
臨時休校中の課題④ 新３年（文理特進ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/18(月)正午） ※現在、一度〆切日を過ぎた課題にも再挑戦できます。 

 

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Ｐ１９６～Ｐ１９９『ひかりのどけき春の日に日本人と桜』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。 

・Ｐ１９９学習のポイントを考え、漢字レベルアップは教科書に解答を書き込む。 

（提出）  上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして 

      問題を解いてください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAqui

FAsfFZOkrnSyGcC7RpUQTFLSEE4UlpWNko3SEs3M09CNUhKOVk4QS4u 

 

② 古典Ｂ（約２時間分） 
（課題）古典教科書ｐ２７０～２７１『不死之薬』（ふしのくすり）の学習 

① 書き下し文と現代語訳をノートやルーズリーフなどにまとめる。（インターネットなどで調べ

てもよい。） 

② 語句の意味を確認する。（教科書脚注の確認。） 

③ P271・下段脚注「訓読で注意する字」で読み方を確認する。 

（提出）  上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして 

      問題を解いてください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。（書

き下し文・現代語訳は、登校時に提出してださい。） 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKKN

AY46AT1EjRkVKZex_XNUMlJCWVZMMVA2UEk4VFAzNElXQkMxUFMwTiQlQCN0PWcu 

 

 

③ 世界史 B（約４時間分） 
（課題）教科書 25～29 ページ・ワークノート 11～12 ページ  
（提出）  上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして 

      問題を解いてください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDcN 

CLVr8rJEr_hjnUoZrPpURVZXWU5QU1VXRDkyMTVGR0tLOUFJTE9FRS4u 

 
  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUQTFLSEE4UlpWNko3SEs3M09CNUhKOVk4QS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUQTFLSEE4UlpWNko3SEs3M09CNUhKOVk4QS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKKNAY46AT1EjRkVKZex_XNUMlJCWVZMMVA2UEk4VFAzNElXQkMxUFMwTiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKKNAY46AT1EjRkVKZex_XNUMlJCWVZMMVA2UEk4VFAzNElXQkMxUFMwTiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDcN%20CLVr8rJEr_hjnUoZrPpURVZXWU5QU1VXRDkyMTVGR0tLOUFJTE9FRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDcN%20CLVr8rJEr_hjnUoZrPpURVZXWU5QU1VXRDkyMTVGR0tLOUFJTE9FRS4u


臨時休校中の課題④ 新３年（文理特進ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/18(月)正午） ※現在、一度〆切日を過ぎた課題にも再挑戦できます。 

 

④ コミュニケーション英語Ⅲ（４時間分） 

（課題）①教科書教科書 p.1４～1５、および WORKBOOK p.１２～1３に取り組む。 

②基礎力テストに向けた春休み期間中の課題『One Week Trial』に取り組む。 
（提出）  上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして 

      問題を解いてください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 

Lesson 単元 URL QR コード 

Lesson5 

QUIZ ① 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id
=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBE
EtUMU5PSFRHUFdURVBKOE5BOFMyVTMyM0s
yUS4u 

 

QUIZ ② 

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

age.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6

bvKWA_BHnJAscXEXiLpUQ04xRkVOTkdCTl

YzOUMxR0ZOWEFVNERZNS4u  

One Week 

Trial 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPV
SkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUOVVTTFhEMkk2U
kI1VEJBSDdHRzNaVldSQy4u 

 

 

⑤ 家庭総合（休校中） 
（課題） 「ホームプロジェクト」に取り組み、結果等をまとめておく。 
（提出）  以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして回答してください。最後に必ず送信ボタ

ン押して提出をお願いします。 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1

vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxUMk5VQlZJRFFCOE9SV08yME

FGQ0E4N1dVVi4u 
 

⑥ 体育（３時間分） 
（課題）ラジオ体操第一を覚える。 
（提出）学校再開後にテストを予定しています。 

 
 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  

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、⑧、⑨からそれぞれ１つ、⑩から１つまたは⑩を選択していない者は⑪から２つになります。） 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUMU5PSFRHUFdURVBKOE5BOFMyVTMyM0syUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUMU5PSFRHUFdURVBKOE5BOFMyVTMyM0syUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUMU5PSFRHUFdURVBKOE5BOFMyVTMyM0syUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUMU5PSFRHUFdURVBKOE5BOFMyVTMyM0syUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpUQ04xRkVOTkdCTlYzOUMxR0ZOWEFVNERZNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpUQ04xRkVOTkdCTlYzOUMxR0ZOWEFVNERZNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpUQ04xRkVOTkdCTlYzOUMxR0ZOWEFVNERZNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAa6bvKWA_BHnJAscXEXiLpUQ04xRkVOTkdCTlYzOUMxR0ZOWEFVNERZNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUOVVTTFhEMkk2UkI1VEJBSDdHRzNaVldSQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUOVVTTFhEMkk2UkI1VEJBSDdHRzNaVldSQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTN9o2yCItKhIq5tjjytBEEtUOVVTTFhEMkk2UkI1VEJBSDdHRzNaVldSQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxUMk5VQlZJRFFCOE9SV08yMEFGQ0E4N1dVVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxUMk5VQlZJRFFCOE9SV08yMEFGQ0E4N1dVVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNjY841AXQBGv52pMMk59PxUMk5VQlZJRFFCOE9SV08yMEFGQ0E4N1dVVi4u


臨時休校中の課題④ 新３年（文理特進ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/18(月)正午） ※現在、一度〆切日を過ぎた課題にも再挑戦できます。 

 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  

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、⑧、⑨からそれぞれ１つ、⑩から１つまたは⑩を選択していない者は⑪から２つになります。） 

⑦ 数学Ⅲ（約５時間分） 
（課題）教科書ｐ29～４１ 問題集ｐ１５～２１ 

（提出）  上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして 

      問題を解いてください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBl

uMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUMTRDQUxRNU9KWDlDR0hCN0ZDOF

VNOVpSMS4u 

 

⑦ 数学探究（約３時間分） 
（課題）次のデータ（論証 No1～論証 No5）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/3-3suutankadai-4.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=IpygVJ 

PVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUQzE3TEwzWUxHWk

ZLRVBCQTlQOURMQjRVSi4u 

 

前回の課題（No10～No19）の解答も PDF ファイルで貼り付けていますの  

で再度確認してください。 

（http://www.ginowan-h.open.ed.jp/872529802b6937cf39969c82b4a974c28ba94e0e.pdf） 

 

⑧ 物理基礎 （２時間分） 
（課題）教科書ｐ24～27,ネオパルノート p12～13 

（提出）上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして 

      問題を解いてください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluM
OSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVUQlVCMEFSRVNVMzVHRzVVQk82Q
01LNFFIRS4u 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUMTRDQUxRNU9KWDlDR0hCN0ZDOFVNOVpSMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUMTRDQUxRNU9KWDlDR0hCN0ZDOFVNOVpSMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUMTRDQUxRNU9KWDlDR0hCN0ZDOFVNOVpSMS4u
http://www.ginowan-h.open.ed.jp/3-3suutankadai-4.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJ%E3%80%80PVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUQzE3TEwzWUxHWkZLRVBCQTlQOURMQjRVSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJ%E3%80%80PVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUQzE3TEwzWUxHWkZLRVBCQTlQOURMQjRVSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJ%E3%80%80PVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUQzE3TEwzWUxHWkZLRVBCQTlQOURMQjRVSi4u
http://www.ginowan-h.open.ed.jp/872529802b6937cf39969c82b4a974c28ba94e0e.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVUQlVCMEFSRVNVMzVHRzVVQk82Q01LNFFIRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVUQlVCMEFSRVNVMzVHRzVVQk82Q01LNFFIRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVUQlVCMEFSRVNVMzVHRzVVQk82Q01LNFFIRS4u


臨時休校中の課題④ 新３年（文理特進ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/18(月)正午） ※現在、一度〆切日を過ぎた課題にも再挑戦できます。 

 

⑧ 地学基礎 （２時間分） 
（課題）教科書ｐ４～２４ 
（提出）  上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして 

      問題を解いてください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1v

BluMOSdTAl001PyiwRDuQm9c89vAINURTY5UjRaRDhDREo2SlNYTzdQR

EJSU1o3WS4u 

 

⑧ 生物総合（約２時間分） 
 

課
題
内
容 

①問題集「看護系受験問題集生物基礎＋生物」のｐ６～７の空欄［１］～［１６］に

直接答えを記入する。 

②以下のＵＲＬにアクセスするか、QR コードを読み取り、ｐ５の問６、ｐ８の問７、問８

の問題を見ながら、以下に問題の解答だけを入力。解答する場合は解答例に従っ

てください。採点がきれいに行えません。最後に送信ボタンを必ず押して提出する

こと。 

 

Ｕ
Ｒ
Ｌ 

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

SkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOUdRRzNLRjI3WFIz

SFFDNThJMFBHOFlVQy4u 

 

⑧ 英語表現Ⅰ（約２時間分） 
今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

⑧ 英語会話（約２時間分） 
今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

⑨ 自選Ⅰ（国語表現）（約２時間分） 
今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

⑨ 自選Ⅰ（沖縄の歴史）（約２時間分） 
（課題） ネットで調べよう 
（提出） 上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして 

      問題を解いてください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 

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

S1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURFFPOFNVMkM1QkFFNkd

TSkpXRjhFN1c0SC4u 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAl001PyiwRDuQm9c89vAINURTY5UjRaRDhDREo2SlNYTzdQREJSU1o3WS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAl001PyiwRDuQm9c89vAINURTY5UjRaRDhDREo2SlNYTzdQREJSU1o3WS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAl001PyiwRDuQm9c89vAINURTY5UjRaRDhDREo2SlNYTzdQREJSU1o3WS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOUdRRzNLRjI3WFIzSFFDNThJMFBHOFlVQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOUdRRzNLRjI3WFIzSFFDNThJMFBHOFlVQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOUdRRzNLRjI3WFIzSFFDNThJMFBHOFlVQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURFFPOFNVMkM1QkFFNkdTSkpXRjhFN1c0SC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURFFPOFNVMkM1QkFFNkdTSkpXRjhFN1c0SC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURFFPOFNVMkM1QkFFNkdTSkpXRjhFN1c0SC4u


臨時休校中の課題④ 新３年（文理特進ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/18(月)正午） ※現在、一度〆切日を過ぎた課題にも再挑戦できます。 

 

⑨ 自選Ⅰ（実践数学）（約２時間分） 
（課題）「数Ⅰ」の教科書を参考に復習して下さい。 
（提出） 以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして問題を解いてください。最後に必ず送信

ボタン押して提出をお願いします。 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBl

uMOSdTMfSg7wU-5VAiJeGvHr4yW5UNERQRVRGMjBLN1lNRktBNVUzSExL

NlRMVy4u 

 

⑨ 自選Ⅰ（化学総合）（約２時間分） 

 課題内容 URL QR コード 

１ 

、

２

時
間

目 

(1)you tube で本時課題テーマ「有機化合物とは」「炭化水素の分類」「官能

基の分類」「有機化合物の表し方」「異性体」「成分元素の確認」「元素分析

の実験」「組成式・分子式の決定」「構造式の決定」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 P90～P91 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 5/18(月)12:00） 

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

age.aspx?id=IpygVJP

VSkS1vBluMOSdTMlh
4E94WUtApCSkydL2

NTBUOUUxM1pBRTJ

FTlA1NkdaNzJFRDBE

WjhVQy4u 

 

 

⑨ 自選Ⅰ（書道Ａ）（約２時間分） 
今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

⑨ 自選Ⅰ（応用英語）（約２時間分） 
今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

⑨ 自選Ⅰ（中国語Ⅰ）（約２時間分） 
（課題）① 教科書を読む 

教科書の「はじめに」ページの「主な登場人物」 

教科書 P2 第１課 先生、こんにちは。 

② 教科書付属 CD を聴く（5 回繰り返す） 

 CD student02、03 
 （提出） 次のＵＲＬにアクセスし、ノートに問題をといて、学校再開時に提出すること。 

      （http://www.ginowan-h.open.ed.jp/kadai4%28tyuugokugo%29.pdf） 

 

⑨ 自選Ⅰ（実用調理）（約２時間分） 
今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

⑨ 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。次回頑張りましょう!! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMfSg7wU-5VAiJeGvHr4yW5UNERQRVRGMjBLN1lNRktBNVUzSExLNlRMVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMfSg7wU-5VAiJeGvHr4yW5UNERQRVRGMjBLN1lNRktBNVUzSExLNlRMVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMfSg7wU-5VAiJeGvHr4yW5UNERQRVRGMjBLN1lNRktBNVUzSExLNlRMVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUOUUxM1pBRTJFTlA1NkdaNzJFRDBEWjhVQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUOUUxM1pBRTJFTlA1NkdaNzJFRDBEWjhVQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUOUUxM1pBRTJFTlA1NkdaNzJFRDBEWjhVQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUOUUxM1pBRTJFTlA1NkdaNzJFRDBEWjhVQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUOUUxM1pBRTJFTlA1NkdaNzJFRDBEWjhVQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUOUUxM1pBRTJFTlA1NkdaNzJFRDBEWjhVQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUOUUxM1pBRTJFTlA1NkdaNzJFRDBEWjhVQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUOUUxM1pBRTJFTlA1NkdaNzJFRDBEWjhVQy4u
http://www.ginowan-h.open.ed.jp/kadai4%28tyuugokugo%29.pdf


臨時休校中の課題④ 新３年（文理特進ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/18(月)正午） ※現在、一度〆切日を過ぎた課題にも再挑戦できます。 

 

⑩ コース選択Ｂ（物理）（約４時間分） 
（課題）教科書ｐ54～57 
（提出）上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして問題を解いてく 

ださい。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPV

SkS1vBluMOSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVURUtDTVJYOEdFOFk

wSTlLOEhCWTFWMTVHQy4u 

 

 

 

⑩ コース選択Ｂ（化学）（約４時間分） 

 課題内容 推奨 URL QR コード 

１

時

間
目 

(1)教科書 P36～P37、P48①をよく読む 

(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P20～P21 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 5/18(月)12:00） 

you tube で本時課題テ

ーマ「気体の溶解度」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.c

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

VSkS1vBluMOSdTHY4

AGhQTHZKnIAyG628
Iy1URFcyRFcwQjRJR

0ZNTjE0RjdNUlgzWD

Y5QyQlQCN0PWcu 

 

2

時
間

目 

(1)教科書 P38、P48②をよく読む 

(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P22～P23 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 5/18(月)12:00） 

you tube で本時課題テ
ーマ「蒸気圧降下と沸点
上昇」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.c
om/Pages/ResponseP

age.aspx?id=IpygVJP

VSkS1vBluMOSdTHY4
AGhQTHZKnIAyG628

Iy1UOVdJOUJUMFRT

QzJQWVFNR1M1T0p

QTUw0USQlQCN0PW
cu 

 

3

時

間

目 

(1)教科書 P39～P42、P48〜P49②「凝

固点降下、冷却曲線、浸透圧、ファントホ

ッフの法則に関する内容」をよく読む 
(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P22、P24～P25「凝固点降

下、冷却曲線、浸透圧、ファントホッフの法

則に関する内容」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 5/18(月)12:00） 

you tube で本時課題テ
ーマ「凝固点降下と冷却

曲線」「沸点上昇・凝固点
降下と計算」「浸透圧」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.c

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

VSkS1vBluMOSdTHY4

AGhQTHZKnIAyG628

Iy1UNTc2VkpEUFVZT
URGVjNCUVFXQUlBV

UVYRCQlQCN0PWcu 

 

4

時

間
目 

(1)教科書 P43〜P47、P49③をよく読む 

(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P26～P27 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 5/18(月)12:00） 

you tube で本時課題テーマ
「コロイド溶液」「コロイド溶液

の性質」「コロイド溶液の種

類」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.c

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

VSkS1vBluMOSdTHY4

AGhQTHZKnIAyG628
Iy1UOTA4NlBFSVVVU

1pCQTcyNDFITTM2W

UpQOCQlQCN0PWcu 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVURUtDTVJYOEdFOFkwSTlLOEhCWTFWMTVHQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVURUtDTVJYOEdFOFkwSTlLOEhCWTFWMTVHQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKH_JnVF5OVKrY1CNBR3gcVURUtDTVJYOEdFOFkwSTlLOEhCWTFWMTVHQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1URFcyRFcwQjRJR0ZNTjE0RjdNUlgzWDY5QyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1URFcyRFcwQjRJR0ZNTjE0RjdNUlgzWDY5QyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1URFcyRFcwQjRJR0ZNTjE0RjdNUlgzWDY5QyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1URFcyRFcwQjRJR0ZNTjE0RjdNUlgzWDY5QyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1URFcyRFcwQjRJR0ZNTjE0RjdNUlgzWDY5QyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1URFcyRFcwQjRJR0ZNTjE0RjdNUlgzWDY5QyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1URFcyRFcwQjRJR0ZNTjE0RjdNUlgzWDY5QyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1URFcyRFcwQjRJR0ZNTjE0RjdNUlgzWDY5QyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOVdJOUJUMFRTQzJQWVFNR1M1T0pQTUw0USQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOVdJOUJUMFRTQzJQWVFNR1M1T0pQTUw0USQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOVdJOUJUMFRTQzJQWVFNR1M1T0pQTUw0USQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOVdJOUJUMFRTQzJQWVFNR1M1T0pQTUw0USQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOVdJOUJUMFRTQzJQWVFNR1M1T0pQTUw0USQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOVdJOUJUMFRTQzJQWVFNR1M1T0pQTUw0USQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOVdJOUJUMFRTQzJQWVFNR1M1T0pQTUw0USQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOVdJOUJUMFRTQzJQWVFNR1M1T0pQTUw0USQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOVdJOUJUMFRTQzJQWVFNR1M1T0pQTUw0USQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UNTc2VkpEUFVZTURGVjNCUVFXQUlBVUVYRCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UNTc2VkpEUFVZTURGVjNCUVFXQUlBVUVYRCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UNTc2VkpEUFVZTURGVjNCUVFXQUlBVUVYRCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UNTc2VkpEUFVZTURGVjNCUVFXQUlBVUVYRCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UNTc2VkpEUFVZTURGVjNCUVFXQUlBVUVYRCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UNTc2VkpEUFVZTURGVjNCUVFXQUlBVUVYRCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UNTc2VkpEUFVZTURGVjNCUVFXQUlBVUVYRCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UNTc2VkpEUFVZTURGVjNCUVFXQUlBVUVYRCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOTA4NlBFSVVVU1pCQTcyNDFITTM2WUpQOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOTA4NlBFSVVVU1pCQTcyNDFITTM2WUpQOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOTA4NlBFSVVVU1pCQTcyNDFITTM2WUpQOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOTA4NlBFSVVVU1pCQTcyNDFITTM2WUpQOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOTA4NlBFSVVVU1pCQTcyNDFITTM2WUpQOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOTA4NlBFSVVVU1pCQTcyNDFITTM2WUpQOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOTA4NlBFSVVVU1pCQTcyNDFITTM2WUpQOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UOTA4NlBFSVVVU1pCQTcyNDFITTM2WUpQOCQlQCN0PWcu


臨時休校中の課題④ 新３年（文理特進ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/18(月)正午） ※現在、一度〆切日を過ぎた課題にも再挑戦できます。 

 

⑩ コース選択Ｂ（生物）（約４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
容 

教科書ｐ３２～３７を参考にして、 

問題集「リード Light ノート」のｐ１９の問１７～問１９の問題を見ながら解答だけを入

力してください。 

 

Ｕ
Ｒ
Ｌ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBl
uMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOU9UQlJOM1VTQUVX
VTNFQ1VTWkdSS1NPRi4u 

 

⑩ コース選択Ｂ（地学）（約４時間分） 
今回の課題はありません。次回頑張りましょう!! 

⑪ 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。次回頑張りましょう!! 

⑪ 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。次回頑張りましょう!! 

⑪ コース選択Ｂ（現代社会研究）（約２時間分） 
（課題） ステップアップノート 33～43 ページ 
（提出） 上記の学習終了後に、以下のＵＲＬまたはＱＲコードにアクセスして 

      問題を解いてください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 

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

S1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUOUpKRkNSR0E0Q0FLQ1NH

RjVNOFQzUE5HVC4u 

 

 コース選択Ｂ（実用英語）（約２時間分） 
２級対策クラス生徒へ 
（課題）教科書「７日間完成英検２級予想問題ドリル」ｐ１２～２５に取り組む。 

      大問１（p.15～１７）の問題文(1)～(20)を日本語に訳し、英文と対比させ暗記する。

日本語→英語、英語→日本語のどちらにも対応できるようにする。語彙力（単語力）を

つける取り組みをしてください。 

       ５／１４（木），５／１５（金）の分散登校日にも課題ワークシートを配布します。 

（提出） 授業再開時に提出してください。 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOU9UQlJOM1VTQUVXVTNFQ1VTWkdSS1NPRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOU9UQlJOM1VTQUVXVTNFQ1VTWkdSS1NPRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UOU9UQlJOM1VTQUVXVTNFQ1VTWkdSS1NPRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSk%E3%80%80S1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUOUpKRkNSR0E0Q0FLQ1NHRjVNOFQzUE5HVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSk%E3%80%80S1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUOUpKRkNSR0E0Q0FLQ1NHRjVNOFQzUE5HVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSk%E3%80%80S1vBluMOSdTDcNCLVr8rJEr_hjnUoZrPpUOUpKRkNSR0E0Q0FLQ1NHRjVNOFQzUE5HVC4u


臨時休校中の課題④ 新３年（文理特進ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/18(月)正午） ※現在、一度〆切日を過ぎた課題にも再挑戦できます。 

 

⑪ 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。次回頑張りましょう!! 

⑪ コース選択Ｂ（情報処理）（約２時間分） 
 ① 全商協会検定 ビジネス文書２級（過去問 no1） 

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

SkS1vBluMOSdTB6k8nn_5ntArfDHgOw-yhdUMFlPSTNXMkJXRVdU

MkVQWUM4U05QSDhETi4u 
 

 

② 全商協会検定 ビジネス文書２級（過去問 no２） 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPV

SkS1vBluMOSdTB6k8nn_5ntArfDHgOw-yhdUMFlPSTNXMkJXRVdU

MkVQWUM4U05QSDhETi4u 

 
 

 

 

 

  

↓ 以下にアンケートがあります。回答忘れないようにして下さい。↓ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTB6k8nn_5ntArfDHgOw-yhdUMFlPSTNXMkJXRVdUMkVQWUM4U05QSDhETi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTB6k8nn_5ntArfDHgOw-yhdUMFlPSTNXMkJXRVdUMkVQWUM4U05QSDhETi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTB6k8nn_5ntArfDHgOw-yhdUMFlPSTNXMkJXRVdUMkVQWUM4U05QSDhETi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTB6k8nn_5ntArfDHgOw-yhdUMFlPSTNXMkJXRVdUMkVQWUM4U05QSDhETi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTB6k8nn_5ntArfDHgOw-yhdUMFlPSTNXMkJXRVdUMkVQWUM4U05QSDhETi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTB6k8nn_5ntArfDHgOw-yhdUMFlPSTNXMkJXRVdUMkVQWUM4U05QSDhETi4u


臨時休校中の課題④ 新３年（文理特進ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/18(月)正午） ※現在、一度〆切日を過ぎた課題にも再挑戦できます。 

 

 

 

 

３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～ 
前回までの健康チェックへのご協力ありがとうございました。 

「休校・・・いつまで続くのかな・・・」「生活リズムが乱れている・・・」 

など心配事や不安に思う生徒も増えてきていて心配しています。 

感染者が増えなければ今週は分散登校があります。心配事等があれば 

そのときにでも相談してくださいね。  

今回も学校再開のために必要な項目がありますので、必ず回答を 

お願いします！                                            保健室：宮城知恵 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFlQIm5XphtJnWkSv23

CLbdUNVZGRlNIOENVS01YOEROSzFMOFU2OUJMNS4u 

 

 

 

 
第 2 回 家庭で利用可能な情報機器・通信環境に関するアンケート 

 

前回のアンケート協力ありがとうございました。 

休校期間中でも学習できる環境を整えるため、ICT を使った学習支援の取り

組みが進んでいます。これを踏まえて、ご家庭でも新たに情報機器や通信設備な

どを新たに準備された方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、上記アンケ

ートを定期的に行い、より正確な状況の把握に努めたいと考えています。よりよい

学習環境づくりのために、ご協力をお願いします。 

※ 回答は一人 1 回のみです。 

※ 選択・入力ミスのないよう送信する前に一度、見直しをしてください。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTBr4d61d8iJClXb
4teM_6qlURUJFRzVDQVdFNVZKTlI4VkFGT0FVSUU4Wi4u 
 

 

  以上で、今回の課題④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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFlQIm5XphtJnWkSv23CLbdUNVZGRlNIOENVS01YOEROSzFMOFU2OUJMNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTFlQIm5XphtJnWkSv23CLbdUNVZGRlNIOENVS01YOEROSzFMOFU2OUJMNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTBr4d61d8iJClXb4teM_6qlURUJFRzVDQVdFNVZKTlI4VkFGT0FVSUU4Wi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTBr4d61d8iJClXb4teM_6qlURUJFRzVDQVdFNVZKTlI4VkFGT0FVSUU4Wi4u

