
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       5/7 

 

 

 

国語 

〔現代文Ｂ〕（コースⅠ・Ⅲ） 

 ・『キーワード漢字２７００』の P.162～P.177(四字熟語①～⑧)を見ながら、郵送した漢字プリントに取り組むこと。 

・現代文Ｂの教科書 P.277～P.284「いのちのかたち」（西谷 修）を一読し、郵送した課題プリントに取り組むこと。 

〔古典 B〕（コースⅠ・Ⅲ） 

  課題プリント１枚 (4/20 発送プリントの答えのプリントも１枚入れました。) 

〔現代文 B〕＆〔古典 B〕共通課題（（コースⅡ） （詳細は郵送する「課題について」プリントを確認） 

  受験予定の大学 or センター試験の過去問を 1 年分解く  

→郵送する「現代文・古典＊過去問振り返り」シートに記入する 

〔現代文 B〕（コースⅡ） （詳細は郵送する「課題について」プリントを確認） 

① 郵送する「国語マーク完答 現代文問題冊子 M５」を解き、答え合わせをして、語句 200 に書き込みを行う。 

② 漢字の練習（初回の現代文の授業にて、漢字の小テストを行います） 

      範囲：154 ページ～159 ページ 応用対策対義語 

〔古典 B〕（コースⅡ） （詳細は郵送する「課題について」プリントを確認） 

〈古文編〉 

 ①「夢よりもはかなき世の中」品詞分解：219 ページ６行目～最後まで 

 ② 郵送する「品詞分解用言の答え：その１とその２」を用いて、自身の品詞分解を赤ペンで添削する（助動詞にて 

は、授業で扱うため、載せてはいません）。」 

〈漢文編〉 

①郵送する「桃花源記書き下し文答え」を用いて、自身の書き下し文を赤ペンで添削する。 

②現代語訳の作成を行う。第１段落まで（教科書の注及び、郵送する桃花源記補助プリント１を参考にすること）。 

 [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２回（４２～７６ページ）部 

分を解くこと。 

 

社会 

〔日本史 A〕（コースⅠ） 

１．教科書を読んでプリント No.6~No.9 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．教科書 P.50~P.53、 P.58~P.59、P.60~P.62 の自分ノートを作りましょう。 

６．No.6～No.9 のプリントに加えて、「日本史 A 基本用語」No.2 のプリントにも取り組んでください。 

 [歴史と地理](コースⅠ・Ａ１選択科目) 

内容：中央アメリカ・南アメリカ地域のプリント 

    Ⅰ自然のすがた   Ⅱ国名、首都名、位置確認   Ⅲ歴史にまつわる土地   Ⅳ地域の産業・特産物 

[日本史Ｂ](コースⅡ・社会教科内選択) 

  プリント No.4～No.7 をやること。(解答などは Classi に時期を見てアップします。) 

 

＊今回も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。 



[世界史Ｂ](コースⅡ・社会教科内選択) 

 〇前回までに指示した２枚のものに加え、下記の部分の自主学習による予習を追加。 

  教科書２１３ページ「ヨーロッパ諸国の抗争と主権国家体制の形成」～２３１ページ「ポーランド分割」 

(授業用ノートや一問一答の該当部分も用いて予習しておくこと。) 

☞この部分は、休校明け最初の授業のテストの範囲とはしません。が、しっかり勉強しましょう！ 

 [倫理政経](コースⅡ・Ｂ２/コースⅢ・Ｃ２選択科目)  

・プリント「センター問題①～⑪」：５枚 

※Classi で配信される動画を見て各自で学習した後、問題を解く。 

※解答・解説も Classi で動画が配信されるので確認する。 

※まとめプリントとともに最初の授業で提出する。 

[日本史演習](コースⅡ・Ｂ３選択科目) 

  問題集「実力をつける日本史 100 題」は、受験本番（冬休み終了）までに最低 3 回は取り組むよう計画してくださ

い。第 1 章～第 2 章（古代～中世）は、高 2 日本史 B で学習済みです。1 学期中に授業の進度に関わらず、どんど

ん進めてください。また、第 3 章～第 4 章（近世～近・現代）、第 5 章（テーマ史）、第 6 章（論述）についても、

高 3 日本史 B の学習に並行して進めていってください。 

[世界史演習](コースⅡ・Ｂ３選択科目) 

 〇前回までに指示した２枚のものに加える課題はありません。 

しかし、今回同封した「大学入学共通テスト 世界史 B 重要問題集」なども活用し、予習・復習をしっかり行いま 

しょう。 

 [地理演習](コースⅢ・Ｃ２選択科目) 

⓵授業時間分 サクシード地理 

13（水）：p.10～29「地形図・地域調査」  

20（水）：p.30～39「気候要素と気候因子」「気候区分」「熱帯」「乾燥帯」 

27（水）：p.40～47「温帯」「冷帯・寒帯・高山」「陸水と海洋」「日本の自然環境」 

＊各単元に合わせて COMPLETE の特に p.36～75 は目を通す。 

 ⓶通常時の家庭での宿題分としての課題 

  ㋑ COMPLETE の地形図・白地図ワーク冊子：各地形ｐ.２～９と世界の気候区分ｐ.15 

  ㋺ プリント演習問題（5 月 7 日郵送物） 

 

数学 

〔数学Ｂ〕（コースⅠ） 

教科書 数学Ⅱ ｐ198～203 問 26～問 34     アドバンスプラス数学Ⅱ＋B 番号 506～511、516～518 

※プリント（す 1～す６）を参考に取り組む。   課題の続きのノートで提出する。 

提出先は、再開後はじめの数 B の授業 

（過去の課題）4/７課題 

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) 

 4/20 課題 

教科書 数学Ⅱ 

ｐ180～181 問 8、問 9、問 10、問 11 

アドバンスプラス数学Ⅱ＋B  

番号 454～456  

〔数学演習〕(コースⅡ・Ｂ４選択科目) 

A4 プリント 1 枚 10 問を解く。(解答・解説は後日 Classi で配信) 

 



〔数学Ⅲ〕（コースⅢ） 

〇青チャート数学Ⅲの以下の例題番号  １５６，１５７，１６０，１６１，１６３～１６５と４５～５２ 

 （余力のある方は、出題していない例題や PRACTICE も取り組む） 

☞未習内容のため予習をした上で、春休みの課題＋５月６日までの休校の課題（青チャート数学Ⅲ）のノートの続 

きに上記内容を取り組んで（前回まで書いていないですが、もちろん答え合わせをして直しまで丁寧に行って）、  

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。 

〔数学Ⅲ演習〕（コースⅢ） 

〇三訂版 クリアー数学演習Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂ（受験編）より以下の内容 

  プリント６枚を取り組んで答え合わせと直しをする 

５月６日までの休校の課題４枚と合わせて数学Ⅲ演習の初めの授業で提出してください。 

  ☞クリアー数学演習の１０枚のプリントでもって、ExampleとWarm Upの問題をすべて網羅したことになります。

（問題選択形式で課題を出していますので、真面目に全問解いた方に限りますが…）。Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂの内容が大ま 

 かにカバーできていると思いますので、どの分野が苦手なのか把握に努めましょう。 なお、数学Ⅲの内容も自

学では限界があると思いますので、『クリアー数学演習Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂ（受験編）』を各自進めていってもらって

構いません。行き詰まった時は、チャートの例題を参考にしたり過去の授業ノート・プリントを見返したりする

など、復習に努めましょう。 

  また、自学自習の期間がかなり長くなっています。今のうちに分からないところを整理しておきましょう。休校明

けに友達や教員に聞いたりできるように分からないところを書き出したり、自分で頑張って考えて理解したこと

をノートに書いてまとめるなど、工夫して学習していきましょう。 

   最後に、とにかく解答を書く練習をしてください。数式の羅列ではなく、せめて最低限チャートの例題のような解

答が書けるようになってください。 

 

理科 

[生物](コースⅠ） 

教科書 p60～76 を予習し，セミナー p64～72 を解く。 

[化学](コースⅠ・Ａ４選択科目)  

セミナーP.268～277 の問題を解いておく。上記内容には予習の範囲(芳香族)であるので教科書を確認の上、進める 

こと 

☞ Classi の学習動画の中の、「課題配信」→「単元別学習」→「理科」→「化学」→「有機化合物」の動画を参考に 

してもよい。 

[理科演習] (コースⅡ・Ｂ１選択科目)  

【生物】生物基礎単元別問題集 第 3 章を解くこと。 

☞ Classi の 3 年コースⅡ理科演習に授業動画を配信します。参考にしてもよい。 

→ 配信されている URL をクリックして、動画を視聴してください。 

【化学】化学基礎単元別問題集 第 8 問～第 16 問を解くこと。(重要事項 P.44,45 を必ず確認すること。) 

[化学演習](コースⅢ)  

5/7 に配布したプリントの問題番号と解説ポイント 

[生物](コースⅢ・理科教科内選択)  

教科書 p122～152 を予習し，セミナー p89 プロセス 8、9、p91 基本例題 20、p96～107 を解く。 

[生物演習](コースⅢ・Ｃ１選択科目)  

5/7（木）に学校から送付されるノート（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。 

☞ Classi の 3 年コースⅢ生物演習に授業動画を配信します。参考にしてもよい。 

   → 配信されている URL をクリックして、動画を視聴してください。 



[物理](コースⅢ・理科教科内選択) 

教科書 P.56～70 を読み、リードα P.28～39 の問題を解くこと。 

☞ Classi の学習動画の中の、「課題配信」→「単元別学習」→「理科」→「物理」→「力学」の中にある該当箇所の 

動画を参考にしてもよい。 

[物理演習](コースⅢ・Ｃ１選択科目)  

共通テスト 物理の 38, 39, 40, 42, 43, 44 を解くこと。 

《理科 Classi 学習動画について》※[理科演習]【生物】、[生物演習] 以外 

 動画は、スマートフォンの Classi のアプリからは見ることができません。動画を見るためには、スマートフォンで、

インターネットから Classi にログインする方法にしてください。また、タブレットの場合は、Classi のアプリ、 

インターネットともども見ることが可能です。 

 

英語 

〔コミュニケーション英語Ⅲ〕（コースⅠ・Ⅱ・Ⅲとも） 

・課題プリント(前回までの課題プリント計 4 枚・今回のプリント課題 3 枚・合計 7 枚) 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） 

   Waypoint 英文法徹底演習   

・6 ページから２9 ページまでを復習。 

・12 ページ・13 ページ・18 ページ・19 ページ・２２ページ・２３ページ・30 ページ・31 ページの問題を解く初回 

授業で提出。] 

〔英語表現Ⅱ〕（コースⅠ） 

QSkills Textbook 

Vocabulary p. 77 

Read listening script p. 195: “Separated at Birth” 

Listening Print 

Attainable Textbook 

Read p. 60 

Do p. 61 

Do Attainable grammar print 

Essay 

Topic written on essay paper (included) 

 [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。前回課題の用

紙の続きに記入しても構いません。 

前回課題・イースターについて、英文７文以上で説明をしなさい。 

前回課題・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） 

今回課題・「日本人の宗教観」について、英文 7 文以上で説明しなさい。 

[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 33～60（ｐ26～35） 第 3 部③④（P330～P333)  

→中間小テスト（授業内で実施）の範囲に含めます 

〔コミュニケーション英語Ⅲ〕（コースⅡ・Ⅲ） 

   QUEST stage5  ・Lesson １・２・３・４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Ⅱ・Ⅲ） 

①研究社 英文法・語法問題集 第 1 章～第 5 章 

※解答も確認すること。      ※授業用に用意したノートを使用すること。 

  ②Listening Essentials 3 Unit1～4 

※解答も確認すること。 

[リスニング](コースⅡ・Ｂ３選択科目) ＊前回連絡した課題の続きのChapter、Lessonに取り組むこと 

❖Around the World in 80 Days  Chapter4～Chapter6 ☞①→②の順で 

①音声ＣＤ(Track15～27)を繰り返し聴き、テキストのP.8～P.15をやる。→最初の授業で提出 

⇒WORDS CHECK(Track60～62)も活用しましょう。 

②Reading編のP.8～P.15をやる。→最初の授業で提出 

❖HyperListening ディクテーション・ノートLesson6～Lesson10 

音声ＣＤを聴き、P.11～P.15 をやる。→最初の授業で提出 

 [英語演習B](コースⅡ・B４選択科目) 

〇授業で使用するテキストは「Active Writing」と「CROSSBEAM」の２冊です。 

「Active Writing」はもうすでにお手元にあると思います。今回「CROSSBEAM」をお届けします。下記の箇所を] 

自宅で学習しておいてください。 

Active Writing  Lesson 1 ～ Lesson 5 

CROSSBEAM   Chapter 1～ Chapter 3 

  [英語演習Ｃ](コースⅢ・Ｃ２選択科目)  ＊前回連絡した課題の続きのUnitに取り組むこと 

SKYWARD SKYCourse 最新入試英語長文20選Unit６～１０ 

＊「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 

  5/10（日）SMILEⅢ（P.33-52） 5/17（日）SMILEⅢ（P.53-72） 

5/24（日）SMILEⅢ（P.73-92）  5/31（日）SMILEⅢ（P.93-112） 

以上を読んで、プリントを完成させる。 

 

保健体育  

 [体育]  

  新たなプリント配布はありませんが、前回配布したプリントに基づいて、引き続きトレーニングを行ってくださ 

い。 

[保健] 

 新たに配布したプリント 2 枚を、教科書・図説をよく読んで、取り組んでください。 

 

家庭科   

 [消費生活] (コースⅠ・A２選択科目) 

（課題 4）教科書ｐ.5～33 を読んで、今回配布するノート「令和 2 年度 消費生活」ｐ.1～11 をやる。 

 

情報 

 [情報] (コースⅠ・A２選択科目) 

  郵送されたプリント 4 枚 (B4 両面印刷が 3 枚，B4 片面印刷が 1 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。 


