
62期3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

現代文発展 4/28～5/6
現代文教科書ｐ254～ｐ260「環境保護
は何を意味するか」

c-learning「現代文発展」で配信す
るプリント（3枚目）を解答し、答え
合わせまで行う。さらに、プリント
最後の課題に解答し提出。

C-learning現代文発展のレポートから提
出(提出方法はプリントに記載されていま
す。提出期限は5/6)

現代文研究 4/28～5/12

①問題集「LT現代文」（3年次に購入し
たもの）
②「読み解くための　現代文単語」p62
～p73(2年次から使っているもの）

①p４～p６を解答する。c-learning
「現代文研究」教材倉庫にある解答
で答え合わせまで行う。

②「読み解くための　現代文単語」
p62～p73を読み、確認問題などを解
答する

①→休校明けに提出。

②→提出なし

古典発展 4/28～5/12
教科書P88
「三船の才」の読解

４月28日に「大鏡」について知るた
めの課題を出しました。この後意味
調べ・読解プリントをG-Suite 
Classroomで配信する。

G-Suite Classroomで提出です。

古典研究 4/28～5/12
問題集「プログレス古文総演習」の項
目1～3の確認

１の意味調べの課題を出しました
が、読解の仕方や構造図なども配信
していきます。G-Suite Classroomで
課題を配信しています。

G-Suite Classroomで提出です。

国語研究 4/28～5/12
問題集「プログレス古典総演習」の項
目1、2（P４～P７）と漢文の項目１、
２（P36～P39）の確認

読解の仕方や構造図なども配信して
いきます。G-Suite Classroomで課題
等を配信する。

G-Suite Classroomで提出です。

世界史発展Ⅰ 4/28～5/6 主権国家・宗教戦争
c-learningで配信した世界史発展Ⅰ
プリントの№10①～№15の空欄と課
題ををノートに記入。

休校明けの授業で確認します。

世界史発展Ⅱ 4/28～5/6 東方問題・イタリアとドイツの統一
c-learningで配信した世界史発展Ⅱ
プリントの№33～№48の空欄と一問
一答の課題ををノートに記入。

休校明けの授業で確認します。

日本史発展Ⅰ 4/28～5/6

戦国大名の登場
織豊政権
桃山文化

幕藩体制の成立

①【必須】前回までの課題を完成させる
(p147～183の太字をルーズリーフ等に2
回ずつ記入する)
②【必須】C-learningに添付する動画
(現在の配信は①～③まで)を視聴し、板
書をルーズリーフに書写する。そのうえ
でC-learning上のレポートから確認テス
トに答えて提出する
　(※ネット環境等で見れない場合など
は相談のところへ連絡をください)

①　休校明けに提出
②　C-learning日本史発展Ⅰのクラス→レ
ポートから提出(提出期限は5/6)

日本史発展Ⅱ 4/21～5/6 総理大臣年表づくり

第3次桂太郎～犬養毅内閣までの総理
大臣とその総理大臣が在職中の出来事
を表にしてまとめ、分からない単語につ
いては教科書や参考書、用語集などを
使って調べてそれもまとめる
C-Learningで表を配信します。その表を
印刷して使ってもよいが、印刷できなけ
ればノートまたはルーズリーフに表を
作ってまとめること

休校明けに提出してもらいます

現代社会 4/28～5/6

教科書第1編の「資源問題の解決をめざ
して」（16～17ページ）
「科学技術の発達と私たちの生命」
（18～21ページ）

c-learningの「現代社会」の「レ
ポート」に添付したプリント「現代
社会ＮＯ．５・６」（wordデータ
ファイルかPDFデータファイルを開
く）を教科書・資料集を見ながら
やってください。

プリントを入力完成したらC-learingの
「レポート」で提出してください。
提出の方法としては①送信したword文書
にそのまま解答を入力して返送するか、
②レポートのテキスト画面に解答を直接
入力して返信するかのどちらかでお願い
します。wordファイルとPDFファイルは内
容は同じなので、どちらか一つ回答して
くれればいいです。写真データで送る人
がいますが、どうしても①②の方法で送
れない場合だけ写真で送ってください。
NO．３、NO．４のプリント課題が未提出
の人は期間が過ぎていますが、引き続き
受け付けますので早めに回答してくれる
ようにお願いします。

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

数学Ⅲ 4/28～5/6 第2章『式と曲線』

先週に引き続き教科書を進めてくだ
さい。C-learning、G-Suiteで解説動
画なども用意しています。ログイン
しましょう。

C-learning、G-Suiteで出題されたものを
指示に従って行ってください。

ⅠＡ発展 4/28～5/6 問題集

引き続き、
改訂版　リンク数学演習Ⅰ・Ａ受験
編　a+b+c
aとbの部分（approachとbasic）のす
べてを4月中に終わるように計画的に
進めてください。

後日確認テストを行う。

ⅡＢ発展 4/28～5/6
複素数と方程式
図形と方程式

問題集「リンク数学演習IA＋ⅡB」の
Basic問題(p90～95)、Challenge問題
（p146～151）に取り組んでくださ
い。G-Suiteで質問を受け付けます。
また、動画を配信する予定です。

5/1頃課題をClassroomで配信します。
ノート等に解いて後日提出できるように
しておくこと。また、課題の結論部分
を、Formsで回答してください。

休校中の学習（4月28日～）



ⅠＡⅡＢ研究(2) 4/28～5/6

引き続き、問題集「リンク数学演習
IA＋ⅡB」のapproach問題(すべて)、
basic問題（すべて）に取り組んでく
ださい。G-SuiteまたはC-leranning
で質問を受け付けます。

別途G-SuiteまたはC-learningで課題配信
をするのでそれに取り組むこと。
後日確認テストを行う。

ⅠＡ探究 4/28～5/6 問題集

引き続き、
改訂版　リンク数学演習Ⅰ・Ａ受験
編　a+b+c
aとbの部分（approachとbasic）のす
べてを4月中に終わるように計画的に
進めてください。

別途G-SuiteまたはC-learningで課題配信
をするのでそれに取り組むこと。
後日確認テストを行う。

ⅠＡⅡＢ発展 4/28～5/6
問題集

「リンク数学演習IA＋ⅡB」

引き続き、問題集「リンク数学演習
IA＋ⅡB」のapproach問題(すべて)、
basic問題（すべて）に取り組んでく
ださい。G-SuiteまたはC-leranning
で質問を受け付けます。
ClassRoomで課題を配信している場合
もありますので、G-Suiteの
ClassRoomを確認するようにしてくだ
さい。

別途G-SuiteまたはC-learningで課題配信をす
るのでそれに取り組むこと。
後日確認テストを行う。

物理・
物理発展

4/28～5/11
第2章　剛体
１⃣　剛体にはたらく力のつりあい
２⃣　剛体にはたらく力の合力と重心

リードαの最低基本問題、できれば応用
問題まであたってください。
私の動画もあまり進んでいないので、先
（運動量）にどんどん進んでかまわない
ので、わからないところはC-learningで
質問してください。
わからないままにしておかないこと。

課題提出はなし。
C-learning上で確認テストをする予定。
ゆくゆくはG suiteに移行する予定。

生物 4/28～5/11

第1章　細胞と分子
　第5節
　　物質輸送とタンパク質
             （p.36～45）
　第6節
　　情報伝達・認識とタンパク質
             （p.46～49）

教科書p.36～49を見ながら、C-learning
で配信される課題プリントの（　）に適
語を記入する。（　）になっていなくて
も重要だと思うことは余白に記入する。
その後、Let’s Challenge!に取り組
む。（番号のない（　）は回答しなくて
もよい。）
なお、課題プリント（PDF）は可能な場
合はプリントアウトして使い、できない
ときはディスプレイを見ながら適当な用
紙（自由）に（　）の番号と適語を書い
ていく

PDFをプリントアウトできる場合は、印刷した
プリントに記入して提出する。プリントアウ
トできない場合は、適当な用紙（自由）に、
組・番号・氏名を記入したうえで、（　）の
番号と記入語句を書いて提出する。なお、
Let’s Challenge!の解答は提出しなくてよ
い。
提出は、学校が再開したら、生物室前の箱に
提出する。

生物発展 4/28～5/11

第8章　生命の起源と進化 第8章で取り組んだ範囲のセミナーの問
題を解く。

【 具体的な問題番号 】
P257、P259（基本例題47・48）、P262～
265（問題番号214～225）、P270（問題
番号228）

提出は不要です。

生物実践 4/28～
遺伝子とその働き
教科書p76-135

教科書を読みこみ、わからない事項
をノートにまとめておく。

章末問題p134-135をノートに解く

化学研究 4/21～28 化学の今までの範囲
C-learningで今まで1～2年までの授
業を行った範囲の課題を随時配信し
ますので、取り組んでください。

C-learningでの課題の取り組み

コミュ英Ⅲ 4/28～5/6

①①教科書p.10～p.11

②教科書p.38～p.42,
  p.44～p.49 

③Target1900/1000

①左ページの説明、例文をよく読
み、右ページのChallengeを解く。
②２行間隔で本文を丁寧にノートに
書き写す。フレーズ（意味のまとま
り）ごとにスラッシュで区切り、フ
レーズごとに英文の下に訳を書き込
む（参考：添付ファイル「L０4,5ス
ラッシュリーディング用本文」）
「Comprehension」を解く。
③《４月の目標：Target1900 
No.801-1100、Target1000 PART4》
《５月の目標：Target1900 No.1-
1300、Target1000 PART1＆4》

○今週はGWがあるので、5月6日分まで出
題します。答えは5月7日にC-learningで
配信する予定です。

○ノートを用意して学習を記録し、解答
で答え合わせをしてください。

○ノートは、次回登校日に提出してくだ
さい。

英語表現Ⅱ 4/28～5/6
Vintage準拠実践問題集Driveの第4章仮
定法の問題1～17(p.10～11)

問題を解く。問題集に書き込んでよ
い。辞書の使用可。黒い四角の数字
がVintageの対応する問題番号なの
で、Vintageをよく読む。著者の解説
動画を無料視聴できるので、わから
ない問題は視聴する。

提出の必要はないが、該当部分は授業を
速く進める。

英語読解 4/28～5/6
UNITE Lesson 3
p.12～15

Lesson3を提出用サポートノートに
解いてください。

休校明けにサポートノートを提出してく
ださい。

※先週のC-learingを通しての提出課題で
ある「英作文」は、現在、各担当で採点
中です。

英語発展 4/28～5/6
Clover

Lesson2(p.6～9)

Lesson2を解いてください。
提出の必要はありません。



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。

プロ実践 今回課題はありません。

音楽研究 今回課題はありません。

進路研究
前回の課題を至急、C-Learningで提出す
ること

健康観察 毎朝検温の記録を入力 C-learning


