県立大和西高等学校

4月臨時休業中の学習課題(３学年）
課題内容

4月15日現在

教科

科目

対象

提出方法

国語

現代文B

3学年全員

①『未来世代への責任』（Ｐ238～）についてのプリント
①最初の現代文の授業で提出。
②「入試漢字の総練習」Ｐ６～２９、「大学入試現代文キーワード」Ｐ ②提出の必要はないが、授業時に小テストを実施す
７～27を学習しておく。
る。

国語

現代文研究

３年選択者

①「みるみる実力アップ 現代文」Ｐ４～９を各自学習しておく。
②「大学入試現代文キーワード」Ｐ７～54を学習しておく。

提出の必要はないが、授業時に小テストを実施する。

国語

古文研究

３年選択者

①「プログレス古文総演習」Ｐ4～9（プリントあり）と、「プログレス古
文総演習 文法語句ノート」Ｐ2～6 の問題に取り組む。
②「古文単語330」Ｐ26～69を学習しておく。

①プリントのみ最初の授業で提出。
②提出の必要はないが、授業時に小テストを実施す
る。

国語

国語表現研究

３年選択者

基礎練習ノートのP6～P11及びP102～P121を学習しておくこと。

授業時に確認し、小テストを行う。

地歴

世界史研究

３年選択者

プリント３５～４０の空所に教科書や資料集を参照して単語などを入
臨時休業終了後の最初の授業で提出
れる。

地歴

日本史研究

３年選択者

①ワークプリント
②Ｇ suiteでの課題配信(４月15日(水)以降、週１回程度予定)

公民

政治経済

３年選択者

プリントNO.1～3の空欄に教科書や資料集を参考にして適語を入
臨時休業終了後の最初の授業で提出
れる。
数学Ⅲは自宅学習の時間確保として、月曜日・火曜日・水曜日の10:00～
12:00を課題学習時間とし、その時間内に教科書を自分で読んで学習し、
教科書の練習問題を解き、その解答をG suiteで先生に送ってください。そ
して、12:00には当日の問題の答えをみなさんへ送ります。また、その週の
内容の理解を確認するために、木曜日の10:00～10:30を小課題としてG
suiteで配信するので、解答を選択して、時間内に送信を完了してくださ
い。

数学

数学Ⅲ

３年βコース

（例） 4/13(月)：教科書P78練習１ ～ P81練習５
4/14(火)：教科書P83練習６ ～ P84練習９
4/15(水)：教科書P86練習10 ～ P88練習14
4/16(木)：練習１～練習14の内容で小課題

①最初の授業時に提出
②G suiteで提出

G suiteで提出
（スマホではなくパソコンやタブレット等でもできます）
その他
Gmailの通知を必ずONにしてください

以上の（例）の流れを、この自宅学習期間で継続します。
4/10からの週は上の（例）の通り実施しています。
各曜日で祝日に関しては、学校も休みなのでありません。
（例えば4/29(水)）
１週間の計画は月曜日にG suiteで示します。
質問は数Ⅲのclassroomストリーム等で聞いてください。

数学

総合数学研究

３年選択者

数学

発展数学研究

３年選択者

数学

数学ⅠA研究

３年選択者

リンク数学演習Ⅰ・A＋Ⅱ・BのP２～P19の問題を解き、丸付けをす
最初の授業で提出
る。（途中式も書くこと）（答は別冊解答を見て下さい）
レポート用紙等にまとめ、最初の授業の日に提出。
メジアン数学演習ⅠⅡＡＢのP４～P11の例題、check、Ａを解き、○ 途中経過を残すこと。
付けをする。（途中経過を残すこと）
G-suite招待したので入室してください。２週目以降は
（ヒントはP104，解答はP119にあります。）
G-suiteによる課題も考えています。
「【書き込み式】ジュニア演習数学Ⅰ・A受験編」
１ 式の展開・因数分解～４ 2次関数のグラフ （P４～19）
の問題を解き、○付けをする。（途中式も書くこと）

提出の必要はありませんが、授業開始後A問題の解
法を順番に前に出て解説してもらいます。きちんと説
明できるようにしておいてください。

備考

classroomの通
知、Gmailの通
知を必ずONに
してください。

理科

理科

理科

理科

理科

物理・物理研究

化学

化学研究

生物

３年選択者

G suite「物理・物理研究33期生」にログインし、課題に回答する。

３年選択者

(１)「2020 セミナー化学基礎＋化学」 ｐ4～88のプロセス、ドリル、
（１）レポート用紙等にまとめ、次回の登校日に提出す
基本問題、基本問題を解く。
ること。
(2)G suite「33期 化学」にログインする。今後，追加課題や解答，
（2）招待を受けてください。
連絡などを行います。

３年選択者

(1)教科書p206～231の「水素」「希ガス」「ハロゲン」「酸素・硫黄」
「窒素・リン」「炭素・ケイ素」についてよく読み，化学反応式を中心
に自分でまとめる。
(2)「セミナー化学基礎＋化学」 ｐ192～197の説明教科書を参考
にして「セミナー化学基礎＋化学」ｐ197～203中のプロセス、ドリ
ル、基本例題、基本問題を解く。
(3)すでに生徒用アカウントを招待しています。招待を受けてG
suite「33期 化学」にログインしてください。追加課題や解答，連絡
などを行います。

（1）提出の必要なし
（2）レポート用紙等にまとめ、次回の登校日に提出す
ること。また、２月２８日に出された課題も、あわせて提
出すること。
（3）招待を受けてください。

３年選択者

「2020 セミナー生物基礎＋生物」
(1) p55～62のプロセス、基本例題、基本問題を解く。
P72～73の発展問題を解く。
(2)p7～17のプロセス、基本例題、基本問題、発展問題を解く。

レポート用紙等にまとめ、臨時休校後の最初の授業
で提出すること。
生物選択者を
新たなクラス
ルームに招待
G suiteを用いて、ドキュメントとスライドの形式で提出
するので、招待
されたら参加し
てください。

G suiteで提出

生物研究

３年選択者

G suiteで課題を配信

体育

3学年全員

各自の運動記録用紙を提出する。
健康の保持増進のために自己の状況に応じて計画的に適度な運
提出する日などは、最初の授業で指示を出すので準
動を行い、各自運動記録用紙を作成する。
備しておくこと。

芸術

音楽探究

3年選択者

音楽科調査カードの記入
あなたが考える外国に伝えたい日本の音楽について考察し、レ
ポートにまとめる。（伝統音楽を含めること,レポート用紙2枚以上）

最初の授業日に提出

芸術

美術探究

3年選択者

名刺のデザインを考える（アイデアスケッチ）

課題用のプリントに描き、最初の授業日に提出。

保健体育

外国語

英語表現Ⅱ

３年生全員

①【課題冊子２冊】 冊子の内容は以下のようになっています。
◎4月10日に配付するはずだった課題冊子１冊
・教科書Vision Quest English Expression Ⅱ Ace L14,15,16
・Engage 準拠実践問題集Master Book New Edition ： section1
～ section23
◎4月15日発送 追加課題冊子１冊
・教科書Vision Quest English Expression Ⅱ Ace L17, Grammar
Focus4
・Engage 準拠実践問題集Master Book New Edition ： section24
～ section46
②【共通テストドリル 英語リスニング10minutes】
「 １ 短い発話の聞き取り① ～ ５ 短い発話の聞き取り⑤ 」
※音声はQRコードで直接聞くことができます。

①【課題冊子２冊】
丸付けをして、最初の授業日に提出。
冊子とは別に模範解答を同封してあります。
②【共通テストドリル 英語リスニング10minutes】
現時点では提出日を設定しませんが、授業開始後に
各担当者から指示があります。きちんと取り組んでお
きましょう。
※休業中の課題を定期テストの範囲に入れる予定で
す。

外国語

英語コミュニケー
ション
Ⅲ

３年生全員

①【課題冊子】冊子はまとめてSkill 10まであります。
・教科書English Communication ⅢSkill 1～10(P.2～P.32)をやる。
音声データー単語の発音、本文の読み(Skill 4までです)をGsuite
に載せますので十分練習してください。
②【 Reading Gym 入試編 】
「 第１回 」～「第３回 」をそれぞれ時間を測り設問まで取り組む。時
間は記録しておく。次に辞書等を用いてわからない箇所を理解し、
再度読み込み設問に答えておくこと。
③Target 第1回春休み明けテスト100～750,第2回751～830,第３
回831～910,第４回911～990……以降80個ずつの中から、20題(10
題選択、10題記述)出題してゆきます。しっかり勉強しておきましょ
う。

外国語

英語長文読解

３年選択者

Ｇsuiteで指示します。Gmailで通知が受けられるようにしておいてく
Gsuiteで指示します。
ださい。（今回配付物はなし）

３年選択者

テキスト 大学入試頻出 文法・語法 実戦力ビルダー
１文型p-4～４受動態・不定詞p19
基本的に毎週火曜日と木曜日の13時～15時の間に英語発展構文
2020のクラスルームで答え合わせ、解説をするので、しっかり予習
復習をしてください。1回に2ページ一週間でレッスン1課を終える
ペースです。まだ、クラスルームに入っていない人は、すぐに入っ
てください。
たまたま正解した問題は、解説をよく読み、参考書Engageで類似
問題をやってください。Engageは、英語表現で主に使いますが、こ
の授業でも扱います。擦り切れるぐらい何度も読んで下さい。
テストの日までに、わからないところは、Engage、Targetなどで調べ
ておいてください。

外国語

英語発展構文

①【課題冊子】登校日に配布。
Skill 10までやって答え合わせをしておくこと。提出は
授業が始まってから指示。
②【 Reading Gym 入試編】
「解答と解説」をよく見て、自己採点をする。提出は授
業開始時に各担当者から指示。紛失しないようにして
ください。
③実際のテストは授業が始まってから指示。

第１回目は、Gsuiteで４月１４日（火）１３時にテキスト
通りのテスト形式で配信します。問題は、テキストを見
ながらやってください。１５時までに、解答して返信し
てください。
第２回目は、Gsuiteで４月１６日（木）１３時にテキスト
通りのテスト形式で配信します。以下毎週です。
英文の訳は、できる限りしてください。
返信と同時に点数とつけてこちらから返信しますが、
その点数は、評価に入れませんのでご了承ください。
提出物として扱う予定です。
プリントは、最初の授業で、Gsuiteで返信している生
徒は、日本語訳のみで結構です。

国際

国際理解

３年選択者

テキストCBS News Break 4のNUIT 1と2の本文を読み、わからない
単語の意味を調べて本文の下に書いておく。また、解答可能な問 最初の授業で確認します。
題については解答をテキストに書いておく。

家庭

フードデザイン

３年選択者

教科書を参考にプリントに記入する。

提出は求めませんが、授業で使います。

３年生全員

進路に関する情報を調べ、まとめる。

GW明けに各担任へ提出

総合

プリントは4枚です

特になし

