毎週⽉曜⽇9:00配信 66期課題⼀覧表

◉5⽉25⽇〜5⽉29⽇分
教科

科⽬

国語 現代⽂B
古典B

⾃習
地歴 世界史A
・
公⺠ 現代社会

数学 数学II
数学B

理科 物理基礎
化学基礎

保健 保健
体育 体育

芸術 ⾳楽II書道II
美術II
⼯芸II
英語 コミュ英II
英表II
家庭 家庭基礎

探究

SSH

内容

⑴中島敦「⼭⽉記」⑵伏⽊享「からだで味わう動物と情報を味わう⼈間」
⑴漢⽂p.10「華歆・王朗」①動画視聴。②語句・句形」をまとめる・記述問題・⼩テスト
⑵古⽂p.84「花⼭天皇の出家」（『⼤鏡』）①本⽂を写す・古語の意味調べ・現代語訳
百⼈⼀⾸による古⽂の復習をClassroomにて配信
「イギリス産業⾰命」と「アメリカ独⽴⾰命」の動画を視聴し，Formで課題に取り組む。
アメリカ⼤統領選2020についてのプリントを読み「⽇⽶関係に関する66期世論調査」に
フォームで回答してください。Google classroomで配信します。
教科書pp.25〜30を熟読し，今回提⽰の問題 を解く。不等式の証明は難しい単元ですので
，教科書を読むことを優先してください。
前回提⽰の問題を解く。先週の続きを時間をかけて取り組んでください。
①第6，7回振り返りプリント，課題解説プリントを読む。②第8，9回授業動画を視聴す
る。③Google Formに回答する。④教科書p. 57-66を読み，問，類題をノートに解く。
①5⽉の課題（フォローアップドリル物質の構成と化学結合４〜11）フォローアップドリ
ルを⾃⼰採点しながら進める。②オフィースアワー（⽕曜⽇の13時〜14時）あり。
特になし。これまでの資料や確認問題を改めて⾒直しておくこと。
学校再開後を⾒据えて，⽣活習慣を整えましょう。
新しい課題はありません。
提出したデザインのコメントを確認し，デザイン案を改善すること。
新しい課題はありません。
⽉⽕⽔⽊それぞれ10:00にClassroom上にアップ（ Lesson 1 最終タスク 他 ）
①Grammar in Use UNIT 84-89②（任意）BBC LEARNING ENGLISH
課題6「環境2」のフォームの提出。課題5「調理実習1」フォームを未提出の⼈は忘れずに
提出すること。
探究グループから配信される「志向調査」のアンケートに回答する。

提出⽅法・〆切

の指⽰に従う。課題(2)締切:5⽉29⽇（⾦）17:00
Google Classroomの指⽰に従う。確認テスト締切:5⽉28⽇（⽊）17:00
Google Classroom

⾃習⽤なので，提出等はありません。
26⽇（⽕）配信課題→〆切2⽇（⽕）28⽇（⽊）配信課題→〆切4⽇（⽊）の予定です。
Google classroomの指⽰に従ってください。締め切りは5⽉29⽇(⾦)
『数学II』『数学B』いずれの科⽬もこれまでと同様に，A4⽤紙（ルーズリーフなど）また
はノート（A4サイズでなくてよい）に記述して，名前を明記し，A4⽤紙の場合は必ずホチ
キスで左上を留めて提出。解答も添付するのでそれを参考にして疑問点やわからない点など
を明記し，学習の度合いがわかるように記述すること。再開後の最初の各科⽬の授業終了後
，それぞれの担当教員に提出。 ※アンケート未記⼊者は記⼊のこと。
③Google classroomからGoogle Formに回答する。
④これまでのノートの続きに問題を解き，登校再開後，最初の授業で提出する。
＊化学総合資料など送付しました。＊できた動画等は随時アップして⾏きます。＊フォロー
アップドリルp8~p13はNHK⾼校講座化学基礎の第6回〜10回を⾒ながら進めましょう。
特に，やり残しているものがある⼈はこの週でやり切るように。
これまでの課題を提出していない者は5/29までに提出すること。
前回の課題〆切は5⽉29⽇（⾦）です。レポートは5/29までに返却します。
「最終タスク」はFormで提出（再開後紙提出も可）
①は確認テストを配信。また，範囲の解答も⽉曜⽇に配信します。
課題6「環境2」は5⽉27⽇（⽔）です。課題5「調理実習1」未提出の⼈は，早めに提出のこ
と。
課題は5⽉25⽇（⽉）にGoogle Classroomにて配信。締め切りは5⽉29⽇（⾦）時間厳守！
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毎週⽉曜⽇9:00配信 66期課題⼀覧表

◉5⽉18⽇〜5⽉22⽇分
教科 科⽬
国語 現代⽂B
古典B
⾃習
地歴 世界史A

・
公⺠ 現代社会
数学 数学II
数学B

理科 物理基礎
化学基礎

保体 保健
体育
芸術 ⾳楽II
美術II
⼯芸II
書道II
英語 コミュ英II
英表II
家庭 家庭基礎

内容

提出⽅法・締め切り・その他

①中島敦「⼭⽉記」①動画視聴，②課題終了後の感想
Google Classroom上の指⽰に従ってください。
②「⾝体で味わう動物と情報を味わう⼈間」を読む。
テスト類の締め切りは5⽉22⽇（⾦）17:00です。
①漢⽂p.12「華歆・王朗」書き下し⽂を書き，現代語訳をつける。 ②古⽂p.12「兼盛と忠⾒」（『沙⽯集』）
動画視聴と古語の答え合わせ・感想・⼩テスト。
百⼈⼀⾸による古⽂の復習をClassroomにて配信
⾃習⽤なので，提出等はありません。
映像授業，テーマは「イギリス産業⾰命」ですので，教科書pp.73〜75を読むこと。順次到着予定の副教材（最
新世界史図説タペストリー）も同様です。
社会に出る前に，マーケットに出よう。「体験型株式投資コンテスト」でコロナ禍に対する戦闘⼒を⾼めよう。 Google classroomで課題配信します。（5/19⽕曜を予定）
教科書pp.20〜24を熟読し，数学II課題20200515.pdfを解く。
A4⽤紙（ルーズリーフなど）に記述して，名前を明記し，必ずホチキスで
左上を留める。解答も添付するので参考にして，不明点などを明記し，学
の度合いがわかるようにすること。再開後最初の各科⽬の授業終了後，
数学B課題20200515.pdfを解く。今回提⽰の課題プリントは2週間分です。今週来週と時間をかけて取り組んで 習
そ
れぞれの担当教員に提出。アンケート未回答者は早急に提出を。
ください。今までの復習問題ですので苦⼿な箇所は教科書をもう⼀度読んでください。
Google classroomで配信予定（5/18 9:00頃）①第6，7回授業動画を視聴する。②Google Formに回答する。③
②Google classroomからGoogle Formに回答する。
教科書pp.40〜56を読み，問，類題をノートに解く。
③これまでのノートの続きに問題を解き，登校再開後の授業で提出する。
5⽉の学習は，物質の構成粒⼦，物質と結合になります。
フォローアップドリルを⾃⼰採点しながら進めてください。授業再開後，
①5⽉の課題（フォローアップドリル物質の構成と化学結合4〜11）フォローアップドリルを⾃⼰採点しながら 点検いたします。
進めてください。この範囲は，教科書のpp.34〜104になります。読み応えありそうですね。
＊化学総合資料，実験のしおり，フォローアップドリルの物資量・化学反
②化学基礎のオフィースアワー（⽕曜⽇の13時〜14時）でGoogle Classroomの Meetで質問できます。
応式を送ります。
＊できた動画等は随時アップして⾏きます。
＊フォローアップドリルpp.8〜13はNHK⾼校講座化学基礎の第6回〜10回
を⾒ながら進めましょう。
Google Classroomで配信予定（5/18， 9:05）
確認問題も締め切りは5⽉22⽇（⾦）
「3.妊娠・出産と健康」（教pp.68〜69）と授業スライドをみた後，確認問題に回答してください。
今までの課題継続（運動の記録）
前回の課題だった振り返りは，2年保健授業担当者が確認する予定です。
歌唱に関する動画を配信します。
課題に関する資料を追加で配布します。
前回の課題の提出期限は5⽉22⽇（⾦）です。コメント共に返却します。
動画を視聴し幾何学図形の構成から気持ちを表現する課題に取り組む。
課題の提出締め切りは5⽉29⽇（⾦）
書の古代史④
5⽉18⽇（⽉）午前中までに配信。5⽉22⽇（⾦）締切。
CROWN Lesson 1（⽉曜11:00配信）⽕：§3 個⼈練習 ⽔：§3 グループワーク（課題あり） ⽊：§4 個⼈練習 Google Classroom上でForm配信
⾦：§4 グループワーク＋ 最終タスク（課題あり）
締め切りはGW当⽇（⽔・⾦）
①今週はGrammar in Useを進めます。詳細はClassroomにて配信予定。②任意課題
①②とも提出はありませんが，①は後⽇確認テストを⾏います。
新規課題なし。Google Classroomに配信済み
課題5締め切り。課題4未提出者もフォームに回答すること。
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毎週⽉曜⽇9:00配信 66期課題⼀覧表

◉5⽉11⽇〜5⽉15⽇分
教科 科⽬
国語 現代⽂B
古典B
⾃習
地歴 世界史A
・
公⺠ 現代社会
数学 数学II
数学B
理科 物理基礎
化学基礎

保体 保健
体育
芸術 ⾳楽II
美術II
⼯芸II
書道II
英語 コミュ英II
英表II
家庭 家庭基礎

内容

提出⽅法・締め切り・その他

①中島敦「⼭⽉記」Classroomに課題指⽰（前回のものと異なる課題）
Google Classroom上の指⽰に従ってください。
②「ホンモノのおカネの作り⽅」Classroomにふりかえり動画
テスト類の締め切りは5⽉15⽇（⾦）17:00です。
①漢⽂p.8「買履忘度」動画視聴，「語句・句形」のまとめ。Classroom上「記述問題」「⼩テスト」 ②古⽂
p.12「兼盛と忠⾒」（『沙⽯集』）のノートに本⽂を写す，古語の意味調べ，⽂法問題，現代語訳をつける。
百⼈⼀⾸による古⽂の復習をClassroomにて配信
⾃習⽤なので，提出等はありません。
遠隔授業ガイダンス：Classroomに掲⽰されたガイダンス資料を読み，Formの質問に答える。
ガイダンス資料の確認問題は5⽉15⽇（⾦）締め切り
課題なし ※学習を振り返り，質問タイムで「聞いてみたいこと」「もっと詳しく知りたいこと」を考えおく。
教科書pp.54〜57 を熟読し，5/1提⽰の問題（数学II課題20200501.pdf）の⼤問5〜7 を解く。
A4⽤紙（ルーズリーフなど）に記述して，名前を明記し，必ずホチキスで
左上を留める。解答も添付するので参考にして，不明点などを明記し，学
習の度合いがわかるようにすること。再開後最初の各科⽬の授業終了後，
教科書pp.103〜105 を熟読し，5/1提⽰の問題（数学B課題20200501.pdf）の⼤問2〜5 を解く。
それぞれの担当教員に提出。アンケート未回答者は早急に提出を。
Classroomで5⽉11⽇（⽉） 9:00頃配信。①電⾞のv-tグラフの課題に取り組み，ノートに貼るorノートにまとめ
提出する必要のある課題はありませんが，学習内容はノートにまとめるよ
る②探究活動のレポート例を読む③第3，4回の課題解説プリント・振り返りプリントを読む
うにしてください。
物質の構成粒⼦・物質と結合の学習（フォローアップドリルpp.8~13をNHK⾼校講座化学基礎の第6回〜10回を フォローアップドリルを⾃⼰採点する。授業再開後，点検予定。＊周期表
⾒ながら進める。教室では提⽰できないような話題もあり⾯⽩いですよ。）教材を送付できるようになれば，化 の原⼦番号が 1 番から20 番までの元素については，原⼦番号，元素記号，
学総合資料，実験のしおり，フォローアップドリルの物資量・化学反応式を送ります。
元素名をフォローアップドリルp.7の3で⾃⼰採点する。
Classroomで5⽉11⽇（⽉） 9:00頃配信。「5.結婚⽣活と健康」（教pp.74〜75）と授業スライド（⼀部動画あ
確認問題も締め切りは5⽉15⽇（⾦）
り）をみた後，確認問題に回答してください。
①今までの課題継続（運動の記録）②これまでの運動の振り返り
②Google Formで回答，締め切りは5⽉17⽇（⽇）
新規の課題なし
ミュージアムグッズのデザインを検討する
5⽉11⽇（⽉）9:00頃に配信。提出締め切りは5⽉22⽇（⾦）
絞り染めの技法について調べ，レポートにまとめる
5⽉11⽇（⽉）9:00頃に配信。提出締め切りは5⽉22⽇（⾦）
書の古代史③
5⽉11⽇（⽉）午前中までに配信。5⽉15⽇（⾦）締切。
CROWN Lesson 1（⽉曜11:00配信）⽕：§1 個⼈練習 ⽔：§1 グループワーク（課題あり） ⽊：§2 個⼈練習 Google Classroom上でForm配信
⾦：§2 グループワーク（課題あり）
締め切りはGW当⽇（⽔・⾦）
⽉曜11:00配信 Mainstream Lesson 4 If I were the Principal，仮定法を復習しましょう。
Lesson 3の課題締め切りが5⽉12⽇（⽕）です。
課題4「環境」課題5「調理実習1」の調理を⾏う。無理のない範囲で実施すること。詳細はClassroom上の指⽰ 課題4「環境」は5⽉15⽇（⾦）
に従う。
課題5「調理実習1」は5⽉22⽇（⾦）
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毎週⽉曜⽇9:00配信 66期課題⼀覧表

◉5⽉7⽇〜5⽉8⽇分
教科 科⽬
国語 現代⽂B
古典B

⾃習
地歴 世界史A

・
公⺠

現代社会

内容

①中島敦「⼭⽉記」Classroomに課題指⽰
①「初冠」（古⽂教科書p.18）問題の答え合わせ→⼩テスト ②「鴻⾨之会」前回の問題の答え合わせ ③「買
履忘度」（漢⽂教科書p.8）書き下し⽂をノートに書き，現代語訳をつける。
百⼈⼀⾸による古⽂の復習をClassroomにて配信
先週の課題「前近代史と近現代史をつなぐ」の近世史の期限を5⽉6⽇正午から8⽇正午まで延⻑します。しっか
りと教科書を読みこんで，前近代と近代，そして現代との間で連続していること，断絶していることとは何かに
ついて考え，⾃分なりの問いをもちながら，世界史の学習を進めていきましょう。
課題なし

数学 数学II
理科
保体
芸術
英語
家庭

教科書pp.50〜52 を熟読し，今回提⽰の問題の⼤問1〜4 を解く。
Google Classroomにアップされているアンケートに回答する。
数学B
教科書pp.101〜102 を熟読し，今回提⽰の問題の⼤問1 を解く。
Google Classroomにアップされているアンケートに回答する。
物理基礎 課題なし
化学基礎 Google Classroom上①5⽉までの課題（序章とフォローアップドリル）②4⽉10⽇の課題（混合物の分離⽅法）
③授業動画（4⽉のまとめ：物質観）④授業動画（4⽉のまとめ2混合物の分離,3元素の検出）⑤授業動画（4⽉
のまとめ4同素体）実験動画（ガスバーナー，蒸留，同素体など）
保健
課題なし
体育
今までの課題継続（運動の記録）次回課題では，これまでの取り組みについて振り返りをまとめてもらう予定で
す。（A41~2枚程度）
⾳楽II・美術II・⼯芸II・書道II 新規の課題はなし ※美術・⼯芸は，5/8までに前回課題にコメントを付けて返却をします。
コミュ英II CROWN Lesson 2 Optional Readingを扱います。⽊11:00 配信予定@Classroom
（アインシュタインのレポートも進めておくこと）
英表II
Mainstream Lesson 3 What I’m Worried aboutを扱います。今の⼼配事と，どうしたらそれを解決できるか論じ
てもらいます。
家庭基礎 課題3「家族の役割ってなに？」を視聴し（SDGsも視聴忘れずに），PDFプリントの⾃分の考えや解答のみを
A4版⽤紙1枚にまとめる。理解度チェックを⾏う。（Google Classroomにサイトを配信済）

提出⽅法・締め切り・その他
を参照，課題提出はいずれも5⽉8⽇（⾦）17:00締め切

Google Classroom

り。

⾃習⽤なので，提出等はありません。
後半（いわゆる近世史部分）の確認問題を5⽉8⽇（⾦）正午までに回答し
てください。
楊⽥先⽣の課題のフィードバックの期限が11⽇（⽉）なので，まだ取り組
めていない⼈は⾏うようにしましょう。
A4⽤紙（ルーズリーフなど）に記述して，名前を明記し，必ずホチキスで
左上を留める。解答も添付するので参考にして，不明点などを明記し，学
習の度合いがわかるようにすること。再開後最初の各科⽬の授業終了後，
それぞれの担当教員に提出。
アンケートの締め切りは5⽉7⽇（⽊）17:00
今の所，課題の提出は求めていません。＊周期表から原⼦番号が 1 番から
20 番までの元素 については，原⼦番号，元素記号，元素名を順番に覚え
ましょう。 ＊できた動画は随時アップして⾏きます。
新たな提出課題はありません。
⽊11:00にClassroom上でGoogle Formが課されます。
上で提出してください。

Google Classroom

※休校中に今回の課題の提出は求めていませんが，授業再開後，提出。
理解度チェックは⾃分で確認しておくこと。

4/8
/

毎週⽉曜⽇9:00配信 66期課題⼀覧表

◉4⽉27⽇〜5⽉1⽇分
教科 科⽬
国語 現代⽂B
古典B

⾃習
地歴 世界史A

・
公⺠

現代社会

数学 数学II
理科

保体
芸術
英語
家庭

内容

①宮沢賢治「永訣の朝」Classroomに確認課題②中島敦「⼭⽉記」Classroomに予習指⽰
①「鴻⾨之会」書き下し⽂・現代語訳答え合わせ→問題→重要語句・句形のまとめ→確認テスト②「初冠」（古
⽂教科書p.18）本⽂をノートに写す→意味調べ・現代語訳→問題→主題を考える
百⼈⼀⾸による古⽂の復習をClassroomにて配信
前近代史と近現代史をつなぐ。GW前に教科書pp.1〜37を，GW中にpp.38〜72をざっと読み，簡単な確認問題
（選択式，それぞれ10問程度）に回答し，前近代と近現代の違いや，前近代から近現代への連続と変容につい
て，問いを持つ。詳細ははClassroomを参照。
①4⽉29⽇（⽔）配信「経済学史」動画を視聴の上，確認テストを受ける。※動画が視聴できない環境にいる者
は同時に添付する資料を閲覧した上で，確認テストを解いてください。
教科書pp.62〜76を熟読し，今回提⽰の問題（数学II課20200424.pdf）の全問題 を解く。

提出⽅法・締め切り・その他

「永訣の朝」確認課題，締切：4⽉30⽇（⽊）17:00
確認テスト・主題の締切：4⽉30⽇（⽊）17:00
詳細はClassroomの指⽰に従う。
⾃習⽤なので，提出等はありません。
前半：Google Form で5⽉1⽇（⾦）正午回答締め切り。後半：5⽉1⽇
（⾦）掲⽰，5⽉6⽇（⽔）正午回答締め切り。提出後「完了としてマー
ク」を押す。
①4⽉29⽇（⽔）配信予定のGoogle Formに⼊⼒。提出は5⽉1⽇（⽇）まで

⽤紙（ルーズリーフなど）に記述して，名前を明記し，必ずホチキスで
左上を留める。解答も添付するので参考にして，不明点などを明記し，学
習の度合いがわかるようにすること。再開後最初の各科⽬の授業終了後，
数学B
教科書pp.96〜100を熟読し，今回提⽰の問題（数学B課題20200424.pdf）の全問題 を解く。
それぞれの担当教員に提出。
物理基礎 Google Classroom上①第2回演習問題解説&「振り返り」集約回答プリントを読む（⽉曜⽇配信予定）②授業動 Google Classroomで提出してください。締め切りは5⽉1⽇（⾦）です。提
画の視聴（第3・4回）③Google Formに回答（第3・4回）④教科書の問題演習⑤（⾃由課題）演習プリント
出したら「完了にマーク」をクリックしてください。
（もっと勉強したい⼈へ）⑥探究課題（任意）
※探究課題は4⽉末が締め切りです。
化学基礎 Google Classroom上①5⽉までの課題（序章とフォローアップドリル）②4⽉10⽇の課題（混合物の分離⽅法） 今の所，課題の提出は求めていません。＊周期表から原⼦番号が 1 番から
③授業動画（4⽉のまとめ：物質観）④授業動画（4⽉のまとめ2混合物の分離,3元素の検出）
20 番までの元素 については，原⼦番号，元素記号，元素名を順番に覚え
ましょう。 ＊できた動画は随時アップして⾏きます。
保健
「2.性への関⼼・欲求と性⾏動」（教pp.66〜67）を読んだ上で，確認問題に取り組む。授業スライドを添付す 確認問題解答期限：5⽉1⽇（⾦）確認問題を解いたら，「完了としてマー
るので，そちらも確認するとよい。
ク」を押す。
体育
今までの課題継続（運動の記録）
新たな提出課題はありません。
⾳楽II
歌唱に関する動画2本をClassroomにあげます。可能な範囲で取り組んでみてください。
新たな提出課題はありません。
美術II・⼯芸II・書道II（5⽉1⽇（⾦）提出の課題はあり）は新規の課題はなし
コミュ英II Advanced Reading "I BELIEVE" (⽉)⾃学による準備(⽕)§1 解説(⽊)§2 解説(⾦)タスク
⾦曜に課されるタスクをClassroom経由で提出〆切の⽬処は5⽉4⽇（⽉）
※各曜⽇午前11時に課題をClassroomで配信します。
英表II
⽕曜午前11時配信Mainstream Lesson 2 A place I recommend you goの動画視聴の上，場所に限らずあなたの 同時に配信される振り返りFormに5⽉1⽇（⾦）までに回答。
「オススメ」を英語でできるようにする。
家庭基礎 Gogole Classroom課題2「どんなふうに⽣きたい？暮らしたい？」「多様なライフスタイルと『家族』」を視聴 ⾃分の作品写真や作り⽅などの情報をA4版⽤紙1枚に記録しておくこと。
し，PDFプリントの⾃分の考えや解答のみをA4版⽤紙に1回ごとに1枚にまとめる。理解度チェックを⾏う。 ※休校中に今回の課題の提出は求めていませんが，授業再開後，提出。
A4
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毎週⽉曜⽇9:00配信 66期課題⼀覧表

◉4⽉20⽇〜24⽇分
教科 科⽬
国語 現代⽂B
古典B
⾃習
地歴 世界史A

・
公⺠ 現代社会
数学 数学II
理科
保体
芸術
英語
家庭

内容

①岩井克⼈「ホンモノのおカネの作り⽅」 Classroomに解説動画3本＋確認課題
②宮沢賢治「永訣の朝」 Classroomに指⽰と資料（確認の課題は次回，配信）
① 古⽂p.14「伴⼤納⾔の事」の復習（Classroomに指⽰あり）
古語の答え合わせ→現代語訳の答え合わせ→問題を解く→答え合わせ→主題を考える→⼩テスト
②「鴻⾨の会」（漢⽂pp.24〜26「剣舞」）の予習（Classroomに指⽰あり）
pp.38〜39，p.24のリード⽂を読んで背景を知る→書き下し⽂をノートに書く→現代語訳
百⼈⼀⾸による古⽂の復習をClassroomにて配信
今回も前回同様，通常はオリエンテーションで実施しているアンケートです。Classroomにもリンクが貼ってあ
ります。今回のテーマは「近代とは何か」です。
①楊⽥先⽣の先週の課題に対するフィードバックを読んだ上で，質問に答える。
②4⽉22⽇（⽔）に，「経済学的な⾒⽅（仮）」についての動画を配信。その動画を視聴した上で，簡易な確認
テストを受ける。※動画が視聴できない環境にいる⽣徒は同時に添付する資料を閲覧した上で，確認テストを
解いてください。
教科書pp.42〜47を熟読し，4/10提⽰の問題（数学II課20200410.pdf） の 5，6，7 を解く。

提出⽅法・締め切り・その他

の指⽰に従う。「ホンモノのおカネの作り⽅」確認課題
，締切： ⽉ ⽇（⽊）17:00
Google Classroomの指⽰に従う。確認課題，締切:4⽉23⽇（⽊）17:00
Google Classroom
4 23

⾃習⽤なので，提出等はありません。
Google Form で4/22（⽔）正午までに回答してください。
①Google Formで4⽉22⽇（⽕）までに⼊⼒
②4⽉22⽇（⽔）に配信予定のクラスルームに添付されるGoogle Formに⼊
⼒。提出は4⽉26⽇（⽇）まで

⽤紙（ルーズリーフなど）に記述して，名前を明記し，必ずホチキスで
左上を留めて提出。解答も添付するのでそれを参考にして疑問点やわから
ない点などを明記し，学習の度合いがわかるようにすること。再開後最初
数学B
教科書pp.92〜93を熟読し，4/10提⽰の問題（数学B課題20200410.pdf）の 4，5，6 を解く。
の各科⽬の授業終了後，それぞれの担当教員に提出。
物理基礎 Google Classroomに配信済：①第1回演習問題解説&「振り返り」集約回答プリントを読む ②授業動画の視聴 Google Classroom上で4⽉26⽇（⽇）までに提出。提出したら「完了に
③Google Formに回答 ④教科書の問題演習 ※これとは別に4⽉末⽇を〆切にした探究課題を出しています マーク」をクリックしてください。
化学基礎 Google Classroomに配信済：①5⽉までの課題（序章とフォローアップドリル） ②4⽉10⽇の課題（混合物の 今の所，課題の提出は求めていません。
分離⽅法） ③授業動画（4⽉のまとめ）
保健
「思春期と健康」に関する資料と教科書を読んで確認問題に取り組む
体育
今までの課題継続（運動の記録）＋フットサルとバドミントンに関するHPの紹介＋メンタルトレーニング技法
の紹介 ※これまで同様運動の記録を継続する。また，2年で扱う種⽬に関するHPを紹介．
⾳楽II
新規の課題はなし。4⽉27⽇（⽉）までに歌唱に関する動画をあげる予定。
美術II・⼯芸II・書道IIは新規の課題はなし
コミュ英II CROWN Lesson 2 §3, 4 本⽂習得練習（個⼈）及びグループワーク（シートはClassroom配布）
【コミュ英・英表共通】
＊Google Form提出（Classroom経由で配信）
＊原則配信後数⽇内に提出。
英表II
Mainstream Lesson 1 Self-introductionの動画視聴の上（⽊曜にClassroomにアップ予定），ReasoningとGiving
examplesを意識した⾃⼰紹介を考え，練習する。とにかく練習する。
家庭基礎 前回の課題1とマスクの作り⽅例を再度読み（Google Classroomに配信済），⾃分が作った作品を使⽤しての気 ⾃分の作品写真や作り⽅などの情報をA4版⽤紙1枚に記録しておくこと。
づいたこと，使⽤感，改善点をまとめる。
※休校中に今回の課題の提出は求めていませんが，授業再開後，提出。
A4
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毎週⽉曜⽇9:00配信 66期課題⼀覧表

◉4⽉13⽇〜17⽇分
教科 科⽬
国語 現代⽂B

古典B
地歴 世界史A
・
公⺠ 現代社会

数学 数学II

数学B

理科 物理基礎
保体
芸術

英語
家庭

内容

なし
①漢⽂「画⻯点睛」の復習。②古⽂「伴⼤納⾔の事」の予習。Google Classroom上に確認テストあり。
7⽇に提⽰したGoogle Form課題の回答送信。
①課題の趣旨説明⽤動画を視聴した上で，先週の課題(+α)に関してGoogleformで⼊⼒する。※動画の視聴環境
が整っていない⼈は⾒なくても⼤丈夫です。②GoogleForm課題を配布，先週の課題を打ち込む。先週の課題⽂
を確認しておくこと。
教科書『数学II』pp.34~41を熟読し,PDFファイルの問題1〜4を解く。
教科書『数学B』pp.87~91を熟読し，前回(提⽰のPDFファイルの問題4〜6と今回提⽰のPDFファイルの問題1〜
3を解く。解答も添付するのでそれを参考にすること。
授業動画を視聴し，授業内容に関するFormに回答する。

化学基礎 0週⽬の*継続 +混合物の分離⽅法を調べる。実験の計画。 フォローアップドリルの4ページと5ページ
前週の課題継続
⾳楽II
①ベートーヴェンについて調べる。②1つ作品を選び鑑賞し，考えたことを記述。
美術II
1学期に取り組む予定の題材の案出しとアイデアスケッチ。
⼯芸II
1学期に取り組む予定の題材を踏まえて⾵呂敷について調査しレポートにまとめてください。
書道II
「篆書」に関するワークシート。
コミュ英II CROWN Lesson 2
英表II
①Grammar in Use演習②Grammar in Use⼩テスト
家庭基礎 共有ドライブを参照

提出⽅法・締め切り・その他

締め切りは4⽉14⽇(⽕)
・Bとも学習の深化のため適宜「スタンダード問題集」の該当箇所も解く
ことが望ましい。
問題を解く際はA4⽤紙（ルーズリーフなど）に記述して，名前を明記し，
必ずホチキスで左上を留めて提出。解答も添付するのでそれを参考にして
疑問点やわからない点などを明記し，学習の度合いがわかるようにするこ
と。再開後最初の各科⽬の授業終了後，それぞれの担当教員に提出。
II

上で提出。
詳細Google Classroom参照。締め切りは5⽉1⽇（⾦）
詳細Google Classroom参照。締め切りは5⽉1⽇（⾦）
Google Classroom上で提出。
【コミュ英・英表共通】
詳細はGoogle Classroomにて指⽰
Google Classroom
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毎週⽉曜⽇9:00配信 66期課題⼀覧表

◉4⽉7⽇〜10⽇分
教科 科⽬
国語 現代⽂B
古典B
地歴 世界史A

・
公⺠ 現代社会
数学 数学II
数学B

内容

夏⽬漱⽯『こころ』を読む(全部)各出版社⽂庫本，「⻘空⽂庫」(ウェブ上の無料テキスト)で読むこともできます。
読後に添付した課題に回答。
漢⽂「画⻯点睛」の書き下し，現代語訳。添付の確認問題にも取り組むこと。
次の問いについて考える。Q.1知っている⾰命を書き出す。Q.2 「⾰命」と「暴動」の違いは？Q.3 フランス⾰命と
産業⾰命はどう違うか？「産業⾰命」がいう「⾰命」とはなにか。
別紙参照
教科書『数学II』pp.34〜41を熟読し，PDFファイルの問題1〜4を解く。
教科書『数学B』pp.87〜91を熟読し，前回(提⽰のPDFファイルの問題4〜6と今回提⽰のPDFファイルの問題1〜3を
解く。解答も添付するのでそれを参考にすること。

理科 物理基礎
保体
芸術
英語
家庭

提出⽅法・締め切り・その他

授業再開後最初の授業で課題を回収。

締め切りは4⽉14⽇(⽕)
II・Bとも学習の深化のため適宜「スタンダード問題集」の該当箇所も
解くことが望ましい。
問題を解く際はA4⽤紙（ルーズリーフなど）に記述して，名前を明記
し，必ずホチキスで左上を留めて提出。解答も添付するのでそれを参
考にして疑問点やわからない点などを明記し，学習の度合いがわかる
ようにすること。再開後最初の各科⽬の授業終了後，それぞれの担当
教員に提出。
左記ノート・ルーズリーフは授業再開後提出。

教科書pp.6〜11を読み，問1〜7をノートやルーズリーフ等に解き，答え合わせをする。
化学基礎 化学基礎序章「化学と⼈間⽣活」，1章物質の構成に ついて教科書を読み，フォローアップドリルの2ペ
ージ
と3ペ
ー
ジを⾏う。NHK ⾼校講座参照。
体育：運動の実施と記録 ／ 保健：教科書を読んでキーワードをピックアップする
⾳楽II・美術II・⼯芸II・書道II なし
コミュ英II CROWNII pp.80〜84 Reading 1 "Sun-Powered Car"を読み，p.85のComprehensionを解く
締め切りは4⽉17⽇(⾦)までに終わるよう進める。提出は課さないが，
後⽇⼩テスト等で確認する予定である。解答は後⽇送信。
英表II
1年次ABCE組 Grammar in Use Unit 18〜35／ 1年次DFGH組 Grammar in Use Unit 90〜94/97〜109
家庭基礎 共有ドライブを参照
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