
臨時休校中の課題⑤ 新３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（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。読めない漢字語句、意味の分からない語句等は、各自で調べる。 

（提出） 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）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）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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAqui

FAsfFZOkrnSyGcC7RpUOEdPMFNCVjFEWjg5SDhDM080OE9aV1I0Ny4u 

   

   

 

 

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=IpygVJPVSkS1vBl

uMOSdTCwu9B3HuSxDl-_9jDll7iJUNjlDODk1OTA0VTgxUTlZVE9MS05KRE

NTTS4u 

 

 

③ 世界史 B（約４時間分） 
今回の課題はありません。 

 

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（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。 

 

④ コミュニケーション英語Ⅲ（４時間分） 

（課題）① 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。   

② 『新ユメタン①』基礎トレ用シート （フレーズ２００） 

フレーズの訳と英語を対比しながら、単語、フレーズを覚える。語彙力強化を図 

る学習を！     

（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。 

 

 

⑤ 家庭総合（お知らせ） 
（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。 

          

 

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。） 

⑦ 数学Ⅲ（約５時間分） 
（課題）教科書 P48～57、問題集 P26～32 

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

BluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUQ1Y1WlJNVDJYWUJETkkwRzFBS

FhQMUdDTC4u 

                                                   

 

（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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUQ1Y1WlJNVDJYWUJETkkwRzFBSFhQMUdDTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUQ1Y1WlJNVDJYWUJETkkwRzFBSFhQMUdDTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEoo4_8Jx5tModZvLMctoZNUQ1Y1WlJNVDJYWUJETkkwRzFBSFhQMUdDTC4u


臨時休校中の課題⑤ 新３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。 

 

⑦ 数学探究（約３時間分） 
（課題）次のデータ（2次関数 No1～No7）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/3-3tankyuu_kadai5.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=IpygVJPVSkS1vBluMOSd

TNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUQkRINU5PV1BYQTFTTDM2UDJOR1ExUjdV

UC4u 

※ 前回の課題（集合と論証 No1～No5）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/efcea3412498e39cb53bd52306591b3758ab7020.pdf 

 

⑧ 物理基礎 （２時間分） 
今回の課題はありません。 

 

⑧ 地学基礎 （２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=IpygVJPVSkS1vB

luMOSdTAl001PyiwRDuQm9c89vAINUNzhKUzNDNVBPNk9GVE1NVlRDRF

UxNVo4US4u 

 

 

⑧ 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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMkQnm89u

eBEnEwyyv1rkX9UQ0lJVEQwTFZMVzNNQUk1V1dHVzVGWkgxRi4u 

http://www.ginowan-h.open.ed.jp/3-3tankyuu_kadai5.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUQkRINU5PV1BYQTFTTDM2UDJOR1ExUjdVUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUQkRINU5PV1BYQTFTTDM2UDJOR1ExUjdVUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTNev66yicGNHvFNWHoWkkfBUQkRINU5PV1BYQTFTTDM2UDJOR1ExUjdVUC4u
http://www.ginowan-h.open.ed.jp/efcea3412498e39cb53bd52306591b3758ab7020.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAl001PyiwRDuQm9c89vAINUNzhKUzNDNVBPNk9GVE1NVlRDRFUxNVo4US4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAl001PyiwRDuQm9c89vAINUNzhKUzNDNVBPNk9GVE1NVlRDRFUxNVo4US4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTAl001PyiwRDuQm9c89vAINUNzhKUzNDNVBPNk9GVE1NVlRDRFUxNVo4US4u
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（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。 

 

⑧ 英語表現Ⅰ（約２時間分） 
今回の課題はありません。 

 

⑧ 英語会話（約２時間分） 
今回の課題はありません。 

 

⑨ 自選Ⅰ（国語表現）（約２時間分） 
今回の課題はありません。 

 

⑨ 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 

      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=IpygVJPVSkS1

vBluMOSdTJZ5s3u18txEuWF2Xy8QykVURElZWFpLWFlPNDROMFFIUTR

VSTFSTlFUTi4u 

 

 

 

⑨ 自選Ⅰ（実践数学）（約２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。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdT

MfSg7wU-5VAiJeGvHr4yW5URFBQWUtUM0M0UjY0UFkyUE5LWVRCV0xaTy4u 

 

 

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「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  

 

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=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


臨時休校中の課題⑤ 新３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。 

 

⑨ 自選Ⅰ（書道Ａ）（約２時間分） 
今回の課題はありません。 

 

⑨ 自選Ⅰ（応用英語）（約２時間分） 
今回の課題はありません。 

 

⑨ 自選Ⅰ（中国語Ⅰ）（約２時間分） 
http://www.ginowan-h.open.ed.jp/b5dfb511d7950b39b11145fa3e5b795fb7c8425d.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。 

 

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。 

 

⑩ コース選択Ｂ（物理）（約４時間分） 
今回の課題はありません。 

 

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

２

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

Iy1UQU9XRFBYQzI1

Q1dBU1FIUE8zTTJZR

jFVMiQlQCN0PWcu 

 

３

４

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

Iy1UMkJJV1E3V0RC

WFYySk1YOExYSTBJ

NEsyRyQlQCN0PWcu 

 

 

 

http://www.ginowan-h.open.ed.jp/b5dfb511d7950b39b11145fa3e5b795fb7c8425d.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQU9XRFBYQzI1Q1dBU1FIUE8zTTJZRjFVMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQU9XRFBYQzI1Q1dBU1FIUE8zTTJZRjFVMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQU9XRFBYQzI1Q1dBU1FIUE8zTTJZRjFVMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQU9XRFBYQzI1Q1dBU1FIUE8zTTJZRjFVMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQU9XRFBYQzI1Q1dBU1FIUE8zTTJZRjFVMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQU9XRFBYQzI1Q1dBU1FIUE8zTTJZRjFVMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQU9XRFBYQzI1Q1dBU1FIUE8zTTJZRjFVMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UQU9XRFBYQzI1Q1dBU1FIUE8zTTJZRjFVMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UMkJJV1E3V0RCWFYySk1YOExYSTBJNEsyRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UMkJJV1E3V0RCWFYySk1YOExYSTBJNEsyRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UMkJJV1E3V0RCWFYySk1YOExYSTBJNEsyRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UMkJJV1E3V0RCWFYySk1YOExYSTBJNEsyRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UMkJJV1E3V0RCWFYySk1YOExYSTBJNEsyRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UMkJJV1E3V0RCWFYySk1YOExYSTBJNEsyRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UMkJJV1E3V0RCWFYySk1YOExYSTBJNEsyRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTHY4AGhQTHZKnIAyG628Iy1UMkJJV1E3V0RCWFYySk1YOExYSTBJNEsyRyQlQCN0PWcu


臨時休校中の課題⑤ 新３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 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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 現代社会」ノート（第一学習社）P．44～P．53 

（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

MOSdTEh08nwSjvxJjw_eKMDUTitUMkk0TzQ0NlAyTlhUR0NMVUZHTURDV0

ZNVS4u 

 

 

 

⑪ コース選択Ｂ（実用英語）（約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。 

 

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=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEh08nwSjvxJjw_eKMDUTitUMkk0TzQ0NlAyTlhUR0NMVUZHTURDV0ZNVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEh08nwSjvxJjw_eKMDUTitUMkk0TzQ0NlAyTlhUR0NMVUZHTURDV0ZNVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTEh08nwSjvxJjw_eKMDUTitUMkk0TzQ0NlAyTlhUR0NMVUZHTURDV0ZNVS4u


臨時休校中の課題⑤ 新３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。 

 

 

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。 

⑪ コース選択Ｂ（情報処理）（約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。  大変お疲れ様でした♪ 

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

