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73期生（３学年）休業中課題一覧  5/11指示 

 

○すでに３月や４月６日、17 日、27 日に指示されているもの、スタディサポートの事前学

習のテキストとスタディサポートのテストなども、確実に取り組んでください。 

○Google Classroom では、評価の方法なども記載した詳細な課題一覧を配信しています。 

○「５月最初の登校のときに提出するもの」についても、現在ホームページに掲載してい

ます。 

○とくに指示がないものについては、再開後の初回授業で提出です。自由選択科目につい

ても、忘れずに取り組むこと。 

 

〇国語 

「現代文 B（全員必修）」 

GW前に配布したプリントを完成させる。 

 

「古典 B（文系必修）」 

ノートを用意する。教科書Ｐ１２「小式部内侍が大江山の歌の事」 

➀本文をノートに浄書。必ず 3 行ずつあけて本文を写していくこと。 

➁「直衣の袖をひかへて」まで、本文右に品詞分解をする。(単語で区切って、それぞれ品詞・活用の種

類・活用形・助動詞は意味を記す。) 

③「直衣の袖をひかへて」まで、古語辞典で単語を調べること。 

 

「現代文研究（自由選択）」 

①『錬成現代文２＋』P8～9 を解く。『錬成現代文２＋ 要約トレーニングノート』P６を解く。 

（錬成現代文２＋に直接書きこむ。） 

②『新常用漢字必携 パーフェクトクリア』P82～85（準２級①②の練習、訓読み、練習問題にチャレ

ンジ）を解く。（パーフェクトクリアに直接書き込む。） 

 

「古典研究（自由選択）」 

①『読み解く古文２』P6～7 を解く。（解答は『読み解く古文２』に直接書き込む。） 

②『読み解く古文 文法ノート２』P8～9 を解く。 

（解答は『読み解く古文 文法ノート２』に直接書き込む。） 

 

「小論文（自由選択）」 

２つの課題は、次の登校時に提出すること。 

【4 月 6 日配布】指定の文章を読んで、内容に対する自分の意見を原稿用紙に、四〇〇字以内で記す。 

【4 月 27 日配布】 

①『２０２０ 小論文頻出テーマ 解説集 現代知る』のＰ３３の内容を踏まえて、配布プリントの空

欄をうめる。 

②指定の文章を読んで、内容に対する自分の意見を原稿用紙に四〇〇字以内で記す。 
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〇地歴公民 

「世界史 B（文系選択必修）」 

①（前回の課題）教科書 p.10～27 の内容（「先史の世界」「オリエントと地中海世界」)をノートに自分

なりにまとめる。→ 次回の登校のときに提出。 

②(前回の課題)教科書 p.27～40 の内容(｢ギリシア世界｣)を、資料集 p.33～41 を参考にして、自分なり

にノートにまとめる。→ 次回の登校のときに提出。 

③教科書 p.40～51(「ローマ世界」）の内容を資料集 p.42～47 を参考に自分なりにノートにまとめる。

→ 提出は後日指示。 

 

「日本史 B（文系選択必修）」 

①教科書Ｐ23～33 までの教科書本文をノートに書き写す。 

②上記の範囲の中の太字の用語をインターネット等で調べてノートにまとめる。 

※前回の課題の続きに書く。また、ノートの上部に、書き写した教科書のページ数を書く。 

ノート提出済みの生徒はレポート用紙でも可。 

 

「政治・経済（全員必修）」 

１．「73 期 政治経済 休業期間レポート概要」を Classroom から入力する。 

（最終的な評価は紙のレポートで行いますので、概要のみ打ち込んでください） 

（臨時休業が長引き、授業内で発表を行う時間が取れない状況ですので、レポートのみで評価します） 

 

【課題の内容】（４月当初に指示した内容） 

 日本で販売・提供されている商品・サービスの中で、自分がクラスの仲間に紹介してみたいと思える

面白いものについて調べ、その魅力を授業内で発表（5 分程度）できるようにまとめておく。（A4 用紙 

１枚～5 枚程度） 

・自分がなぜその商品・サービスに魅力を感じたのかを明記すること。 

・文字だけではなく、図やグラフなどを入れることを推奨する。 

・クラスメイトが知らないような意外性のあるものを紹介すると高い評価となる。 

・類似商品との比較などを行いながら、多角的に魅力を表現できると高い評価となる。 

 → 次回の個別登校で提出してください。諸事情により登校できない場合は可能になってからでも構

いません。 

学校が再開するまで、提出遅れによる減点はしません。 

 

２．「政治経済 No.1 経済活動の意義」を Classroom から読んで、回答する。 

教科書 p.110-111、資料集 p.194-195 を参照するとよい。 

 

Classroom がうまく利用できない場合は後日、紙のプリントで個別に対応します。 
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「世界史研究（自由選択）」 

教科書ｐ.310～315 を読んで次の設問の答えをノート or ルーズリーフに書きなさい。 

A：イギリスの帝国主義政策を次の用語を使用して、200 字程度にまとめなさい。 

  使用した用語には下線を引くこと。 

＜用語＞  自治領 ディズレーリ首相 インド ジョゼフ＝チェンバレン 

B：フランスは何を武器に帝国主義政策を追求したか。 

C：ドイツのヴィルヘルム 2 世の「世界政策」を 20 字程度で答えなさい。 

D:「世界政策」を支援した運動を答えなさい。 

E：:社会民主党の路線変更を 40 字程度で答えなさい。 

F:：ロシアの資本主義を 100 字程度で答えなさい。 

G:：ロシアの革命諸政党の誕生の背景を 100 字程度で答えなさい。 

H：「:第 1 次ロシア革命の開始」を 100 字程度で説明しなさい。 

● 提出は次回の登校のとき（クラス・出席番号・氏名を忘れずに） 

 

「日本史研究（自由選択）」 

・以下の①～⑤の設問について、自分の意見をノートに記入してください。 

※最初の授業でノートを提出してください。 

①GHQ は東久邇宮稔彦の後、どのような人物に内閣総理大臣になってほしいと考えていたと思うか？ 

②なぜ GHQ は公職追放を指令したのか？ 

③なぜ財閥解体が行われたのか？その必要性を踏まえて述べなさい。 

④なぜ GHQ は日本政府に労働組合の結成を奨励したのか？ 

⑤新憲法（日本国憲法）の内容から、GHQ は日本をどのような国家にしようとしたと思うか？ 

 

 

〇数学 

「数学Ⅲ（理系選択必修）」 

新しく数学Ⅲの授業用ノートを用意する。 

教科書 P78～Ｐ84 の問題（例・例題・応用例題・練習）を掲載する講義ノート（解答解説付き）を参考

にして授業用ノートに解いてマルつけして提出する。答えのみでなく途中式も記入すること。 

提出日は追って案内します。 

課題は毎週更新されるので過去のものに関してもため込まず計画的に進めてください。 

 

(追記) 

４/６の始業式に配布した課題の数学Ｂ学年末範囲の解答に誤りがありました。 

10(3)について正しくは( -7, 8, 5)でした。訂正します。 

 

「数学総合Ⅱ（理系選択必修）」 

８ 整数の性質 （P24~27）、 ９ 式と証明  （P28~P31）、 10 複素数と方程式（P32~P33) 

※引き続き 4/27に出された課題を進めて下さい。 
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「数学応用（自由選択）」 

リンク P31、P35、P36 

上記のページを教科書や解答編を見て解く。直接書き込み可。 

 

「数学総合Ⅰ（自由選択）」 

１次不等式 (P6~P7)、 ４ ２次方程式 (P8~P9)、 ５ ２次関数のグラフ (P10~P11) 

※引き続き 4/27 に出された課題を進めて下さい。 

 

 

〇理科 

「物理（理系選択必修）」 

・教科書 P.6～P.24 をよく読み、文章中の太字で記されている、用語を確認しておくこと（ノートなど

にまとめる必要はない。もちろんまとめてもよい）。 

・（提出必ず）専用のノートまたはルーズリーフを用意し、教科書に掲載されている同じページ範囲の

「問」「類題」、P.24 の「演習問題」を解くこと。答えだけでなく、数式など導き方も書くこと。なお、

答えは P.422 にある。 

・（さらに勉強を進めたい人：提出不要）問題集 P.2～P.21 を行ってみること。大学受験を考えている人

は「応用問題」にもチャレンジしてみること。 

・提出日：最初の授業 

※詳細は最初の授業で連絡しますが、授業では A4 サイズのプリントを使用するので、とじることので

きるファイルを用意しておいてください。（２つ穴開け対応）。 

 

「物理研究（自由選択）」 

・教科書 P.340～P.347 をよく読み、文章中の太字で記されている、用語を確認しておくこと（ノートな

どにまとめる必要はない。もちろん、まとめてもよい）。 

・（提出必ず）専用のノートまたはルーズリーフを用意し、教科書に掲載されている同じページ範囲の

「問」「類題」、P.347 の「演習問題（ただし、１番のみ）」を解くこと。答えだけでなく、数式など導き

方も書くこと。なお、答えは P.427 にある。 

・（さらに勉強を進めたい人）問題集 P.242～P.255 を行ってみること（今回の範囲は、基本問題 423～

429）。大学受験を考えている人は「応用問題（今回の範囲は、応用問題 441～442）」にもチャレンジし

てみること 

※なお、授業では A4 サイズのプリントを使用するので、とじることのできるファイルを用意しておい

てください。（２つ穴開け対応） 

 

「化学研究（自由選択）」 

・教科書 P319～P323 をよく読み、問題集リードαのｐ161 の NO309 及び NO310 の問題を解く。 

・化学のノートを作成し、その解答を書いておく。 

・カルボン酸の名称と構造式をノートに書く。 
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「生物（理系選択必修）」 

教科書Ｐ．１１～Ｐ．２７をよく読み、問題集リードα生物基礎＋生物のＰ．１１８～Ｐ．１２９の８

までを解く。 

授業ノートとは別に『ワーク用ノート』を作成し、解くこと。 

丸付けと間違えたところの直しをして最初の授業で持参。 

 

「生物研究（自由選択）」 

教科書Ｐ．２９５～Ｐ．３０５をよく読み、問題集リードα生物基礎＋生物のＰ．２９８～Ｐ．３００、

Ｐ．３０７、Ｐ．３０８の１，２，３Ｐ．３１２の１７４～Ｐ．３１４の１７８までを解く。 

授業ノートとは別に『ワーク用ノート』を作成し、（生物のものとは別にすること。）解くこと。 

丸付けと間違えたところの直しをして最初の授業で持参。 

 

 

〇英語 

「コミュニケーション英語Ⅲ（全員必修）」 

・Workbook pp.4-7 に取り組む。辞書を確認しながらでもよいので自分の力で取り組み、採点、直しま

で行う。(提出は後日連絡する) 

・ホームページ 4 月 10 日更新の「英語の学習法~リスニング~」の記事を参考にして、NHK のラジオ

講座を聞いてみる。特に大学進学希望者は習慣にしましょう。冬になってから泣かないために... 

 

「英語表現Ⅱ（全員必修）」 

各自でノートを用意する。 

①Lesson 3 の p17 上部 Warm-Up: “Keeping a Pet”の本文を書き写し、全文を日本語に訳してノート

に記入する。 

②p18“Grammar and Expressions”にある英語の例文をすべて写し、それぞれ日本語訳をノートに記入

する。（❶～❽の例文だけでなく、その下にある例文もすべて書くこと） 

※ノートは今後出される課題も合わせて、授業初回の日に提出。 

 

「長文読解研究（自由選択）」 

・『One Grammar Book』pp.52-59 をノートに解き、答え合わせ、やり直しをする。ノートは提出あり。

提出については改めて連絡する。 

・余裕がある人は pp.60-69 もやりましょう。5/18～の週の課題になります。 

・教材を失くしてしまった人は、個別に指示をするので必ず授業担当者に電話で相談をすること。「失く

したのでできませんでした」は許されません。 

・Google Classroom で授業のクラスを開設しているので、参加してください。 

 

「英文法探求（自由選択）」  

英文法[強化]演習 New Frame 650 の p.13～p.16 を解く。 

※英文法[強化]演習 New Frame 650 の Mastering Aid を参照し、問題を解くこと。 



6 

 

〇保健体育 

「体育（全員必修）」 

クラスルームの「体育３年（５月１１日）」課題に取り組むこと。 

※コメントなどを書き込まないこと。（質問があれば電話にて質問をすること） 

※課題についての注意事項・提出方法をよく読み課題に取り組みこと。 

 

 

〇芸術 

「音楽Ⅲ（自由選択）」 

４月に提示した提出課題（意見を述べる課題・鑑賞学習課題）にしっかりと取り組むこと。 

→次回登校のときに提出 

 

「アート探求（自由選択）」 

「身近なものを描く」というテーマで計３枚、鉛筆でデッサンする。２枚は植物、１枚は自由な題材で描く。

計３枚を５月の残り３週にわたって取り組むこと。 

○メモとして余白に日付・描くのにかかった時間を記入 

○デッサンをして考えたこと、気が付いたことをその裏にまとめてください。 

○画材・素材の例 ：Ｂ４（八つ切り）サイズ程度の画用紙 ・鉛筆 ・消しゴム 

  ※植物のデッサンについて 

  ・道路の草花でよいです。（ビニール袋に入れて持ち帰る） 

  ・水を入れたコップにさして、デッサンする。画像をとって置くとよいです。 

  ・植物の茎や葉の付き方を観察しながら描いてください。そして明暗を付ける。 

今後の課題を考えるとスケッチブック（Ｆ６サイズ）を用意してください。また、色を付けられるものを準

備・用意してください。色鉛筆またはアクリル絵の具など。 

→４月の課題と合わせて、初回の授業で提出 

 

〇家庭科 

「子どもの発達と保育（自由選択）」 

・４月の個別登校のときに配布済みの課題プリントＮo１とＮo２に取り組む。 

・６月の最初に登校する日に提出。 

 

「フードデザイン（自由選択）」 

１．炭水化物の役割と種類についてまとめる。（教 P28~） 

２．炭水化物を多く含む食品を５つあげる。 

３．このうち 1 つの食品を使って料理する。 

１、２はノートにまとめる。３はレシピと写真を添付すること。 最初の授業で提出。 

 

※分量が多くて大変かもしれませんが、自分自身のために計画的にコツコツ取り組みましょう！ 

※課題に関して不明点があれば、３学年(042-762-3056)へ電話をしてください。 


