
臨時休校中の課題③ 新３年（ｽﾎﾟｰﾂ健康ｺｰｽ） 
（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（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 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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdT

Eoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUREhCQURZRTk3NEdOSUhCWkswREcxNEVROC4u 

                                                      

※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） 

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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUREhCQURZRTk3NEdOSUhCWkswREcxNEVROC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUREhCQURZRTk3NEdOSUhCWkswREcxNEVROC4u


臨時休校中の課題③ 新３年（ｽﾎﾟｰﾂ健康ｺｰｽ） 
（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。 

 

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（訂正版） 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSd

TEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUREMwMEY4Wk9UVTkzOEpXTzIxT1AyNlg1Mi4u 

                                                                   

 

 

 

④ 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。 

 

Lesson 単元 URL QRコード 

Lesson3 

QUIZ ① 

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

ePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOS

dTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUNzdTVFVY

OVRCTDBPUEM5NlRKMVY1SkpDTy4u 
 

QUIZ ② 

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

aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKW

A_BHnJAscXEXiLpUMkpTUjNNTUVWTTlY

NTFaM0FNUzdDSkJZTy4u  

Lesson4 

QUIZ ① 

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

ePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOS

dTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUMUlTUEpT

Rk9EUks4T1dLTjdQMkFCVEczMi4u 

  

QUIZ ② 

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

aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKW

A_BHnJAscXEXiLpURFRTSVdVUlI3TkJURE

NWRE5DTjVPTDdXOC4u  

 

 

 

 

 

 

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=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


臨時休校中の課題③ 新３年（ｽﾎﾟｰﾂ健康ｺｰｽ） 
（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。 

 

⑤ 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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNjY8

41AXQBGv52pMMk59PxUMzQ5V05VMVpaT1JUWURZOEtZRFlZSDJZUS4u 

 

⑥ 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=IpygVJP

VSkS1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3-YJP3JxBFUODdaTjRLU1lDRj

VYVDdPVFc1MUJLMEdRTS4u 

 

 

⑦ ｽﾎﾟｰツⅢ（３時間分） 
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。 

 

⑧ ｽﾎﾟｰﾂ研究（１時間分） 
今回の課題はありません。次週頑張りましょう。 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxUMzQ5V05VMVpaT1JUWURZOEtZRFlZSDJZUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxUMzQ5V05VMVpaT1JUWURZOEtZRFlZSDJZUS4u
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（ｽﾎﾟｰﾂ健康ｺｰｽ） 
（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。 

 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
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回取り組んで下さい。） 

⑨ 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=IpygVJPVSkS1vBluMOS

dTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUQVRZUEkxRlYxTDJXWlBOWU4zNzNFNzUy

QS4u 

 

 

 

⑨ 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=IpygVJPVSk

1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNURUNGRDlLMlExTFI4NkRUV

DdITDBMVFVTRy4u 

 

 

 

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（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。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUQVRZUEkxRlYxTDJXWlBOWU4zNzNFNzUyQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUQVRZUEkxRlYxTDJXWlBOWU4zNzNFNzUyQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUQVRZUEkxRlYxTDJXWlBOWU4zNzNFNzUyQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNURUNGRDlLMlExTFI4NkRUVDdITDBMVFVTRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNURUNGRDlLMlExTFI4NkRUVDdITDBMVFVTRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNURUNGRDlLMlExTFI4NkRUVDdITDBMVFVTRy4u


臨時休校中の課題③ 新３年（ｽﾎﾟｰﾂ健康ｺｰｽ） 
（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。 

 

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（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（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=IpygVJ 

PVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBN

EVKVlNVQTBLOEswVENIMC4u 

 

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=IpygVJ 

PVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBN

EVKVlNVQTBLOEswVENIMC4u 

 

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

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。 

（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 

JPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUOUhLSlhPM

EpaU0tPMFVaVlE5VUo1M1gwVS4u 

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。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJ　PVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBNEVKVlNVQTBLOEswVENIMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJ　PVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBNEVKVlNVQTBLOEswVENIMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJ　PVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBNEVKVlNVQTBLOEswVENIMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJ　PVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBNEVKVlNVQTBLOEswVENIMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJ　PVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBNEVKVlNVQTBLOEswVENIMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJ　PVSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUQ1UwQjRXRVJBNEVKVlNVQTBLOEswVENIMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygV　JPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUOUhLSlhPMEpaU0tPMFVaVlE5VUo1M1gwVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygV　JPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUOUhLSlhPMEpaU0tPMFVaVlE5VUo1M1gwVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygV　JPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUOUhLSlhPMEpaU0tPMFVaVlE5VUo1M1gwVS4u


臨時休校中の課題③ 新３年（ｽﾎﾟｰﾂ健康ｺｰｽ） 
（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。 

 

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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMk

Qnm89ueBEnEwyyv1rkX9UNFFMVVRFREtVVFNNVlhYWTZOVTA4VkwwNS4u  

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。 

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。 

 

 

 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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFl

QIm5XphtJnWkSv23CLbdUN1g2TEZZSkFUV0owQUtXMTk0S1FUUVFDWi4u 

 
↓ 以下に進路およびＰＴＡ担当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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UNFFMVVRFREtVVFNNVlhYWTZOVTA4VkwwNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UNFFMVVRFREtVVFNNVlhYWTZOVTA4VkwwNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFlQIm5XphtJnWkSv23CLbdUN1g2TEZZSkFUV0owQUtXMTk0S1FUUVFDWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFlQIm5XphtJnWkSv23CLbdUN1g2TEZZSkFUV0owQUtXMTk0S1FUUVFDWi4u


臨時休校中の課題③ 新３年（ｽﾎﾟｰﾂ健康ｺｰｽ） 
（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（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=IpygVJP

VSkS1vBluMOSdTFVq2euigedPv3AH-tTbSMNUOUQ4NVJMTEdF

MUo3RlI4VzRNNjBXSVhONi4u 

 

 
 

 

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

S1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxURFBCM0NHOVdNRlM3M

ERDQkZKN0dKTDVURy4u 

 

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
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

