
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 4/14～4/20
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
リントを解答し、答え合わせまで行う。

休校明けの授業で確認します。

現代文研究 4/14～4/20
問題集「大学入学共通テスト
へのアプローチ」

p36～p55を解答する。解答冊子で答え合
わせまで行う。

休校明けに提出。

古典発展 4/14～4/20
教科書P88の「三船の才」の本
文写し。黒ペンで書く。

見開き２ページを使い、上のページに書
いていく。本文の写しは間を３行ほどあ
けて（横に助動詞の意味や活用形がかけ
るように。下のページは授業用なのであ
けておきましょう。

休校明けの授業で確認します。

古典研究 4/14～4/20

項目１と２の答え合わせ。何
の力が足りなくてできなかっ
たか、自分で確認しましょ
う。新たに項目３をやりま
しょう。付属のノートの問題
もやっておきましょう。

G-Suiteで解答を配信する。不明点はG-
Suiteで行ってください。

休校明けの授業で確認します。

国語研究 4/14～4/20

古文項目１と２、漢文項目１
の答え合わせ。何の力が足り
なくてできなかったか、自分
で確認しましょう。新たに漢
文項目２をやりましょう。付
属のノートの問題もやってお
きましょう。

G-Suiteで解答を配信する。不明点はG-
Suiteで行ってください。

休校明けの授業で確認します。

世界史発展Ⅰ 4/14～4/20 大航海時代とルネサンス
c-learningで配信した世界史発展Ⅰプリ
ントの№１①～№６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 4/14～4/20 フランス革命とナポレオン
c-learningで配信した世界史発展Ⅱプリ
ントの№９～19の空欄をノートに記入。

休校明けの授業で確認します

日本史発展Ⅰ 4/14～4/20
戦国大名の登場

織豊政権
桃山文化

①前回(4月6日)配付のプリントを完成させ
る
②教科書p147～p169をよく読んで、ルーズ
リーフ等に太字の用語を最低2度ずつ練習
(p153,154は除く)
③日本史受験者は各自で問題集や赤本の
他、基礎用語の修得につとめる(予習復習も
含めて授業進路と別で勉強すること)

①休校明けの授業で提出(社会科準備室前の
提出ボックス)
②休校明けに、p147～169の教科書の太字を
中心に小テストをする予定です。課題の
ルーズリーフ等はクラス、番号、名前を書
いて提出(社会科準備室前の提出ボックス)

日本史発展Ⅱ 4/14～4/20 前回と同じ
歴代総理大臣の名前を調べて前回配ったプ
リントを埋め、戦前の首相までを覚える
覚え方は資料集p.266を参照

定期試験とは別にテスト
（戦前まで）

現代社会 4/14～4/20

教科書第1編の「私たちの地球
を守るために」（10～13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Ｎ
Ｏ．３」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返送してくだ
さい。

日本史Ａ 4/14～4/20
教科書p.8～p.10
開国までの歴史

「室町時代」～「江戸時代中期」までを要
約する
1つ1つわけてレポートのようにまとめるこ
と

休校明けの授業で確認します
理解している前提で授業を進めます

数学Ⅲ
引き続き、教科書第２章式と曲線に取り
組んでください。今週中に解答解説は配
信します。

休校明けの授業で確認テストします
理解している前提で授業を進めます

ⅠＡ発展

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 4/14～4/27
式と証明

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(p88～91)、Challenge問題
（p144～147）に取り組んでください。補
充問題をG-Suiteで配信します。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。

G-Suiteで取り組み状況を確認する予定で
す。

ⅠＡⅡＢ研究(2) 4/8～4/28

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。

休校明けの授業で確認テストします
理解している前提で授業を進めます

ⅠＡ探究

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。

休校中の学習（4月14日～）



ⅠＡⅡＢ発展

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。

休校明けの授業で確認テストします
理解している前提で授業を進めます

物理・
物理発展

4/14～27

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

学習内容・方法はC-learningで週2回程度配
信します。Youtubeも参考に教科書の内容を
理解し、その後リードαの問題を解く。
わからないところはC-learningで質問す
る。

まずは、C-learningにアクセスして、「物
理・物理発展3年全クラス」という講座のア
ンケートに答える。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。

生物
4/14～4/27
（計6コマ）

第1章　細胞と分子
　　第3節　酵素のはたらき
             （p.22～27）
　　第4章　細胞の構造
             （p.28～35）

教科書p.22～35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 4/14～20

第8章　生命の起源と進化
　　第2節 多細胞生物の変遷　
（p.358～373）

教科書p.358～373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。
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。
提出は、学校が再開したら、生物室前の箱
に提出する。

生物実践 4/14～20
教科書P22～63

第一編　生物と遺伝子
第1章

教科書を読み、内容がわからないところ
に付箋などを付け明確にする。

章末問題P72・73をノートに解く

化学研究 4/14～21 化学今までの範囲
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 4/14～20

①教科書p.6～p.7

②教科書p.26～ｐ.30

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「L０2スラッシュリーディング
用本文」）
「Comprehension」を解く。
③単語熟語学習を継続して行うこと。
　《４月の目標：Target1900 No.801-
1100、Target1000 PART4》

○休校中は毎週火曜日にその週の課題
を、翌週月曜日に解答をC-learningで配
信する予定です。

○今週の課題分からは、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 4/14～27
Vintage準拠実践問題集Drive
の第2章受動態と第3章助動詞

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 4/14～20

UNITE 
英語総合問題集

LESSON2 p.8～11

問題を解く。今回は、提出用サポート
ノートに書き込んでください。

学校再開後に、サポートノートの提出を
してもらいます。Lesson１のプリントも
サポートノートに挟んで保管してくださ
い。
(丸つけもしてください。)
※Lesson１の解答はC-learingにアップ
ロードします。

英語発展 4/14～20

①CLOVER　英文法・語法ラン
ダム演習 Lesson1

②アップリフト英語長文読解
３Lesson１の一部

課題は２つあります。
①入試標準　CLOVER　英文法・語法ラン
ダム演習 Lesson1(P.2～P.5)に取り組
む。
②アップリフトに関してC-learingに課題
を出しました。提出してもらいます。

②はC-learingを通して、「レポート」
機能で提出してください。
（※自己紹介も提出してください。書く
内容は、協働板の連絡事項を確認してく
ださい）

体育 4/14～4/27

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、授業で選択しようと
考えていた1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 4/14～20

４月６日分課題：「大学発見ナビ」を読
みながら「キミだけの志望理由＆志望校
発見シート」（ワークシート）を記入、
完成させる。

C-Learning上のレポート形式で提出。各
項目を箇条書きにしても、文章としてつ
なげて書いてもよい。シートの画像添付
は不可。


