⅰ（化学総合）（約２時間分）
課題内容
(1)1,2 年のときに使った化学基礎の教科書
１

P145～P148 をよく読む

時 (2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P40～P43 を書き込んで解く
間 (3)右欄の URL または QR コードからアン
目
ケート回答を送信する
(4)次週に web で課題に解答してもらいます
(1)1,2 年のときに使った化学基礎の教科書
２

P150～P153 をよく読む

時 (2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P44～P45 を書き込んで解く
間 (3)右欄の URL または QR コードからアン
目

ケート回答を送信する
(4)次週に web で課題に解答してもらいます

推奨
本時課題テーマ「ボルタ電
池」「ダニエル電池」「鉛蓄電
池」「燃料電池」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。

本時課題テーマ「電気分
解」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。

⑧ 自選Ⅰ（書道Ａ）（約２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

⑧ 自選Ⅰ（応用英語）（約２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

⑧ 自選Ⅰ（中国語Ⅰ）（約２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

⑧ 自選Ⅰ（実用調理）（約２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

URL
https://forms.office.c
om/Pages/ResponseP
age.aspx?id=IpygVJP
VSkS1vBluMOSdTMlh
4E94WUtApCSkydL2
NTBUQVRaVVhDM0xF
NDJJRzY0S01GWjFQ
OUtMMi4u
https://forms.office.c
om/Pages/ResponseP
age.aspx?id=IpygVJP
VSkS1vBluMOSdTMlh
4E94WUtApCSkydL2
NTBUN1FOT0ZUNUV
YUFcyRU5PSDlIQVdE
MjVRRi4u

QR コード

臨時休校中の課題②

新３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 自選Ⅰ（表現メディアの編集と表現）（約２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

⑨ コース選択Ｂ（物理）（約４時間分）
（課題）教科書ｐ26～33 までを読んで問いを解いて以下の方法で提出。
（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=Ipyg
VJPVSkS1vBluMOSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVUQUJaOTl
HRFQ1SDM2VjNKTDJSRkJWRDNLOS4u

⑨ コース選択Ｂ（化学）（約４時間分）
課題内容
(1)教科書 P91、P93②をよく読む
１ (2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P46～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

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）

2

(1)教科書 P6〜P8、P14①をよく読む
(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）
(1)教科書 P9〜P13、P15②をよく読む

3

(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）
(1)教科書 P18〜P22、P28①②をよく読む

4

(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P9～P11 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）

推奨

URL

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
ト検索すると学習の補填

https://forms.office.c

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
NTBUMkEwRTRYRkR
HTU9JRDBMNk5ORjB
FSFRWQS4u

本時課題テーマ「状態変

https://forms.office.c

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

om/Pages/ResponseP

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「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
もしれないので、お試しく

age.aspx?id=IpygVJP
VSkS1vBluMOSdTMlh
4E94WUtApCSkydL2
NTBUMjRVSEkyN0VH
M0lMMTZINjRPODVO
MUlSTS4u
https://forms.office.c
om/Pages/ResponseP
age.aspx?id=IpygVJP
VSkS1vBluMOSdTMlh
4E94WUtApCSkydL2
NTBURjVGMDJOUzJC
M0szMkJBWVBWMkN

ださい。

NU0NOTi4u

本時課題テーマ「ボイルの法
則」「シャルルの法則」「ボイ

https://forms.office.c
om/Pages/ResponseP

ル・シャルルの法則」「気体の

age.aspx?id=IpygVJP

状態方程式」「気体の分子
量」をインターネット検索する

VSkS1vBluMOSdTMlh
4E94WUtApCSkydL2

と学習の補填ができる映像を

NTBUN1cyWFRCUjlQ

視聴できるかもしれないの

MUtTNUIxSktTOVZW

で、お試しください。

SVBQRi4u

QR コード

臨時休校中の課題②

新３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Ｂ（生物）（約４時間分）
○教科書 ｐ２２～２７ 参照
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ipy
gVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UQ0JaR
Tc0N0pHT1pXMDBCTU1KNUhEMU1GRC4u

⑨ コース選択Ｂ（地学）（約４時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

⑩ コース選択Ｂ（国語表現）（約２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

⑩ コース選択Ｂ（実践古典）（約２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

⑩ コース選択Ｂ（現代社会研究）（約２時間分）
※ 参考 ：ステップアップノート 28～32 ページ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ip
ygVJPVSkS1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUQlpMR
kUxRU5HMDk2NUtHOFJaSkdKMDBISy4u

⑩ コース選択Ｂ（実用英語）（約２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

⑩ コース選択Ｂ（応用英語）（約２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

⑩ コース選択Ｂ（情報処理）（約２時間分）
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。

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

