
臨時休校中の課題⑤ 新３年（情報処理ｺｰｽ） 
（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（約２時間分） 
 

（課題１） 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。読めない漢字語句、意味の分からない語句等は、各自で調べる。 

（提出１） 本文の学習後、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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdT

AquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUN0E5Wlg3T1g4MEtWVlNOUlhQQjk1UFZLOS4u 
 

   

 

（課題２）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。読めない漢字語句、意味の分からない語句等は、各自で調べる。 

（提出２） 本文の学習後、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=IpygVJPVSkS1vBluMOSd

TAquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUOEdPMFNCVjFEWjg5SDhDM080OE9aV1I0Ny4u 

   

 

 

   

② 古典Ｂ（約２時間分） 
（課題）文法書『基礎から学ぶ解析古典文法』（桐原書店）第 1章（ｐ８～２２）の学習 

（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

BluMOSdTCwu9B3HuSxDl-_9jDll7iJUNjlDODk1OTA0VTgxUTlZVE9MS05K

RENTTS4u 

 

 

 

 

③ 世界史 B（約４時間分） 
今回の課題はありません。 

④ 数学Ⅱ（２時間分） 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUN0E5Wlg3T1g4MEtWVlNOUlhQQjk1UFZLOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUN0E5Wlg3T1g4MEtWVlNOUlhQQjk1UFZLOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUOEdPMFNCVjFEWjg5SDhDM080OE9aV1I0Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAquiFAsfFZOkrnSyGcC7RpUOEdPMFNCVjFEWjg5SDhDM080OE9aV1I0Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTCwu9B3HuSxDl-_9jDll7iJUNjlDODk1OTA0VTgxUTlZVE9MS05KRENTTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTCwu9B3HuSxDl-_9jDll7iJUNjlDODk1OTA0VTgxUTlZVE9MS05KRENTTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTCwu9B3HuSxDl-_9jDll7iJUNjlDODk1OTA0VTgxUTlZVE9MS05KRENTTS4u


臨時休校中の課題⑤ 新３年（情報処理ｺｰｽ） 
（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。 

 

（課題）教科書 P168～171、問題集 P103～105 

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

PVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUMUE0SFlGMUV

KRUlaNExJR0hFU0wxR1JJOC4u 

                                                            

（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。 

 

⑤ 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。 

 

 

⑥ コミュニケーション英語Ⅲ（４時間分） 

（課題）Lesson 1～Lesson5:教科書ｐ.ｐ. 6-15の範囲のワークシート 

       5/14(木)の分散登校日に配布したワークシート(日本語訳例を含む 11枚)にしっか 

り取り組む。また、HPに載せている第 2回～第 4回の課題(ＵＲＬまたはＱＲコードに 

アクセスして解答・送信した課題）にも再度取り組んでください。       

（提出） 5/25(月)以降の授業開始後、最初の英語の授業時に提出してください。 

 

⑦ 家庭総合（休校中） 
（お知らせ）学校が再開したら授業の中でマスク作りを行います。マスクの生地は、学校でも用

意しますが、自分で好みの生地等（お気に入りの古着など）、使いたい生地があったら、最初

の授業時に持ってきて下さい。 

 

 

⑧ ビジネス情報（３時間分） 

（課題・提出）分散登校時に配布されるプリントに記入して、学校再開時にプリント提出。 

① オリジナルホームページの作成で自分が取り組んでみたいと思う、テーマを選び○で囲みましょう!! 

  1.好きなアーティスト   ２．学校紹介    ３．沖縄     ４．世界遺産   ５．料理 

 ② 選んだテーマについて、どのようなコンテンツ（内容）をホームページにのせたいのかを考えて 

トップページをデザインして下さい。(最低５つ以上のコンテンツイメージ図を描く) 
     ※プリントの例を参考に記入してください。 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  

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!! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJ　PVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUMUE0SFlGMUVKRUlaNExJR0hFU0wxR1JJOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJ　PVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUMUE0SFlGMUVKRUlaNExJR0hFU0wxR1JJOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJ　PVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUMUE0SFlGMUVKRUlaNExJR0hFU0wxR1JJOC4u


臨時休校中の課題⑤ 新３年（情報処理ｺｰｽ） 
（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。 

 

（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（No16～No19）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/3-12tankyuu_5.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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNe

v66yicGNHvFNWHoWkkfBUQTQ4Q1BKNzRYTFk5VUsxOThDM0Q0VEs1Qy4u 

 

※ 前回の課題（プリント No10～No15）の解答も PDF ファイルで貼り付けていますの 

再度確認してください。 

  http://www.ginowan-h.open.ed.jp/3-12tankyuu_4_kaitou.pdf 

 

⑨ 物理基礎（約２時間分） 
今回の課題はありません。 

 

⑨ 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「アルカン」「アルカンの名称とアルキル基」

「アルカンの性質」「アルカンの異性体」「アルカンの反応」「シクロアルカン」

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 P92～P93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） 

https://forms.office.com/

Pages/ResponsePage.asp

x?id=IpygVJPVSkS1vBl

uMOSdTMlh4E94WUtA

pCSkydL2NTBUNVdaU

1dESlpEVEEyWkU2Wk

1CMVVKR1BNTC4u  

⑨ 実用英語（約２時間分） 
今回の課題はありません。 

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。 

⑩ 自選Ⅰ（国語表現）（約２時間分） 
今回の課題はありません。 

 

http://www.ginowan-h.open.ed.jp/3-12tankyuu_5.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUQTQ4Q1BKNzRYTFk5VUsxOThDM0Q0VEs1Qy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUQTQ4Q1BKNzRYTFk5VUsxOThDM0Q0VEs1Qy4u
http://www.ginowan-h.open.ed.jp/3-12tankyuu_4_kaitou.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUNVdaU1dESlpEVEEyWkU2Wk1CMVVKR1BNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUNVdaU1dESlpEVEEyWkU2Wk1CMVVKR1BNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUNVdaU1dESlpEVEEyWkU2Wk1CMVVKR1BNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUNVdaU1dESlpEVEEyWkU2Wk1CMVVKR1BNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUNVdaU1dESlpEVEEyWkU2Wk1CMVVKR1BNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUNVdaU1dESlpEVEEyWkU2Wk1CMVVKR1BNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUNVdaU1dESlpEVEEyWkU2Wk1CMVVKR1BNTC4u


臨時休校中の課題⑤ 新３年（情報処理ｺｰｽ） 
（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 自選Ⅰ（実践数学）（約２時間分） 
（課題・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=IpygVJPVSkS1vBluMOS

dTMfSg7wU-5VAiJeGvHr4yW5URFBQWUtUM0M0UjY0UFkyUE5LWVRCV0x

aTy4u 

 

⑩ 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「アルカン」「アルカンの名称とアルキル基」

「アルカンの性質」「アルカンの異性体」「アルカンの反応」「シクロアルカン」

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 P92～P93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） 

https://forms.office.com/

Pages/ResponsePage.asp

x?id=IpygVJPVSkS1vBl

uMOSdTMlh4E94WUtA

pCSkydL2NTBUNVdaU

1dESlpEVEEyWkU2Wk

1CMVVKR1BNTC4u  

 

⑩ 自選Ⅰ（音楽Ⅲ）（約２時間分） 
今回の課題はありません。 

 

⑩ 自選Ⅰ（美術Ⅲ）（約２時間分） 
 今回の課題はありません。 

 

⑩ 自選Ⅰ（書道Ａ）（約２時間分） 
今回の課題はありません。提出に備えて、これまでの課題のまとめ(提出準備等)をして下さい。 

 

⑩ *自選Ⅰ（中国語Ⅰ）（約２時間分） 
 http://www.ginowan-h.open.ed.jp/b5dfb511d7950b39b11145fa3e5b795fb7c8425d.pdf 

 

⑩ 自選Ⅰ（実用調理）（約２時間分） 
今回の課題はありません。 

 

⑩*自選Ⅰ（沖縄の歴史）（約２時間分） 
（課題）教科書ｐ２２～ｐ２６ 

（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 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMfSg7wU-5VAiJeGvHr4yW5URFBQWUtUM0M0UjY0UFkyUE5LWVRCV0xaTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMfSg7wU-5VAiJeGvHr4yW5URFBQWUtUM0M0UjY0UFkyUE5LWVRCV0xaTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMfSg7wU-5VAiJeGvHr4yW5URFBQWUtUM0M0UjY0UFkyUE5LWVRCV0xaTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUNVdaU1dESlpEVEEyWkU2Wk1CMVVKR1BNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUNVdaU1dESlpEVEEyWkU2Wk1CMVVKR1BNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUNVdaU1dESlpEVEEyWkU2Wk1CMVVKR1BNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUNVdaU1dESlpEVEEyWkU2Wk1CMVVKR1BNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUNVdaU1dESlpEVEEyWkU2Wk1CMVVKR1BNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUNVdaU1dESlpEVEEyWkU2Wk1CMVVKR1BNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMlh4E94WUtApCSkydL2NTBUNVdaU1dESlpEVEEyWkU2Wk1CMVVKR1BNTC4u
http://www.ginowan-h.open.ed.jp/b5dfb511d7950b39b11145fa3e5b795fb7c8425d.pdf


臨時休校中の課題⑤ 新３年（情報処理ｺｰｽ） 
（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。 

 

      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

BluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURElZWFpLWFlPNDROMFFIUTRVS

TFSTlFUTi4u 

 

 

⑪*自選Ⅱ（沖縄の歴史）（約２時間分） 
（課題）教科書ｐ２２～ｐ２６ 

（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

uMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURElZWFpLWFlPNDROMFFIUTRVSTFS

TlFUTi4u 

 

⑪ 自選Ⅱ（数学 B）（約２時間分） 
（課題）教科書ｐ16 問 15～ｐ19 問 20の問題をノートに写して解いてください。 

（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=IpygVJPVSkS1vBluMOSd

TNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUMjdaMlRLVVhMSEVZVjdIOE0wMEMzV1Y3

US4u 

※ 前回の課題（問 11～問 14）の解答も PDF ファイルで貼り付けていますの 

再度確認してください。 

http://www.ginowan-h.open.ed.jp/3-56suugakuB11-14kaitou.pdf 

 

⑪ 自選Ⅱ（生物総合）（約２時間分） 

課

題

内

容 

①以下のＵＲＬにアクセスするか、QR コードを読み取り、ｐ８～９の問９～問１１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。 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm8

9ueBEnEwyyv1rkX9UQ0lJVEQwTFZMVzNNQUk1V1dHVzVGWkgxRi4u 

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。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURElZWFpLWFlPNDROMFFIUTRVSTFSTlFUTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURElZWFpLWFlPNDROMFFIUTRVSTFSTlFUTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURElZWFpLWFlPNDROMFFIUTRVSTFSTlFUTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURElZWFpLWFlPNDROMFFIUTRVSTFSTlFUTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURElZWFpLWFlPNDROMFFIUTRVSTFSTlFUTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURElZWFpLWFlPNDROMFFIUTRVSTFSTlFUTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUMjdaMlRLVVhMSEVZVjdIOE0wMEMzV1Y3US4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUMjdaMlRLVVhMSEVZVjdIOE0wMEMzV1Y3US4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUMjdaMlRLVVhMSEVZVjdIOE0wMEMzV1Y3US4u
http://www.ginowan-h.open.ed.jp/3-56suugakuB11-14kaitou.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UQ0lJVEQwTFZMVzNNQUk1V1dHVzVGWkgxRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89ueBEnEwyyv1rkX9UQ0lJVEQwTFZMVzNNQUk1V1dHVzVGWkgxRi4u


臨時休校中の課題⑤ 新３年（情報処理ｺｰｽ） 
（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。 

 

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。 

⑪ *自選Ⅱ（中国語Ⅰ）（約２時間分） 
 http://www.ginowan-h.open.ed.jp/b5dfb511d7950b39b11145fa3e5b795fb7c8425d.pdf 

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。 

⑪ 自選Ⅱ（手芸）（約２時間分） 
今回の課題はありません。 

⑪ 自選Ⅱ（簿記）（約２時間分） 

（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=IpygVJPVSkS1vBluMO

SdTKAPuRKylxpEiCrAJDwyZvxUMEJJUkQwUkFCUlZZTEFRUEVMSlZLVkxZTi4u 

 

 

 

以上で、今回の課題⑤とアンケートは終了です。   大変お疲れ様でした♪ 

http://www.ginowan-h.open.ed.jp/b5dfb511d7950b39b11145fa3e5b795fb7c8425d.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKAPuRKylxpEiCrAJDwyZvxUMEJJUkQwUkFCUlZZTEFRUEVMSlZLVkxZTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTKAPuRKylxpEiCrAJDwyZvxUMEJJUkQwUkFCUlZZTEFRUEVMSlZLVkxZTi4u

