
41 期３年生 休校中の課題 その６（自分が受ける授業の課題をすべてやること）  登校日① 5/14（木）配布分      

●教科からの課題… 特に指示がない場合、提出は 『最初の授業で提出』 （提出物は評価の対象です） 

●登校日予定… ②5/19（火） ③5/22（金） ④5/27（水） （時間はローテーションしているので注意） 

≪備考≫ 

日本史Ｂ 日本史課題１ プリント 『開国と幕末の動乱』  ２年で学習した範囲の続きからスタートします 

① 教科書 P.250～260 を参考に完成させましょう。 

② 同時に、一問一答問題集 P.245～255 もチャレンジしてださい。 

次回か次々回の登校日に、 

「明治の内閣（のべ 14 人）」 

の確認テストを行います。 

日本史 

演習 

問題集 『新日本史研究ノート』 の予習 （続き） 問題集 Ｐ27～29 まで。（教科書を見て）。 直接、問題集に

書き込んでもいいし、別のノート等に答えを書いてでもいいです。   

これまでの課題の継続です。 

政経 

 

登校日ごとに課題プリントを 1 枚ずつ配布します。政治・経済授業１回目で、これまでの課題と一緒に提出して

ください。これらのプリントは授業でも使用する予定です。 

登校日に教室を巡回する予定

です。 

世界史 

 

第 2 回の世界史課題 

世界史に関係する本を 1冊選び内容および、諸君の感想をレポートせよ。 

本は図書館が休館のため、書店購入か、インターネット（アマゾンなど）で購入すること。 

Ａ４で手書きまたはワープロ打ちで 2枚程度、最初にクラス番号氏名、本の題名、著者、出版社を書くこと 

提出期限→5 月 22 日から約 1 か月後、授業の時または登校日、期限が近づけば提出日知らせます。 

おすすめの本は 5月 22 日（金）の登校日に説明しますます。 

第 1回の世界史課題の提出日

を登校日の 5 月 22 日（金）とし

ます。担当者がまわります。 

 

現代文 B 教科書 ： 東京書籍『精選現代文 B 』ｐ 186「藤野先生」について 

課題プリント① ※教科書を見ながら取り組んでください。 

 

最初の授業で提出 

古典 B ① 『 読み解く古文１ 』 １  ※答え合わせも行う 

② 古文単語３３０ ｐ１３４～１４３ を覚える。 →次の登校日に確認プリントを配布します。 

最初の授業で提出 

国語 

演習 

①  「○○新書」を読みましたか。 
②  前回の漢字の答え合わせをし、しっかり覚えなさい。Ａ ①要請  ②威勢 ③盛衰 ④精通 ⑤請願 Ｂ ①衣装 

②塗装 ③焦点 ④渉外  ⑤壮健 Ｃ ①強迫 ② 拍車 ③薄利多売 ④迫真 ⑤博覧強記 Ｄ ①不審 ②申請 ③審問  
④慎重 ⑤侵犯 Ｅ ①深刻 ②克明 ③宣告 ④彫刻 ⑤漆黒 Ｆ ①消費 ②逃避 ③浪費 ④石碑 ⑤可否  

  Ｇ ①至上 ②四面楚歌 ③支度金 ④夏至 ⑤阻止 Ｈ ①創出 ②創業者 ③装飾 ④葬儀 ⑤聡明 Ｉ ①所産  ②賛否 

③産婦人科 ④悲惨 ⑤酸化 Ｊ ①渦中 ②宇宙 ③駐車 ④中継 ⑤伯仲 

③ 教科書（新編現代文Ａ）『調律師のるみ子さん』の学習ノートに答えだけを書きなさい。 

但し（Ｂ）は表の形で書きなさい。                  
   （Ａ）カタカナを漢字に直せ。 １ 洋琴(ぴあの)のケンバン。  ２ オダやかそうなヨウボウ。  ３ 延々とヘイ

が続く。  ４ ホオを打たれる。 ５ フンゼンとして帰る。  ６ テンプクした電車。  ７ 工夫をコらす。 

   ８ 軽やかにカナでる。 
  （Ｂ）意味を調べよ。   １  年 季   ２  憤 然 
（Ｃ）るみ子さんの境遇をまとめよ。 

     十年前に（  電車の転覆事故   ）に遭い、（ 右手の      人差し指と中指 ）を失ったため、ピアノ

奏者の道を諦め、 （      確かな耳  ）を活かして、ピアノの（  調   律師  ）をしている。 
（Ｄ）２０・２ なぜ一音わずかに外すのか。 
（Ｅ）２０・５ 右手の人さし指と中指が無いことは、るみ子さんの何を象徴しているか。 
（Ｆ）２０・６「時計の針のような」はどのようなことの例えか。 
（Ｇ）２１・８☆老人が「今を出たり入ったりした」のはなぜか。 

  （Ｈ）２１・９ 老人の目がほとんど見えないことから、どんなことがうかがわれるか。 
（Ｉ）２１・１５ 老人が求める「音」を八字で抜き出せ。 
（Ｊ）２２・１４☆「あなたは～～ですね。」と言ったのはなぜか。 
（Ｋ）チョコレートケーキの描写が暗示していることは何か。 

    ① ☆スポンジのつなぎにちょっぴり工夫を凝らしている。   ② ケーキを冷蔵庫にしまいました。 
③ ☆皿のケーキは半分以上なくなっていました。 

  （Ｌ）２４・４ 古いレコードを聴いて何に気づいたか。 
（Ｍ）２４・１４ ☆「ピアノのささやき」とは何か。 
（Ｎ）２５・７「子供時分に習った曲を弾いたことでどのようなことが暗示されているか。 

 

古典 A   

英コミ ① LANDMARKⅢ「予習ノート」 p.１９と p.２１  Lesson３の英文を読み、Comprehensionに解答を記入する。  

② 「Engage」 ２周目 or３周目  ←前回のつづき。どんどん進めていこう！ 

 （宿題テストは英コミの最初の授業で実施します。範囲は pp.440-495 第２５章と第２６章、出題形式は客

観問題のみ５０問程度）  ※授業再開後、Engage は小テストを実施する予定です。 

次回登校日(5/19)に課題のチ

ェック（Ｌｅｓｓｏｎ１）をします。

「予習ノート」を持参すること。 



英表 

 

英文法・語法問題６００（2年次使用のテキスト）の「名詞」、「主語と動詞」、「前置詞」の範囲すべてを解き、 

レポート用紙に解答を書いて提出。 

＊適語補充：適切な選択肢を選び、全文を書くこと。 

＊並べ替え：（ ）内の語句を正しく並べ替え、全文を書くこと。  

 

英演 Skyward テキスト＆予習復習ノートの予習   予習復習ノートの L.６（P.２６～P.２９）に解答を記入すること。 

１ テキストの問題を解いて記入  ２ 空欄部分の語句の意味を記入  ３ ４の Reading skillを参考に、 

Qを解く  ＊Q右端のページ数と番号は Reading skillの解説番号  

４ Exercise  本文や Reading skillを参考に問題を解く 

 

英語会

話 

教科書「My Passport」 Lesson５（P30）の本文を暗唱できるまで音読する。授業再開時に確認の音読テストをす

る予定です。 

 

土曜講座 

実戦英語 

「Clues to Reading」 Lesson６（pp.１４-１５）の予習：説明をしっかり読んで、問題を解く。テキストに直接書き込ん

で OK 

5/14登校日にＬｅｓｓｏｎ４までの

解答と解説のプリントを配布し

ます。 

数学演習 「エクセルライト 数学Ⅰ＋A」の P.２５の A 問題を、じっくり時間をかけて、考えながら、ルーズリーフやレポート

用紙に解きなさい。 

第６回提出物は 「P.２５  A問題 ６１～６６」 

登校日に小テストを行います。 

範囲は第 3 回分まで。 

１ ， ２ ， ３ ， ４ ， ６ ， ７ 組 は

5/22(金) 5 組は 5/19(火) 

数学基礎

演習 

「チャート式 大学入学共通テスト対策 数学ⅠA＋ⅡB 基本例題１～２０」は、第 5 回（前回）までの範囲でし

た。第 6 回は前回に続き、三角比の問題です。じっくり時間をかけて、考えながら、ルーズリーフやレポート用紙

に解きなさい。  第６回提出物は 「基本例題２１～２４」 

 

数学 B 「PRIME数学 B」の p.9 を、じっくり時間をかけて、考えながら、ルーズリーフやレポート用紙に解きなさい。  

体育コー

ス 

１年生のときに習った「三角比」についての復習を、プリントを用いて行います。まずは「三角比の基本」。数学

Ⅰの教科書などを参考にして取り組んでください。解答は次回配布します。 

第６回提出物は「三角比のプリント No.1」 

5/22（金）の登校日に、第３回

課題（PRIME P.46）についての

確認テストを行います。 

理数数学

Ⅱ 

「PRIME Ⅲ」の P.９～１０を、じっくり時間をかけて、考えながら、ルーズリーフやレポート用紙に解きなさい。 

第５回提出物は 「P.９～１０」 

5/22（金）の登校日に複素数

平面の確認テストを行います。 

理数数学

特論 

「シニア数学演習 Ⅰ・Ⅱ・A・B 受験編」の P.11 の A 問題を、じっくり時間をかけて、考えながら、ルーズリーフ

やレポート用紙に解きなさい。 

第６回提出物は 「P.１１ ３０～３２」 

 

生物 リードライト P２４～４３の「ミトコンドリアが行う呼吸」について要点や苦手な内容を、ルーズリーフ・レポート用紙な

ど白紙の片面に収まるように絵や文章でまとめる（ノート×）。 

必ずクラス・出席番号・名前・問題番号・ページなど書くこと。 

 

理数 

生物 

セミナー 問題集 P６７～６９を解いて予習する。ルーズリーフ・レポート用紙など白紙に解いて提出（ノート×）。 

必ずクラス・出席番号・名前・問題番号・ページなど書くこと。複数枚ある場合はホッチキスで留めること。 

 

理科 

演習 

  

理数化学 「3 年理数化学プリント No.3－①、②、③」の空欄を教科書を見ながら埋めて理解する。（5 月 19 日提出） 

問題集でこの範囲のところの問題を解いておく。（問題集ノートは、考査のときに提出）  

プリント 3 枚配布（次回登校日

5月 19日に提出） 

理数物理 「１９波の反射・屈折・回折」のプリントを完成させる。解答はついているが、教科書、問題集を参考にして、解き

方もしっかりと書くこと。プリントには出席番号と名前を必ず書くこと。 

 

生活と保育   

生活演習   

デッサン ８つ切りの画用紙に下の 2つのものを配置し、鉛筆（２～３B）で精密に描く。 

・「新聞紙とお茶碗」  （３時間程度で。）  用紙は１００均等で購入して下さい。 なければどんな紙でも可。 

 提出は最初の授業で。 作品の右下に組番氏名を明記して提出。 

最初の授業で提出 

音Ⅲ   

器楽   

書Ⅲ   

実用書   

体育   

 


