
63期生2年 西湘高等学校

科目 期間 単元 学習内容・方法 課題提出・確認方法 配信媒体

現代文B（文） 4/28～5/6
「ミロのヴィーナス」第三段
落

①4月21日に出したプリントの丸付け

をG suite上の動画・解答を見ながら行

う。 ②「ミロのヴィーナス」第3段落

の課題 プリントを配信するので、問題

を解いて おく

➀解答・動画解説を参考に丸つけを

してください。

②G Suite上に評価問題を課しますの

で、5/6までに解いてください。

C-learning
及びG Suite

現代文B（理） 4/28～5/6
「ミロのヴィーナス」第三段
落

①4月21日に出したプリントの丸付け

をG suite上の動画・解答を見ながら行

う。 ②「ミロのヴィーナス」第3段落

の課題 プリントを配信するので、問題

を解いて おく

➀解答・動画解説を参考に丸つけをして

ください。

②G Suite上に評価問題を課しますの

で、5/6までに解いてください。

C-learning
及びG Suite

古典B 4/28～5/7
『十訓抄』「大江山」
前回の範囲（P8 L5）文法・
和歌について

①「大江山　第２回文法編」「大江山
第３回」動画のURLをクリックし、動画を
視聴する
➁「第３回　大江山確認テスト」に解答す
る(解答できるのは１人1度のみ)

G Suite上に「第３回　大江山確認テス
ト」という評価問題を課しますので、
5/6までに解いてください。

C-learning
及びG Suite

古典A 4/28～5/7 『大和物語』「姨捨山」
 本文（P20 L5）

（１）「姨捨山　第２回①」「姨捨山　第
２回➁」の動画のURLをクリックし、動画
を視聴する
（２）「第２回　『姨捨山』復習テスト」
に解答する(解答できるのは１人1度のみ)

G Suite上に「第２回　『姨捨山』復習
テスト」という評価問題を課しますの
で、5/6までに解いてください。

C-learning
及びG Suite

世界史Ｂ 4/28～5/7 ローマとキリスト教

C-Learningで配信したプリント№29～№44
の空欄をノートに記入する。あわせて副教
材　山川出版社『世界史一問一答』に関す
る課題ををノート又はルーズリーフに記載
する。

授業開始時に提出すること C-Learning

日本史Ａ 4/28～5/7
教科書p20～p24
資料集p210～p213

C-Learningで配信した画像の内容をノート
又はルーズリーフに写し、問いに対する答
えも調べて書くこと。

C-Learningの「レポート」で写メで構
わないので5/7までに提出

C-Learning

日本史Ｂ ～GW明け
前回の続き。教科書ではP22

まで

臨時休業中の補助プリント№２を水曜
日くらいまでに配信します。プリント
の指示に従って課題をやってくださ
い。

最初の授業で提出の予定。課題がプリントアウトでき
ない人は、ノート等にやって、最初の授業でこのプリ
ントを渡すので、それに書き写す（空欄以外で、記述
するところはプリントに張るのも可）。

C-learning

数学Ⅱ

数学Ⅱ（文系）

数学Ｂ

数学ⅠA実用 4/27～5/10 問題集　第２章　２次関数

①前回までの内容（問題集p.4～p.19の
[Get Ready]をノートに、スタサプハイ
レベルの第１講・第２講問題を解いて
提出）
②スタディサプリの高１・高２ハイレ
ベル数学ⅠＡⅡＢ-第３・４・５講の問
題を解く。

問題集の解答は、授業用ノートまたは
ルーズリーフに、丸付けまでしておい
てください。特に途中式は必ず書くこ
と。

スタディサプリ

地学基礎 4/28～5/10 太陽系の誕生
アンケートに課題No.1No.2まで配信
振り返りまで回答すること c-learning

物理基礎 4/28～5/10 力のつり合い

スタディサプリの講義動画　「通年講
座、理科、高２」で検索し、高１・高
２物理の第５講「力のつり合い１」計
57分41秒を見る。該当するところを教
科書でも確認すること。

該当するところについては、授業を早
く進めます。

スタディサプリ

生物基礎 4/28～5/11

教科書Ｐ１７１～１９７
 ４編 生物の多様性と生態系
 １章 植生の多様性と遷移
 ２章 バイオームとその分布
 
 ※教科書のページが後方に
飛びますが気にしないでくだ
さい。直接授業で説明するこ
とができなので、なるべく理
論的な部分が無い範囲を選ん
でいます。

①スタディサプリ
 第11講 植生の多様性・遷移
 １．配信動画のチャプター１・２を視
聴する
 ２．教科書を読み、配信されたテキス
トの問題を解く
 ３．チャプター３・４を視聴する
 ４．確認テストを解く
 
 ②問題集(リードLightノート）
 Ｐ７６～８９※「光の強さと光合成」
に関する問題は解かなくていいです
（具体的には問題番号106、107、
113）

①取り組み状況をネットワーク上で確
認します
 
 ②提出不要
 
 ※当然ですが全ての課題は授業の代替
ですので、定期テストの範囲になりま
す。しっかり取り組んでください。

スタディサプリ

休校中の学習（４月２８日～）

引き続き，5月6日までの課題をやってください。（終了していない課題をやってください）

引き続き，5月6日までの課題をやってください。（終了していない課題をやってください）



化学 4/28～
教科書P140～146中和滴定

①4月6日に配布したプリントの答え合
わせをする。答えはC-Learningに添付
します。
②C-Learningに添付したプリントを4枚
プリントアウトする。プリンターがな
ければノートに重要なところを自分で
まとめる。
③C-Learningにのせた動画授業を受け
る。プリントの回答は動画の中で説明
しています。

①4月6日配布のプリントは休校明けに
提出
②今回配布したものは休校明けにプリ
ントアウトした4枚もしくはノートを提
出

C-Learning

体育 4/28～5/6

　バスケットボール
　バレーボール
　テニス
　バドミントン
　サッカー
　ソフトボール

左の6種目の中から、前回とは異なる種
目を選択し、その種目について以下の5
項目について調べてまとめること。
　①歴史（生い立ちと発展）
　②競技特性
　③練習方法（基礎・応用）
　④安全面への留意点
　⑤主なルール

A4サイズのレポート用紙（ルーズリー
フでも可）に5項目全てまとめ、休校明
けに提出。
「選択した種目名及びクラス・番号・
氏名」を記入した表紙を必ず作成し、
左上をホチキス止めをすること。

C-Learning

保健 4/28～5/6

教科書P.64.65 P.66.67
1・思春期と健康
2・性意識と性行動の選択

①ノート「P.56～P.59」を教科書参考
にしながら完成させること。
②配布されたプリントを学習する。

①休校明けに集めます。
②休校明けの授業でテストをおこなう
予定です。

C-Learning

コミュ英Ⅱ 4/28～5/6

①PROMINENCE II予習ノー
ト Lesson2 Part 3, Part 4
(p.p.16 ～ p.p.19)
②Lesson 1 発音・リスニン
グ・ディクテーション練習

①本文中の分からない単語・熟語(Aに
出てくる単語以外)を本文下の空白に書
き、日本語の意味を書く。 A~Dまでの
問題を解く。

②C-learning で詳細は伝えます。

休校明けに改めて指示します。  ②はC-Learning

英表Ⅱ 4/28～5/6

①　次のスタディサプリを視
聴して確認テストをする。
　　第2講〜第3講　文型と文
の要素（2)(3) 第21～23講
比較(1)～（3)
②　２年生の教科書『Vision
Quest Ⅱ』のLesson 1～
Lesson 12に載っている写真
を一枚選び、その写真に動名
詞を用いてコメントする。
（例）　Lesson 1   Cherry
blossoms are in full
bloom.   I enjoy cherry
blossom viewing every
year.

3月の課題にスタサプの比較を配信して
いるのですが、まだ取り組んでいない
人は確認テストまでやってください。
今後、比較を用いた課題を出す予定で
す。

C-Learning
スタディサプリ


