
臨時休校中の課題⑤ 新２年（文理特進ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/25（月）正午）※現在、これまでの課題にも再挑戦できます。これまでの

課題を含めた全ての課題の〆切日は 5/25です。学校再開時の提出に向けて提出の準備して下さい。 

 

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・古典 B（約４時間分） 
（課題） 

壱．教科書『古典 B』ｐ２０８･２０９「借虎威」の本文(リード文を含む)をノートに丁寧な字で写

本する。 

弐．漢文の訓読のルールを思い出しながら、「借虎威」の書き下し文をノートに丁寧な字で写

本する。(書き下し文が教科書に掲載されているよ！ラッキー♪) 

参．教科書『古典 B』p２１０･２１１「朝三暮四」の本文(リード文含む)をノートに丁寧な字で写

本する。 

四．漢文の訓読のルールを思い出しながら、「朝三暮四」の書き下し文をノートに丁寧な字で

書く。(書き下し方で分からない部分等がある場合は、インターネット等を活用して調べても

良い) 

 

（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

OSdTDa5aME3nPZOp5JzcG198kxURTRZWlM3SEZKU0RLOVlDN1IzM0RMN1Fa

TC4u 

 

 

② 数学Ⅱ・数 B（５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/2nen%20kadai_7.8.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=IpygVJP

VSkS1vBluMOSdTNzWgd7f-0ZFowvvq9-

xX3hUNkRXUU9DQ0hHNlJHRUs5ODZVNjRIWFlVQi4u 

※休校中の課題⑤⑥（解答） 以下のＵＲＬを選択して確認ください。 

（ http://www.ginowan-h.open.ed.jp/2nen%20kadai5.6_kaitou.pdf ） 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDa5aME3nPZOp5JzcG198kxURTRZWlM3SEZKU0RLOVlDN1IzM0RMN1FaTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDa5aME3nPZOp5JzcG198kxURTRZWlM3SEZKU0RLOVlDN1IzM0RMN1FaTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDa5aME3nPZOp5JzcG198kxURTRZWlM3SEZKU0RLOVlDN1IzM0RMN1FaTC4u
http://www.ginowan-h.open.ed.jp/2nen%20kadai_7.8.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNzWgd7f-0ZFowvvq9-xX3hUNkRXUU9DQ0hHNlJHRUs5ODZVNjRIWFlVQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNzWgd7f-0ZFowvvq9-xX3hUNkRXUU9DQ0hHNlJHRUs5ODZVNjRIWFlVQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNzWgd7f-0ZFowvvq9-xX3hUNkRXUU9DQ0hHNlJHRUs5ODZVNjRIWFlVQi4u
http://www.ginowan-h.open.ed.jp/2nen%20kadai5.6_kaitou.pdf


臨時休校中の課題⑤ 新２年（文理特進ｺｰｽ） 
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③ 保健（１時間分） 
（課題）教科書ｐ７０～７２ ノートｐ６８～７０ 

（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。また前回まで回答した内容はノートに書き込むこと（学校再開後

にチェック予定）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

OSdTADIGVR6vs1Lr3-

YJP3JxBFUNVBGR1BBUzBJU0E1SzlZTDVPOFgyTDQ5OS4u 

 

 

 

④ 体育（２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。 

 

⑤ コミュニケーション英語Ⅱ（４時間分） 

（課題）① Lesson3 教科書 p31~p39 

       ② ユメタン① フレーズ１～２００ ワークシート(４枚)を覚える。 

 

（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。 

Lesson 単元 URL QRコード 

Lesson3 

○教

p31~p39 

Part1 

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

ePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECn

ZtNmRaROvtVaQ_YKtexUN1dZUkcxR0JURkZKQU

ZKN1cyNVE0QUxJSy4u 

 

 

Part2 

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

ePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECn

ZtNmRaROvtVaQ_YKtexURUIwNFBNQTBWNklHQz

JQWThDOFFIVlc5QS4u 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3-YJP3JxBFUNVBGR1BBUzBJU0E1SzlZTDVPOFgyTDQ5OS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3-YJP3JxBFUNVBGR1BBUzBJU0E1SzlZTDVPOFgyTDQ5OS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTADIGVR6vs1Lr3-YJP3JxBFUNVBGR1BBUzBJU0E1SzlZTDVPOFgyTDQ5OS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUN1dZUkcxR0JURkZKQUZKN1cyNVE0QUxJSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUN1dZUkcxR0JURkZKQUZKN1cyNVE0QUxJSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUN1dZUkcxR0JURkZKQUZKN1cyNVE0QUxJSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUN1dZUkcxR0JURkZKQUZKN1cyNVE0QUxJSy4u
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Part3 

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

ePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECn

ZtNmRaROvtVaQ_YKtexUQVJaWTYxRDUyN0U2M0

I3VlBGNjhZN0U3UC4u 

 

 

まとめ 

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

Page.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZt

NmRaROvtVaQ_YKtexUN0RUS1hON0hSTVlYTVhMV

DdVUDYwM1NDWi4u 

 

 

 

⑥ 家庭総合 
   （課題）前回までの課題をきちんと仕上げておいてください。 

 

 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  

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、または⑧を選択していない者は⑨と⑩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ｐ 

（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。 
 

⑦ 地理 B（約２時間分） 
（課題）教科書ｐ１７ 

（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=IpygVJPVSkS1vBlu

MOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVUN0NGWldWQjZVVkZTSENHSUtGN0swM

UJYTi4u 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUQVJaWTYxRDUyN0U2M0I3VlBGNjhZN0U3UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUQVJaWTYxRDUyN0U2M0I3VlBGNjhZN0U3UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUQVJaWTYxRDUyN0U2M0I3VlBGNjhZN0U3UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUQVJaWTYxRDUyN0U2M0I3VlBGNjhZN0U3UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUN0RUS1hON0hSTVlYTVhMVDdVUDYwM1NDWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUN0RUS1hON0hSTVlYTVhMVDdVUDYwM1NDWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUN0RUS1hON0hSTVlYTVhMVDdVUDYwM1NDWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUN0RUS1hON0hSTVlYTVhMVDdVUDYwM1NDWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVUN0NGWldWQjZVVkZTSENHSUtGN0swMUJYTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVUN0NGWldWQjZVVkZTSENHSUtGN0swMUJYTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVUN0NGWldWQjZVVkZTSENHSUtGN0swMUJYTi4u
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⑧ コース選択Ａ(化学)（５時間分） 

 課題内容 推奨 URL QRコード 

１

２

３

時

間

目 

(1)教科書 P52～P57、P61①②③をよく

読む 

(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P28～P29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 5/25(月)12:00） 

you tubeで本時課題テ

ーマ「金属結晶Ⅰ（体心

立方格子）」「金属結晶Ⅱ

（面心立方格子）」「金属

結晶Ⅲ（六方最密構造と

まとめ）」「イオン結晶Ⅰ

（CsCl型結晶格子）」「イ

オン結晶Ⅱ（NaCl型結

晶格子）」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

Iy1UQkYzMTROSldaS

ENLQ0E2RFA5UzhGQ

lpNRyQlQCN0PWcu 

 

４

５

時

間

目 

(1)教科書 P58～P60、P61④⑤をよく読

む 

(2)ﾆｭｰｻﾎﾟｰﾄ P30～P31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 5/25(月)12:00） 

you tubeで本時課題テ

ーマ「44 化学 結晶 共

有結合の結晶 結晶の分

類」を検索すると学習の補

填ができる映像を視聴（7

分 30秒まで視聴）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

Iy1UQkExVVZPS1NLS

1pWMktXU0kyVUE5O

VU4WCQlQCN0PWcu 

 

 

⑧ 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

容 

教科書ｐ３７～４５を参考にして、 

問題集「リード Light ノート」のｐ２０の問２０～問２２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=IpygVJPVSk

S1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9URVc0WVY2RjhDRTNIOVc

zWDVDVUFCS1RCTy4u 

 

⑨ コース選択Ａ(物理基礎)（３時間分） 
今回の課題はありません。 

 

⑨ コース選択Ａ (地学基礎)（３時間分） 
（課題）教科書ｐ37～４２ 

（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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAl

001PyiwRDuQm9c89vAINUMDRVVUkxRFBTUEU5UEsyMVIwNTdBR1YyRS4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkYzMTROSldaSENLQ0E2RFA5UzhGQlpNRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkYzMTROSldaSENLQ0E2RFA5UzhGQlpNRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkYzMTROSldaSENLQ0E2RFA5UzhGQlpNRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkYzMTROSldaSENLQ0E2RFA5UzhGQlpNRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkYzMTROSldaSENLQ0E2RFA5UzhGQlpNRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkYzMTROSldaSENLQ0E2RFA5UzhGQlpNRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkYzMTROSldaSENLQ0E2RFA5UzhGQlpNRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkYzMTROSldaSENLQ0E2RFA5UzhGQlpNRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkExVVZPS1NLS1pWMktXU0kyVUE5OVU4WCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkExVVZPS1NLS1pWMktXU0kyVUE5OVU4WCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkExVVZPS1NLS1pWMktXU0kyVUE5OVU4WCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkExVVZPS1NLS1pWMktXU0kyVUE5OVU4WCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkExVVZPS1NLS1pWMktXU0kyVUE5OVU4WCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkExVVZPS1NLS1pWMktXU0kyVUE5OVU4WCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkExVVZPS1NLS1pWMktXU0kyVUE5OVU4WCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQkExVVZPS1NLS1pWMktXU0kyVUE5OVU4WCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9URVc0WVY2RjhDRTNIOVczWDVDVUFCS1RCTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9URVc0WVY2RjhDRTNIOVczWDVDVUFCS1RCTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9URVc0WVY2RjhDRTNIOVczWDVDVUFCS1RCTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAl001PyiwRDuQm9c89vAINUMDRVVUkxRFBTUEU5UEsyMVIwNTdBR1YyRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAl001PyiwRDuQm9c89vAINUMDRVVUkxRFBTUEU5UEsyMVIwNTdBR1YyRS4u


臨時休校中の課題⑤ 新２年（文理特進ｺｰｽ） 
（解答送信〆切 ５/25（月）正午）※現在、これまでの課題にも再挑戦できます。これまでの

課題を含めた全ての課題の〆切日は 5/25です。学校再開時の提出に向けて提出の準備して下さい。 

 

⑩ 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。 

 

⑩ 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。 

 

⑩ コース選択Ａ (実用英語Ⅰ)（２時間分） 
（課題）  ・英検準２級予想問題ドリル 教科書ｐ１４ ～ p２９ 問題を解く 

         ・英検準２級予想問題ドリル 教科書ｐ１２ ～ p１３ 単語、熟語を覚える 

（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、アンケートに 

お答えください。最後に必ず送信ボタン押して提出をお願いします。 

 

 

⑩ 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。 

 

 

 

 

以上で、今回の課題⑤とアンケートは終了です。   大変お疲れ様です♪ 

 

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

gVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUOEcxWF

RDMkNUSzFFOEFDMjNBUVU2QlFGQi4u 

 

 

 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUOEcxWFRDMkNUSzFFOEFDMjNBUVU2QlFGQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUOEcxWFRDMkNUSzFFOEFDMjNBUVU2QlFGQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTECnZtNmRaROvtVaQ_YKtexUOEcxWFRDMkNUSzFFOEFDMjNBUVU2QlFGQi4u

