臨時休校中の課題③

新２年（普通ｺｰｽ）

（解答送信〆切５/４(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）☆教科書『古典 B』p38『徒然草』「丹波に出雲といふ所あり」の本文(リード文含む)を丁
寧な字でノートへ写本する。
☆本文の口語訳(現代語訳)をする。口語訳文を写本した本文の隣行に書きなさい。(分か
らない単語等がある場合は、教科書下部の語釈や古語辞典、インターネット等を活用し
て調べても良い)

（提出）☆古文の品詞分類表の穴埋め：QR コードを読み取って行って下さい。(QR コード読み取
りができない生徒は、下記にある URL を直接入力して問題に取り組んで下さい。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ipyg
VJPVSkS1vBluMOSdTDa5aME3nPZOp5JzcG198kxUQlc5Q0N
LQ1hCS0VISUQ2MktTQkpaVU0zNi4u

② 数学Ⅱ（４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/200427_2-123456_math.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=Ipyg
VJPVSkS1vBluMOSdTNzWgd7f-0ZFowvvq9xX3hUN1dOQ0hJVlJMSlE0QUVDTjVPRVdUN1RCOS4u

※休校中の課題①②（解答） 以下のＵＲＬを選択して確認ください。
（ http://www.ginowan-h.open.ed.jp/200427_2-123456_math_kaitou.pdf ）

③ 家庭総合
【１】

学習ノート： P５～７をまとめる。教科書 P１４～１９参照

【２】

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=Ip
ygVJPVSkS1vBluMOSdTK3oz0LfUFpDs_F4ydAad1URVNQT0g5NVdVSjNZQVMySVVEU1kzTjQwVi4u
【３】

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
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（解答送信〆切５/４(月)正午）※〆切日を過ぎると、課題の送信はできません。
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。

④ 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。）

２年 English Communication Ⅱ （４時間分）（4/27）
Lesson

URL

単元
Part
1

Part
2
２
Part
3

まとめ

QR コード

https://forms.office.com/Pages/Response
Page.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZt
NmRaROvtVaQ_YKtexUOTlFTDNXSFBZV1ZGV0dRU
ElOQUQ0OTI4Qy4u
https://forms.office.com/Pages/Response
Page.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZt
NmRaROvtVaQ_YKtexUNVNXRjFXS1ROWU0yVDVJS
kRUSFBYWjlIRi4u
https://forms.office.com/Pages/Response
Page.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZt
NmRaROvtVaQ_YKtexUMUZLM1dOWjE3VUpDQUE2M
Vg4V0ZNVlBZNC4u
https://forms.office.com/Pages/Response
Page.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZt
NmRaROvtVaQ_YKtexUOFk1Q0dGUlhKQkdIR1ROM
k5WRjQ3MjFWQS4u

⑤ 保健（１時間分）
（課題）教科書ｐ66～67「性への関心・欲求と性行動」の学習後、保健ノートｐ64 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=Ip
ygVJPVSkS1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3YJP3JxBFUQzRUTU8yUlJWSk1MMzMxMFRTMFVVN0xaTi4
u
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⑥ 体育（２時間分）
（課題）4月27日（月）～5月1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=Ipy
gVJPVSkS1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3YJP3JxBFUODdaTjRLU1lDRjVYVDdPVFc1MUJLMEdRTS4u

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓

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（全員）、⑨から１つまたは⑨を選択していない者
は⑩と⑪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 16～17 ページの学習
（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=IpygVJ
PVSkS1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUQVRZUEkxRlYxT
DJXWlBOWU4zNzNFNzUyQS4u

⑦ 地理 B（約２時間分）
（課題）教科書 6～11 ページの学習
（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=IpygVJ
PVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AHtTbSMNURUNGRDlLMlExTFI4NkRUVDdITDBMVFVTRy4u

⑧ 芸術(音楽Ⅱ)（２時間分）
（課題）校歌の歌詞を覚え、歌えるようにする。
(音源、歌詞は、下記の URL または QR コードにアクセスしてください。)
（提出）最後に取り組み状況について、下記 URL または QR コードを読み取って自己評価
を行い送信ボタンを押してください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygV
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（解答送信〆切５/４(月)正午）※〆切日を過ぎると、課題の送信はできません。
JPVSkS1vBluMOSdTOSXlhvH5C1OofUK0dc6y5UQ0w3NjgyOUhXWEwwMEdKN0JRNEk4QzQzQS4u

⑧ 芸術(美術Ⅱ)（２時間分）
(課題) 教科書ｐ５６～５７『色を深く知ろう』
(提出) 上記の課題についてＵＲＬにアクセスするか、以下のＱＲコードを読み取り、回答を送信
してください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSk
S1vBluMOSdTBXqNbrDY15Jtek2x6a5qa1UNFRUOFpQUTRBRUVIQzR
OTFpXS0RBSE5EQy4u

⑧芸術(書道Ⅱ)（２時間分）
(課題) 教科書ｐ１５『篆書』ｐ４６『蜀素帖』を手本にＡ４～Ｂ４の用紙に鉛筆かボールペンで書きな
さい。文字は手本をまねて同じ位の大きさで書くこと。

(提出) 上記の課題についてＵＲＬにアクセスするか以下のＱＲコードを読み取り、取り組み後の自
己評価を送信すること。課題は授業再開時に提出すること。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSk
S1vBluMOSdTBXqNbrDY15Jtek2x6a5qa1UOUtQQUtXUzlRN0ZLTUh
UWUNGVklIQUdDNi4u

⑨ コース選択Ａ(化学)（５時間分）
課題内容

推奨

(1)教科書 P23～P24、P28②をよく読む
１

(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P12～P13 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

you tube で本時課題テー
マ「混合気体」を検索すると
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

２ (2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P12、P14 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 5/4(月)12:00）

３

(1)教科書 P32〜P33、P48①をよく読む
(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P15～P16 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 5/4(月)12:00）

４

(1)教科書 P34〜P35、P48①をよく読む

時 (2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P15～P17 を書き込んで解く
間 (3)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境下で右欄の U R L をクリッ
目

クまたは Q R コードの読み取りを行い、

https://forms.office.co
m/Pages/ResponsePage
.aspx?id=IpygVJPVSkS
1vBluMOSdTMlh4E94W
UtApCSkydL2NTBUQzh
LWjVSVE5CU0VLQURT
MkpQQ0pNV1lGTC4u

でに回答・送信する（期限 5/4(月)12:00）
(1)教科書 P25～P26、P29③をよく読む

URL

you tube で本時課題テー
マ「水上置換と蒸気圧」「理
想気体と実在気体」を検索
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

https://forms.office.co
m/Pages/ResponsePage
.aspx?id=IpygVJPVSkS
1vBluMOSdTMlh4E94W
UtApCSkydL2NTBURDB
XRTBJMEkxMk0yMzVQ
MFBLSE5ZWDNGMC4u
https://forms.office.co

you tube で本時課題テー

m/Pages/ResponsePage

マ「物質の溶解」を検索する
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

.aspx?id=IpygVJPVSkS

you tube で本時課題テー
マ「固体の溶解度」「水和水
を含む結晶・質量モル濃度」
を検索すると学習の補填が

https://forms.office.co

1vBluMOSdTMlh4E94W
UtApCSkydL2NTBUOEl
BNlFROVdXODlCNjJBT
DExQ0QzR1pGMy4u

m/Pages/ResponsePage
.aspx?id=IpygVJPVSkS
1vBluMOSdTMlh4E94W
UtApCSkydL2NTBUMEh

QR コード
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web 上に用意された課題を、回答期限ま

できる映像を視聴できるか

CVkVSSzY3Sk1XME44

でに回答・送信する（期限 5/4(月)12:00）

もしれないので、お試しくだ
さい

MTJHSTNHS0xTNi4u

(1)教科書 P35〜P36、P48①②をよく読む
５ (2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P18～P19 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

you tube で本時課題テーマ
「濃度の表し方 I」「濃度の表し
方 II」「水和水を含む結晶・質
量モル濃度」を検索すると学習

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

るかもしれないので、お試しくだ

でに回答・送信する（期限 5/4(月)12:00）

さい

の補填ができる映像を視聴でき

https://forms.office.co
m/Pages/ResponsePage
.aspx?id=IpygVJPVSkS
1vBluMOSdTMlh4E94W
UtApCSkydL2NTBUMUp
ISkpaQzJWT0pKQ0pSM
DNVRE0wTDJQQy4u

⑨ コース選択Ａ(生物)（５時間分）
（提出）以下の課題終了後、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。
内 問題集「リード Light ノート」のｐ１８の問１４～問１６の問題を見なが
容

ら解答だけを入力してください。

参 教科書ｐ２８～３１
考
Ｕ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluM
Ｒ
Ｌ

OSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9URVRIVkY5MkVUWVBHOFNTRzcyNlJSNTI0Ti
4u

⑩ コース選択Ａ(物理基礎)（３時間分）
（課題）教科書ｐ20～23 についての学習とネオパルノートｐ10～11
（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=IpygVJ
PVSkS1vBluMOSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVUODA3UEFVOEI
yRFkyU082TldIMVFYSDlXSC4u

⑩ ＊コース選択Ａ (地学基礎)（３時間分）
（課題）啓林館出版 地学基礎 改訂版 の P27～36 「第 2 節 地震」の学習
（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。送信して下さい。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ipy
gVJPVSkS1vBluMOSdTAl001PyiwRDuQm9c89vAINURTk5Rk
VPUFpVU1hPVzFTTkwwTzFROTY5SS4u
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⑪ ＊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!!

⑪ ＊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!!

⑪ ＊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!!

⑪ ＊コース選択Ａ (子どもの発達と保育)（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!!
2 回目！！みんな元気ですか？

健康チェック（週に 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～
1 回目の健康チェックへのご協力ありがとうございました。
みなさんの様子が知ることができて、とても安心しました(*^_^*)
登校再開にあたり、大切な質問もありますので、2 回目も必ず回答
してくださいね！ 1 分くらいで終わりますよ♪
送信のない生徒は心配なので、電話連絡にて確認します。
ゴールデンウィーク中も健康管理、感染予防にご協力をお願いします。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTF
lQIm5XphtJnWkSv23CLbdUN1g2TEZZSkFUV0owQUtXMTk0S1FUUVFDWi4u

兄弟・姉妹アンケート（重要）
兄弟・姉妹のいる全ての生徒は、次のアンケートに答えて 1 人１回送信して下さい。
～PTA 会費の徴収金に関わります～
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS
1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxURFBCM0NHOVdNRlM3ME
RDQkZKN0dKTDVURy4u
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↓ 以下に進路担当よりアンケートがあります。回答を忘れないようにして下さい。↓

令和 2 年度 第一回 進路希望調査（全員対象）

～以下の URL を選択するか、スマートフォン等でＱＲコードを読み取って回答する～
○生徒の皆さんは必ず全員この調査を受けて下さい。（所要時間 約５分）
○一人一回です。※送信できたら、
「送信されました」のメッセージが出ます。
○ネット環境がないまたは期限内に未送信の場合は、臨時休校開けの登校時に（放課後を利

用して）答えてください。
○受ける際は、必ず学年・組・番号の４桁の数字と名前（カタカナで入力）をお願いします。
４桁の数字の例） １年４組 ４５番 → １４４５
○５/６（水）17：00 までに入力して下さい。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJ
PVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AHtTbSMNUOUQ4NVJMTEdFMUo3RlI4VzRNNjBXSVhONi4u

以上で、今回の課題➂とアンケートは終了です。

大変お疲れ様です♪

