
３年生＊このＨＰ上の記載以外にも授業担当者から個々に指示があった課題があれば、それにも取り組むこと 

 

 

 

 

国語 

[現代文Ｂ] (コースⅠ・Ⅲ） 

 教科書 P.72～77「手の変幻」(清岡卓行)を一読し、課題プリントに取り組むこと。 

[現代文Ｂ] (コースⅡ） 

  ・4 月 7 日に指示したものを引き続き行う 

・4 月 10 日以降の追加事項 ①郵送した「語句 200」の冊子を順次すすめる。 ②郵送した「時にたつ」の問題 

を解く  ＊詳細は、郵送したプリントを確認すること。 

[古典Ｂ] (コースⅡ） 

  ・4 月 7 日に指示したもの 

・4 月 10 日以降の追加事項 ①「夢よりもはかなき世の中」品詞分解：218 ページ 9 行目～219 ページ 5 行目ま 

で行う ②郵送した漢文プリント「桃花源記」を、ノートの書き方を例にしながら、ノートに本文全文と書 

き下し全文を行う。  ＊詳細は、郵送したプリントを確認すること。 

[国語演習] (コースⅡ・Ｂ２/コースⅢ・Ｃ２選択科目) 

  「共通テスト 国語対策問題集[標準から実践へ]合冊版(現代文＋古典)」の第１回(8～40 ページ)部分を解くこと。 

  詳細は配布したプリントを確認すること。 

社会 

[日本史 A](コースⅠ) 

   １．教科書を読んでプリント No.1~5 を完成しなさい。 

２．１の作業をする際は、プリントにある図表が伝えていることは何かを考えて、文章化して記録しましょう。 

３．単にプリントの穴埋めをするだけではなく、教科書を読んで疑問に思ったことを文章化して記録しましょう。 

４．教科書のわからない用語は、調べてください。◎自分で調べる習慣をつけましょう。 

５．プリント No.３裏面の「日本史 A 自分ノート SAMPLE プリント」を参照して、教科書 P.38 と P.39、P.40

と P.46 の自分ノートを作りましょう。ノート或いは白紙の紙を各自で用意して作成してください。

SAMPLE はパソコンでつくりましたが、みなさんは手書きで OK です。読み取った情報を、原因と結果を

意識して図式化する練習をしてください。絵を取り入れると、楽しんでノートづくりができますよ。自分

のノートですから、絵の上手、下手は関係ありません。イラストを入れるかどうかは、お任せします。 

６．No.1～５のプリントに加えて、「日本史 A 基本用語」No.１プリントにも取り組んでください。 

※中間試験は教科書 P.36～P.51 を予定しています。 

 [World Studies] (コースⅠ・Ａ１/コースⅡ・Ｂ１選択科目) 

 １．プリント No.1～No.5 を熟読してください。(No.2 の 4 行目ニューインド地方は、ニューイングランド地方に 

訂正してください。) 

２．空欄に適語を入れてください。   ３．わからない用語は調べて、自分のノートに記録してください。 

４．地名はできるだけ地図帳を使って位置を確認してください。 

※「World Studies」「社会問題」「歴史と地理」は、中間試験を行いますので、しっかり学習しておいてください。 

  コースⅡで World Studies を選択した生徒も中間試験を受ける必要があります。 

 [社会問題] (コースⅠ・Ａ１選択科目) 

  ・2020 年１月～４月の国内外の主なニュースを調べて、そのうち特に重大だと思うものを１０件選び、それぞれ 

について３０字以内でまとめなさい。 

  ・自分で１～１０までの順位を付けて、配布するプリントにまとめなさい。(最初の授業で提出すること) 

 [歴史と地理] (コースⅠ・Ａ１選択科目) 

  郵送されたプリントに書かれた指示に従って学習する。 

＊今回は選択科目の課題が出

されているものもあります。

よく確認して下さい。 



 [倫理政経] (コースⅡ・Ｂ２/コースⅢ・Ｃ２選択科目)  ＊最初の授業で提出 

 プリント「思想のまとめ」：①～④(配布済)、⑤～⑪(追加) ※図説などを参考にして完成させる。 

[日本史演習] (コースⅡ・Ｂ３選択科目) 

 高 3 のスタートが、休校というイレギュラーな形で始まりましたが、各自ゴールに向かって受験勉強を始動され

ていることと思います。日本史演習の授業は、復習と問題演習を軸とします。昨年度日本史 B の教材（教科書・

資料集・整理ノート・一問一答）等を復習しつつ、問題集「実力をつける日本史 100 題」の取り組みを進めてお

いてください。 

 [地理演習](コースⅢ・Ｃ２選択科目) 

  ①(前回連絡済み)・「サクシード地理」の p.4～9「地図投影法」「時差」「統計地図」までは必ず進めておくこと 

 ②(今回連絡内容)・ 「サクシード地理」の p.10～19「大地形」「山地の地形」「平野地形」「海岸地形」「その他の地形」 

         ・「COMPLETE2020」の p.1～35  

・「COMPLETE」付属の地形図・白地図ワーク冊子の p.14 を埋めておく 

・地球上での位置関係及び自然地名の復習プリントをやっておく 

数学 

[数学Ｂ](コースⅠ) 

   教科書 数学Ⅱ     ｐ182～189 問 12～問 17 

アドバンスプラス数学Ⅱ＋B     番号 461～463、464 の(1)、468、475 の(1)、476 の(1)、477 の(1)と(4)   

※4/７の課題の続きのノートを提出する。提出は、再開後はじめの数 B の授業。 

[数学活用] (コースⅠ・Ａ４選択科目)   

  配布プリント(数学Ⅰのデータの分析の範囲)を取り組むこと。 

[数学演習] (コースⅡ・Ｂ４選択科目)   

  配布プリント 1 枚(両面)をやること。 (最初の授業で提出) 

[数学Ⅲ](コースⅢ) 

   青チャート数学Ⅲの例題番号１４３，１４５～１５０，１５５ 

未習内容のため予習をした上で、春休みの課題（青チャート数学Ⅲ）のノートの続きに上記内容に取り組んで、 

数学Ⅲの初めの授業で提出してください。どこに取り組んだか分かるように、付箋を貼っておいてください。    

   春休みの数学Ⅲの課題（再掲） 

①青チャート数学Ⅲより（←初めの授業で提出） 

基本例題８７，８９，９０，９２，９３，９５，９８，１０１～１０５， 

１０７～１０９，１１６，１１８～１２０，１２９～１３３，１３５～１３７ 

②教科書の予習…Ｐ１３８～Ｐ１６０（←提出任意） 

   ３年生コースⅢ 臨時休校（４／８～４／１９）時 数学の課題について（再掲） 

課題は以下のものとします。提出はありません。他教科からの課題を確実に行ってください。 

数学Ⅲの課題 

〇数学Ⅲの教科書の第５章の予習 

数学Ⅲ演習の課題 

〇数学Ⅲの教科書の第２章の予習 

    なお、数学Ⅲの微分積分は計算からかなりハードです。教科書の予習を必ず行ってください。提出は任意とし

ます（予習しそうにない方は提出目的にノートを作成して取り組みましょう）。内容をノートにまとめたり、

問題を解いたりして予習しましょう。 

[数学Ⅲ演習](コースⅢ) 

  三訂版 クリアー数学演習Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂより以下の内容 

プリント４枚を取り組んで答え合わせをして、数学Ⅲ演習の初めの授業で提出してください。 

※１．学校再開後、しばらくしてから毎週月曜に『朝テスト』を実施します（学校再開後に正式に保護者宛の文章

を出します）。その時のテスト範囲となるのが『クリアー数学演習』です。 



※２．『最新版 ニュースタンダード 数学演習Ⅰ・Ａ＋Ⅱ・Ｂ（受験編）』は学校再開後に配布することとし

ます。この問題集は２学期より（正しくは数学Ⅲの内容が終了し次第）、数学Ⅲ演習の授業で扱います。 

連絡が２転３転したことお詫びいたします。 

※３．前回配布した数学Ⅲの補助プリント（第２章、第５章、第５章の前半の答え）は有効活用してください。ま

た、学校再開後の授業で使いますので、なくさないでください。なお、必ずノート（板書兼問題演習用）を準

備しておいてください。 

理科 

[生物](コースⅠ）  ＊課題等は初回の授業時に提出すること。 

   教科書 p34～41を予習し，セミナー p13，14プロセス８まで，p15～17 基本例題 7まで，p19～28(ただし， 

6．7．13．～16．24．は除く)を解く。 

[化学] (コースⅠ・Ａ４選択科目)  ＊課題等は初回の授業時に提出すること。 

   セミナーP.254～263の問題を解いておく。この内容には予習の範囲(カルボン酸、エステル、油脂)が含まれるが 

教科書で確認の上、進めること 

 [理科演習] (コースⅡ・Ｂ１選択科目)  ＊課題等は初回の授業時に提出すること。 

  ＊生物基礎単元別問題集 第 2章を解くこと。 

   ＊化学基礎単元別本題集第 1問～第 7問を解くこと 

[化学演習](コースⅢ)  ＊課題等は初回の授業時に提出すること。 

   4/7 に配布したプリントに記載済み 

[生物](コースⅢ・理科教科内選択)  ＊課題等は初回の授業時に提出すること。 

   教科書 p98～121を予習し，セミナー p88，89プロセス７まで ，p90，91基本例題 19まで、p92～95を解く。 

[生物演習](コースⅢ・Ｃ１選択科目)  ＊課題等は初回の授業時に提出すること。 

   送付されたノート（プリント）を完成し、セミナー・単元別問題集の該当問題に取り組むこと。 

[物理](コースⅢ・理科教科内選択)  ＊課題等は初回の授業時に提出すること。 

   教科書 P.38～55および配布プリント No.1～4を読んだうえで、プリント内の問題およびリードα P.18～27にあ 

る問題を解くこと。 

[物理演習](コースⅢ・Ｃ１選択科目)  ＊課題等は初回の授業時に提出すること。 

   共通テスト 物理の 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34を解くこと。 

英語 

[コミュニケーション英語Ⅲ](全コース共通)   

  ・課題プリント(合計 4 枚)を初回授業で提出  ・CROWN 教科書 Lessn1~Lesson2 の英文を読んでおく。 

・１４ページ、２６ページの Comprehension の問題を解く。 

    ❖[コミュニケーション英語Ⅲ](コースⅠのみ) 

「Waypoint 英文法徹底演習」 ・６ページから１９ページまでを復習。 

・１２ページ、１３ページ、１８ページ、１９ページの問題を解く→初回授業で提出。 

   ❖[コミュニケーション英語Ⅲ](コースⅡ・Ⅲのみ) 

   「QUEST stage5」 ・Lesson １・２を解く。提出ノートに記入して初回授業で提出。 

 [英語表現Ⅱ](コースⅠ) 

 ① QSkills Text  

(1) Do Vocabulary p. 59   (2) Read Listening Script p. 193: The Game of Life 

(3) Do Listening Print 

   ② Essay (Topic and Paper Enclosed) 

[Culture] (コースⅠ・Ａ２選択科目) 

  下記の課題を書面に書き、初回の授業で提出してください。クラス番号氏名は右上に記入すること。 

・イースターについて、英文７文以上で説明をしなさい。 

・日本の行事２つを英文７文以上で説明しなさい。（例：こどもの日・大晦日） 



[TOEIC 演習](コースⅠ・Ａ４選択科目) 

＊「TOEIC テスト英単語ターゲット 3000」第１部 1～32(p.14～p.25)  第３部①②(p.326～p.329) 

   →初回の授業でテストします。 

＊TOEIC テスト英単語ターゲット 3000」基本語彙ミニテスト(p.222～p.261) 

   →中間小テスト(授業内)、または定期テストのテスト範囲に含めます。 

 

[英語表現Ⅱ](コースⅡ・Ⅲ) 

 <4/13～5/6 休校中課題>  Departure ライティング・サポート・ノート Lesson4～6 

※各自用意したノートを使用すること。 

[リスニング](コースⅡ・Ｂ３選択科目) 

 ❖Around the World in 80 Days  Chapter１～Chapter３  ☞①→②の順で 

   ①音声ＣＤ(Track１～14)を繰り返し聴き、テキストの P.2～P.7 をやる。→最初の授業で提出 

     ⇒WORDS CHECK(Track57～59)も活用しましょう。 

   ②Reading 編の P.2～P.7 をやる。→最初の授業で提出 

 ❖HyperListening ディクテーション・ノート Lesson１～Lesson５ 

   音声ＣＤを聴き、P.6～P.10 をやる。 →最初の授業で提出 

[英語演習Ｃ](コースⅢ・Ｃ２選択科目) 

SKYWARD SKY Course 最新入試英語長文 20 選 Unit１～５ 

 ＊「予習復習ノート」各 Unit の Before Your Lesson の３ページをやって、最初の授業で提出すること 

(裏表紙にある、「きりはらの森」をダウンロードし、テキストのリスニングや音読をお勧めします。) 

聖書  

  配布されたプリントを完成させて、初回授業時に提出してください。(名前のところは２年生と３年生は学年を 

書き換えて下さい。) 

家庭科   

 [消費生活](コースⅠ・Ａ２選択科目) 

  (課題１)「私のライフイベント表を作成しよう」 

  (課題２)「世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ」 

  (課題３)「大量廃棄社会について考える」 

情報 

[情報](コースⅠ・Ａ２選択科目) 

   郵送されたプリント(B4 両面印刷) 2 枚を取り組み，クラス・番号・名前を記入し，初回授業で提出すること。 

Dignity (全コース) 

   No.1～3 のプリントを読んでおく。No.4 のワークシートを最初の Dignity の授業で提出する。 

 


