
臨時休校中の課題③ 新３年（情報処理ｺｰｽ） 
（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、

解答送信後に消去することがないように注意して下さい。 

①  現代文Ｂ（約２時間分） 
（課題）現代文Ｂの教科書Ｐ１５４～Ｐ１６１『どんな人になりたかったか？』の学習 

★ 全文を読む。読めない語句は、意味の分からない語句等は、各自で調べる。 

       ・各ページ下段の漢字・語句は必ず読みや意味を確認する。 

・Ｐ161 の学習ポイント、漢字レベルアップ等を教科書に解答を書いておく。 

（提出）本文の学習後、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=IpygVJPVS

kS1vBluMOSdTAquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUMEpQWVkxMVY1TDhPM

zlYWjQ1ODZSWVdFMS4u  

  

 

② 古典Ｂ（約２時間分） 
（課題）古典教科書ｐ１１２～１１５『児の飴食ひたること』の学習 

① 各自、音読（本読み）をしておく。 

② 現代語訳をノートやルーズリーフ(手に入らない場合は何でも OK）にまとめる。（イン

ターネットなどで調べてもよい。） 

③ 語句の意味を確認する。（教科書脚注の確認。p115 下段の重要語句（7 語）の意味調

べ。） 

（提出） 本文の学習後、以下の URL にアクセスするか、QR コードを読み取り、理解度チェック

を行ってください。（現代語訳と語句の意味調べは、登校時に提出してださい。） 

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

kS1vBluMOSdTCwu9B3HuSxDl-_9jDll7iJUMTdMSE5VQkpIMTFRRkp

MVk1NQ01JM1dRUS4u 

  

 

 

③ 世界史 B（約４時間分） 
（課題）教科書 14～24 ページ・ワークノート 6～12 ページを解く。 

（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=IpygVJPV

SkS1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUQlJTMlROU0FOT0pTRF

BRUEpXUE5TU1lONy4u 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUMEpQWVkxMVY1TDhPMzlYWjQ1ODZSWVdFMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUMEpQWVkxMVY1TDhPMzlYWjQ1ODZSWVdFMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUMEpQWVkxMVY1TDhPMzlYWjQ1ODZSWVdFMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTCwu9B3HuSxDl-_9jDll7iJUMTdMSE5VQkpIMTFRRkpMVk1NQ01JM1dRUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTCwu9B3HuSxDl-_9jDll7iJUMTdMSE5VQkpIMTFRRkpMVk1NQ01JM1dRUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTCwu9B3HuSxDl-_9jDll7iJUMTdMSE5VQkpIMTFRRkpMVk1NQ01JM1dRUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUQlJTMlROU0FOT0pTRFBRUEpXUE5TU1lONy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUQlJTMlROU0FOT0pTRFBRUEpXUE5TU1lONy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUQlJTMlROU0FOT0pTRFBRUEpXUE5TU1lONy4u


臨時休校中の課題③ 新３年（情報処理ｺｰｽ） 
（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。 

 

④ 数学Ⅱ（２時間分） 
（課題）教科書 P１５７～１６２、問題集 P９７（２８３）～９８（２８９）を解く。 

（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=IpygVJPV

SkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUREhCQURZRTk3NEdO

SUhCWkswREcxNEVROC4u 

 

※前回、課題の入力フォームの訂正版 

教科書 P１５０～１５６、問題集 P９２（２６７）～９６（２８２） 

前回の課題において、提示したページ及び問題と入力画面におけるページおよび問題が間違っていた

ことをお詫びいたします。申し訳ありませんが、再度、前回のページに対応した入力フォームで 

再度提出をお願いします。４/２８付けの課題は上記になります。間違えないように注意してください。 

↓    ↓   ↓   ↓   ↓    ↓   ↓   ↓   ↓    ↓   ↓   ↓ 

※教科書 P１５０～１５６、問題集 P９２（２６７）～９６（２８２）の入力フォーム 

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

kS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUREMwMEY4Wk9UVTkzO

EpXTzIxT1AyNlg1Mi4u 

 

 

 

                                                                   

⑤ 体育（３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=IpygVJPVS

kS1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3-YJP3JxBFUODdaTjRLU1lDRjVYVDd

PVFc1MUJLMEdRTS4u 

 

 

 

 

⑥ コミュニケーション英語Ⅲ（４時間分） 

（課題）教科書 10～13 ページ、および WORKBOOK 8～11 ページに取り組む。 

（提出）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     

てください。最後に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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUREhCQURZRTk3NEdOSUhCWkswREcxNEVROC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUREhCQURZRTk3NEdOSUhCWkswREcxNEVROC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUREhCQURZRTk3NEdOSUhCWkswREcxNEVROC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUREMwMEY4Wk9UVTkzOEpXTzIxT1AyNlg1Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUREMwMEY4Wk9UVTkzOEpXTzIxT1AyNlg1Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUREMwMEY4Wk9UVTkzOEpXTzIxT1AyNlg1Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3-YJP3JxBFUODdaTjRLU1lDRjVYVDdPVFc1MUJLMEdRTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3-YJP3JxBFUODdaTjRLU1lDRjVYVDdPVFc1MUJLMEdRTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3-YJP3JxBFUODdaTjRLU1lDRjVYVDdPVFc1MUJLMEdRTS4u


臨時休校中の課題③ 新３年（情報処理ｺｰｽ） 
（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。 

 

Lesson 単元 URL QRコード 

Lesson3 

QUIZ ① 

https://forms.office.com/Pages/Response

Page.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN

9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUNzdTVFVYOVRCT

DBPUEM5NlRKMVY1SkpDTy4u 
 

QUIZ ② 

https://forms.office.com/Pages/Response

Page.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTA

a6bvKWA_BHnJAscXEXiLpUMkpTUjNNTUV

WTTlYNTFaM0FNUzdDSkJZTy4u 
 

Lesson4 

QUIZ ① 

https://forms.office.com/Pages/Response

Page.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN

9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUMUlTUEpTRk9EU

ks4T1dLTjdQMkFCVEczMi4u 
 

QUIZ ② 

https://forms.office.com/Pages/Response

Page.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTA

a6bvKWA_BHnJAscXEXiLpURFRTSVdVUlI3

TkJURENWRE5DTjVPTDdXOC4u 
 

⑦ 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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNjY

841AXQBGv52pMMk59PxUMzQ5V05VMVpaT1JUWURZOEtZRFlZSDJZUS4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUNzdTVFVYOVRCTDBPUEM5NlRKMVY1SkpDTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUNzdTVFVYOVRCTDBPUEM5NlRKMVY1SkpDTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUNzdTVFVYOVRCTDBPUEM5NlRKMVY1SkpDTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUNzdTVFVYOVRCTDBPUEM5NlRKMVY1SkpDTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpUMkpTUjNNTUVWTTlYNTFaM0FNUzdDSkJZTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpUMkpTUjNNTUVWTTlYNTFaM0FNUzdDSkJZTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpUMkpTUjNNTUVWTTlYNTFaM0FNUzdDSkJZTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpUMkpTUjNNTUVWTTlYNTFaM0FNUzdDSkJZTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUMUlTUEpTRk9EUks4T1dLTjdQMkFCVEczMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUMUlTUEpTRk9EUks4T1dLTjdQMkFCVEczMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUMUlTUEpTRk9EUks4T1dLTjdQMkFCVEczMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUMUlTUEpTRk9EUks4T1dLTjdQMkFCVEczMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpURFRTSVdVUlI3TkJURENWRE5DTjVPTDdXOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpURFRTSVdVUlI3TkJURENWRE5DTjVPTDdXOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpURFRTSVdVUlI3TkJURENWRE5DTjVPTDdXOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpURFRTSVdVUlI3TkJURENWRE5DTjVPTDdXOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxUMzQ5V05VMVpaT1JUWURZOEtZRFlZSDJZUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxUMzQ5V05VMVpaT1JUWURZOEtZRFlZSDJZUS4u


臨時休校中の課題③ 新３年（情報処理ｺｰｽ） 
（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。 

 

⑧ ビジネス情報（３時間分） 
（課題）前回(課題②)と同じ課題とします!!※課題②で調べ学習後に、送信した生徒は送信不

要です。 

自己の就きたい職業や興味のある職業について、本やネットワークを通じて情報を収

集してください。また、その職業を選択した理由などについて自己の考えや思いをまと

めてください。 

➀就きたい職業や興味のある職業 ➁その職業の魅力は何だと考えますか。  

➂就きたい職業の仕事内容（箇条書き、複数可） 

➃年収や月給など（地域差があるので、沖縄か全国平均など絞って調査） 

⑤その職業に就くための条件や資格にはどのようなものがあるか。 

⑥どのような人（どんな力を持っている人）が向いているか。 

⑦その職業に就きたいと考えた理由（きっかけなど） 

⑧その職業に就くために、あなたが現在できることは何か。またそれに向けて努力したいこと

などをまとめなさい。 

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

SkS1vBluMOSdTB6k8nn_5ntArfDHgOw-yhdUNUJETkEzNzZNRlJJ

RlVVMjJQT1hSTk9CTS4u 

 

 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  

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!! 

（⑨から１つ、⑩から１つ、⑪から１つになります。＊が付いている科目は⑩と⑪の内容は

同じです。どちらかで１つに取り組んで下さい。） 

 

⑨ 数学探究（約２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ください。 

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_3-12_mathtankyu.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=IpygVJPVSkS1vBlu

MOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUODhYWVlHUE40NTBTMlRaSEN

QNFFTVTVKNS4u 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTB6k8nn_5ntArfDHgOw-yhdUNUJETkEzNzZNRlJJRlVVMjJQT1hSTk9CTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTB6k8nn_5ntArfDHgOw-yhdUNUJETkEzNzZNRlJJRlVVMjJQT1hSTk9CTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTB6k8nn_5ntArfDHgOw-yhdUNUJETkEzNzZNRlJJRlVVMjJQT1hSTk9CTS4u
http://www.ginowan-h.open.ed.jp/200427_3-12_mathtankyu.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUODhYWVlHUE40NTBTMlRaSENQNFFTVTVKNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUODhYWVlHUE40NTBTMlRaSENQNFFTVTVKNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUODhYWVlHUE40NTBTMlRaSENQNFFTVTVKNS4u


臨時休校中の課題③ 新３年（情報処理ｺｰｽ） 
（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。 

 

⑨ 物理基礎（約２時間分） 
（課題）教科書ｐ20～21についての学習と問題集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。 

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

kS1vBluMOSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVURVNTRzg3VVNR

REZQVjM5MFg3WkZZME9PUC4u 

 

⑨ 化学総合（約２時間分） 

 課題内容 URL QRコード 

１

時

間

目 

(1)you tubeで本時課題テーマ「ファラデーの法則」「電気分解の量的関係」

を検索し、映像を視聴して学習する。（教科書がないためぜひ視聴して） 

(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P46を書き込んで解く。 

(3)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境下で右欄の U R Lをクリックまたは 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 5/4(月)12:00） 

https://forms.office.com

/Pages/ResponsePage.as

px?id=IpygVJPVSkS1vBl

uMOSdTMlh4E94WUtAp

CSkydL2NTBUMjVTQTUx

U1RYMVBLQlk5UlE0V0h

YN1JVUy4u 
 

２

時

間

目 

(1)you tubeで本時課題テーマ「ファラデーの法則」「電気分解の量的関係」

を検索し、映像を再度視聴して学習する。（教科書がないためぜひ視聴して） 

(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P47を書き込んで解く。 

(3)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境下で右欄の U R Lをクリックまたは 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 5/4(月)12:00） 

https://forms.office.com

/Pages/ResponsePage.as

px?id=IpygVJPVSkS1vBl

uMOSdTMlh4E94WUtAp

CSkydL2NTBURThaTUxB

U0FYUVcxVzdLMzlYTDV

NNTdUUi4u 

 

⑨ 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。 

⑨ 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。 

⑩ 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。 

⑩ 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。 

⑩ 自選Ⅰ（化学総合）（約２時間分） 

 課題内容 URL QRコード 

１

時

間

目 

(1)you tubeで本時課題テーマ「ファラデーの法則」「電気分解の量的関係」を検

索し、映像を視聴して学習する。（教科書がないためぜひ視聴して） 

(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P46を書き込んで解く。 

(3)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境下で右欄の U R Lをクリックまたは 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 5/4(月)12:00） 

https://forms.office.c

om/Pages/ResponsePa

ge.aspx?id=IpygVJPV

SkS1vBluMOSdTMlh4

E94WUtApCSkydL2NT

BUMjVTQTUxU1RYMV

BLQlk5UlE0V0hYN1JV

Uy4u 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVURVNTRzg3VVNRREZQVjM5MFg3WkZZME9PUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVURVNTRzg3VVNRREZQVjM5MFg3WkZZME9PUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVURVNTRzg3VVNRREZQVjM5MFg3WkZZME9PUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUMjVTQTUxU1RYMVBLQlk5UlE0V0hYN1JVUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUMjVTQTUxU1RYMVBLQlk5UlE0V0hYN1JVUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUMjVTQTUxU1RYMVBLQlk5UlE0V0hYN1JVUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUMjVTQTUxU1RYMVBLQlk5UlE0V0hYN1JVUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUMjVTQTUxU1RYMVBLQlk5UlE0V0hYN1JVUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUMjVTQTUxU1RYMVBLQlk5UlE0V0hYN1JVUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUMjVTQTUxU1RYMVBLQlk5UlE0V0hYN1JVUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBURThaTUxBU0FYUVcxVzdLMzlYTDVNNTdUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBURThaTUxBU0FYUVcxVzdLMzlYTDVNNTdUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBURThaTUxBU0FYUVcxVzdLMzlYTDVNNTdUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBURThaTUxBU0FYUVcxVzdLMzlYTDVNNTdUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBURThaTUxBU0FYUVcxVzdLMzlYTDVNNTdUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBURThaTUxBU0FYUVcxVzdLMzlYTDVNNTdUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBURThaTUxBU0FYUVcxVzdLMzlYTDVNNTdUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUMjVTQTUxU1RYMVBLQlk5UlE0V0hYN1JVUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUMjVTQTUxU1RYMVBLQlk5UlE0V0hYN1JVUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUMjVTQTUxU1RYMVBLQlk5UlE0V0hYN1JVUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUMjVTQTUxU1RYMVBLQlk5UlE0V0hYN1JVUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUMjVTQTUxU1RYMVBLQlk5UlE0V0hYN1JVUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUMjVTQTUxU1RYMVBLQlk5UlE0V0hYN1JVUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUMjVTQTUxU1RYMVBLQlk5UlE0V0hYN1JVUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUMjVTQTUxU1RYMVBLQlk5UlE0V0hYN1JVUy4u


臨時休校中の課題③ 新３年（情報処理ｺｰｽ） 
（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。 

 

２

時

間

目 

(1)you tubeで本時課題テーマ「ファラデーの法則」「電気分解の量的関係」を検

索し、映像を再度視聴して学習する。（教科書がないためぜひ視聴して） 

(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P47を書き込んで解く。 

(3)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境下で右欄の U R Lをクリックまたは 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 5/4(月)12:00） 

https://forms.office.c

om/Pages/ResponsePa

ge.aspx?id=IpygVJPV

SkS1vBluMOSdTMlh4

E94WUtApCSkydL2NT

BURThaTUxBU0FYUV

cxVzdLMzlYTDVNNTd

UUi4u 

 

 

⑩ 自選Ⅰ（音楽Ⅲ）（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 自選Ⅰ（美術Ⅲ）（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 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。 

⑩ 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。 

⑩ 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。 

⑩*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=IpygVJPVSkS

1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBNEVKVlNVQ

TBLOEswVENIMC4u 

 

 

⑪*自選Ⅱ（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=IpygVJPVSkS

1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBNEVKVlNVQ

TBLOEswVENIMC4u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBURThaTUxBU0FYUVcxVzdLMzlYTDVNNTdUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBURThaTUxBU0FYUVcxVzdLMzlYTDVNNTdUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBURThaTUxBU0FYUVcxVzdLMzlYTDVNNTdUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBURThaTUxBU0FYUVcxVzdLMzlYTDVNNTdUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBURThaTUxBU0FYUVcxVzdLMzlYTDVNNTdUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBURThaTUxBU0FYUVcxVzdLMzlYTDVNNTdUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBURThaTUxBU0FYUVcxVzdLMzlYTDVNNTdUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBURThaTUxBU0FYUVcxVzdLMzlYTDVNNTdUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBNEVKVlNVQTBLOEswVENIMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBNEVKVlNVQTBLOEswVENIMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBNEVKVlNVQTBLOEswVENIMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBNEVKVlNVQTBLOEswVENIMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBNEVKVlNVQTBLOEswVENIMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBNEVKVlNVQTBLOEswVENIMC4u


臨時休校中の課題③ 新３年（情報処理ｺｰｽ） 
（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。 

 

⑪ 自選Ⅱ（数学 B）（約２時間分） 
（課題）教科書ｐ8 問１～ ｐ14 問 10の学習 

数学 B選択者の中には、教科書を購入できなかった生徒が数名います。  

教科書の内容の一部を PDF ファイルで以下に貼り付けていますので、それを確認して

問題を解いてください。 

（教科書データ http://www.ginowan-h.open.ed.jp/200427_3-12_mathb_textbook.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=IpygVJPVS

kS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUOUhLSlhPMEpaU0tPM

FVaVlE5VUo1M1gwVS4u 

 

⑪ 自選Ⅱ（生物総合）（約２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。 

内
容 

①問題集「看護系受験問題集生物基礎＋生物」のｐ２～３の空欄［１］～［１６］

に直接答えを記入する。 

②ｐ４～５の問１～問４の問題を見ながら、以下に問題の解答だけを入力してく

ださい。 

 

参
考 

教科書「生物基礎」ｐ１８～２５ 

Ｕ
Ｒ
Ｌ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQn

m89ueBEnEwyyv1rkX9UNFFMVVRFREtVVFNNVlhYWTZOVTA4VkwwNS4u  

 

⑪ 自選Ⅱ（郷土の音楽）（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。 

⑪ 自選Ⅱ（沖縄の美術工芸）（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。 

⑪ 自選Ⅱ（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。 

⑪ 自選Ⅱ（子どもの発達と保育）（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。 

 

http://www.ginowan-h.open.ed.jp/200427_3-12_mathb_textbook.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUOUhLSlhPMEpaU0tPMFVaVlE5VUo1M1gwVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUOUhLSlhPMEpaU0tPMFVaVlE5VUo1M1gwVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUOUhLSlhPMEpaU0tPMFVaVlE5VUo1M1gwVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UNFFMVVRFREtVVFNNVlhYWTZOVTA4VkwwNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UNFFMVVRFREtVVFNNVlhYWTZOVTA4VkwwNS4u


臨時休校中の課題③ 新３年（情報処理ｺｰｽ） 
（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。 

 

⑪ 自選Ⅱ（手芸）（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。 

⑪ 自選Ⅱ（簿記）（約２時間分） 

「簿記」について、本やネットワークを通じて情報を収集して調べた内容を以下のＵＲＬか

ＱＲコードにアクセスして入力してください。 

① 簿記を学ぶメリットは何だろう。インターネット等を活用して調べてみましょう。 

 ➁ 簿記はどんな人に人気？簿記の資格が活かせる仕事とは。インターネット等を活用して調べて

みましょう。 

  ➂ 簿記って何だろう。インターネット等を活用して簿記の意味を調べてみよう。 

  ➃ 簿記の目的は３つあります。インターネット等を活用して簿記の目的を調べよう。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOS

dTKAPuRKylxpEiCrAJDwyZvxURDU3MkFHSUhMVk5RUlhLR0FONlRWTjcwMS4u 

 

 

 

 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。 

みなさんの様子を知ることができて、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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFlQIm

5XphtJnWkSv23CLbdUN1g2TEZZSkFUV0owQUtXMTk0S1FUUVFDWi4u 

 
 

 

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=IpygVJPVSk

S1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxURFBCM0NHOVdNRlM3

MERDQkZKN0dKTDVURy4u 

 ↓ 以下に進路担当者からの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。↓ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKAPuRKylxpEiCrAJDwyZvxURDU3MkFHSUhMVk5RUlhLR0FONlRWTjcwMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKAPuRKylxpEiCrAJDwyZvxURDU3MkFHSUhMVk5RUlhLR0FONlRWTjcwMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFlQIm5XphtJnWkSv23CLbdUN1g2TEZZSkFUV0owQUtXMTk0S1FUUVFDWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFlQIm5XphtJnWkSv23CLbdUN1g2TEZZSkFUV0owQUtXMTk0S1FUUVFDWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxURFBCM0NHOVdNRlM3MERDQkZKN0dKTDVURy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxURFBCM0NHOVdNRlM3MERDQkZKN0dKTDVURy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxURFBCM0NHOVdNRlM3MERDQkZKN0dKTDVURy4u


臨時休校中の課題③ 新３年（情報処理ｺｰｽ） 
（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。 

 

 

令和 2年度 第一回 進路希望調査（前回未回答者対象） 
～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=IpygVJPV

SkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUOUQ4NVJMTEdFMUo

3RlI4VzRNNjBXSVhONi4u 

 

以上で、今回の課題➂とアンケートは終了です。   大変お疲れ様でした♪ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUOUQ4NVJMTEdFMUo3RlI4VzRNNjBXSVhONi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUOUQ4NVJMTEdFMUo3RlI4VzRNNjBXSVhONi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUOUQ4NVJMTEdFMUo3RlI4VzRNNjBXSVhONi4u

