
教科 単位数

保健 1

【１．健康の考え方と成り立ち】教科書P８～９をよく読みましょう！！
課題１．健康とはどのような状態ですか？自分なりに定義をしてみましょう。
課題２．WHOの健康の定義について、この定義は何の問題もないのだろうか？あなたの考えを答え
ましょう。
課題３．自分自身は現在健康？不健康？なぜそう思うのか理由もあげてみましょう。
※課題については、ノート（B5サイズ）を準備し、ノートに解答してください。また後日、教科担
当者に提出してください。（クラス、番号、氏名を忘れずに！）

英語

今週の学習課題一覧

期間 4 月 13 日 ～ 4 月

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅰ

3

「休校中課題プリントから出題」
p.2～p.54までを読み、自分が知らなかった情報や驚いた情報をノートに書いてください。
取り組み方：１ページ毎でもいいですし単元毎でもよいですが、かならず先に読んでください。そ
の後、このページには「何が書いてあったか」を頭の中で整理してください。この時プリントは見
ないでください。その後、知らなかった情報や驚いた情報をノートに写してください。１ページ１
時間のカウントですので、最低でも３ページに書いてください。それを何度も繰り返してくださ
い。

英語表現Ⅰ 3

Vintage　第22章　動詞を中心とするイディオム　No.838～997（p.p.360～393）
①Vintage右ページの解説を読んで覚える。　②Vintage左ページの問題をノートにやる。⇒答え合
わせ
③ノートに英文を全文写す。（英文の下に調べた単語や補足説明等書くと良い）
④英文を声に出して読む。【重要】
※１時間当たり20問くらいずつやればいいです。分からない単語は必ず辞書で調べましょう。音読
はとても大切なので時間があるとき何度も繰り返し練習しましょう。

理科

化学基礎 3

教科書P20～25までを読み、次の課題をノートに実施してください。
①混合物と純物質の違いについて、それぞれ自分なりにまとめる。
②物質の分類について、それぞれ自分なりにまとめる。（P25参考）
③副教材リードαの基本問題1～3を解く。

生物基礎 2

教科書p.22～30を読み，以下の問題についてノートに解いてください！
①　自分の好きな生物を3つ選び，その生物のイラストを図示して生息地や生態などの情報をイン
ターネットで調べてまとめてください。
②　教科書を参考にして①で選んだ生物の共通点をまとめてください。
③　真核細胞と原核細胞の違いは何か記述してください。
④　細胞小器官であるミトコンドリアと葉緑体のイラストを図示し，2つの特徴をまとめてくださ
い。

数学

国語 5

現代文：教科書P10～15までを読み、読めない漢字・書けない漢字を抜き出し５回ずつノートに書
き写す。また、意味のわからない語句を抜き出し、意味を調べノートに書く。
（補足）ロイロノートで配信する読解法を参考に教科書を読むこと。また、内容理解教材を配信す
るので解答をノートに書き写すこと。
古典：「体系古典文法」P6～11をよく読んでP12の問題をノートにやりなさい。教科書（薄紫）
P10･11をスラスラ音読できるようにする。また、学習の手引き二・三をノートにやりなさい。

公民 現代社会 2

課題①　最新現代社会新訂版演習ノート（ｐ4～7）の問題を全て解く。
課題②　地球環境の危機（教ｐ10～11）のⅠ環境問題をひとつ取り上げ、Ⅱ現状を調べ、Ⅲ解決策を考え、
１００文字以上で論述せよ。
課題③　自然の保護と再生（教ｐ14～15）を読み解き、自分の考えを１００文字以上で論述せよ。
※ロイロノートでクイズレットを配信します。アプリをダウンロードして取り組んでいただけると助かります（課
題ではなく自習用）。

数学Ⅰ 4

数学Ⅰの教科書（P6～12，P14～15，P27～29の7行目まで）
サクシード 数学Ⅰ＋A（P7 201～207，P9 208，P11 216～218，P17 239～241）
１．教科書の太文字の言葉の意味をノートにまとめる。
２．教科書の例をノートに解く。※丸写しではなく自力で解いたり，意味を考え理解しながら写す
こと。
３．サクシードの問題をノートに解く。※答え合わせをし，間違えた問題は解きなおしをする。
☆ノートをまとめる際に文章だけでなく図などを使ったり，公式やポイントを書き込むなど，自分
なりに工夫してわかりやすいノートを作成してください。☆わからなかった問題は何がわからな
かったか具体的にメモしておいてください。

数学Ａ 3

教科書p.5～10を読み，以下の問題についてノートに解いてください！
例１～例７まで解答を見ながら解き、その際わからなかったところをまとめておく。
（はじめの授業時にわからなかったところを確認するので、どこがわからなかったかを具体的に書
いておくこと）

【課題番号】0413

科目 課題の内容

国語総合

特進ｴｸｾﾚﾝﾄ コース科・学年・コース 普通 科 1 年

17 日

2020年4月13日
大同大学大同高等学校



教科 単位数

期間 4 月 13 日

【課題番号】 0413 2020年4月13日
大同大学大同高等学校

今週の学習課題一覧

～ 4 月 17 日

大同大学進学 コース

科目 課題の内容

国語 国語総合 4

現代文：教科書P10～15の本文を読み、教科書に形式段落番号を書き込みなさい。形式
段落①②について、それぞれ次のことをノートにやりなさい。
・書けない漢字を4回書く・知らない語の意味を調べる・1番大切な１文を抜き出す。
古典：「体系古典文法」P６～１１をよく読んで、重要と思うところに線を引きなさ
い。
       その上でP１２の「基本問題」をノートにやりなさい。

科・学年・コース 普通 科 1 年

公民 現代社会 2

【課題1】最新現代社会演習ノートp.4～7
教科書該当ページをよく読みながら解いていくこと。
【課題2】Classiの「校内グループ」の「FK1年生_現代社会」で各自用意するノート用の課題を
アップロードしています。その指示に従い、確認したら「見ました」を押してください。

数学

数学Ⅰ 4

数学Ⅰの教科書（P6～12，P14～15，P27～29の7行目まで）
４プロセス 数学Ⅰ＋A（P6～17の問題番号1～16，19～20，28～31，53～56）
１．教科書の太文字の言葉の意味をノートにまとめる。
２．教科書の例をノートに解く。※丸写しではなく答えを見ずに自力で解いたり，意味
を考え理解しながら写すこと。
３．４プロセスの問題をノートに解く。※答え合わせをし，間違えた問題はなぜ間違え
たか考え解きなおしをする。
☆ノートをまとめる際に文章だけでなく図などを使ったり，公式やポイントを書き込む
など，自分なりに工夫してわかりやすいノートを作成してください。☆わからなかっ
た問題は何がわからなかったか具体的にメモしておいてください。

数学Ａ 2

まず、新しいノートを準備してください。
教科書「数学Ａ」P.5、6を2回ほどしっかり読みましょう。声に出した方がわかりやす
いかも？
新しい言葉・記号がたくさん出てきますので、ノートに丁寧に写してください。
練習1、2は写さなくても良いです。やれる人はチャレンジしましょう。
授業開始後の説明を聞く準備です。わからないことをメモしておいて、後日質問してく
ださい。

理科

化学基礎 2

・教科書ｐ.12～17を読み、分からない用語や語句を各自で用意するノートに記入して

調べてください。p.15の2⃣蒸留の図と用語をノートに写してください。

・基本セレクト化学基礎（問題集）のｐ.2～3の問題を直接問題集にやってください。

生物基礎 2

教科書p.11～15を読み，準拠ノートp.2～3を一冊ノートを用意して答えなさい。また，
以下の問いをノートに答えなさい。
①　顕微鏡の使い方をノートにまとめなさい。
③　ミクロメーターの使い方をノートにまとめなさい。

【１．健康の考え方と成り立ち】教科書P８～９をよく読みましょう！！
課題１．健康とはどのような状態ですか？自分なりに定義をしてみましょう。
課題２．WHOの健康の定義について、この定義は何の問題もないのだろうか？あなたの
考えを答えましょう。
課題３．自分自身は現在健康？不健康？なぜそう思うのか理由もあげてみましょう。
※課題については、ノート（B5サイズ）を準備し、ノートに解答してください。また後
日、教科担当者に提出してください。
（クラス、番号、氏名を忘れずに！）

英語

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅰ

3

課題１：Ｎｅｗ　Ｏｎｅ　Ｗｏｒｌｄ予習・復習ノートのLesson1 part1～part3
取り組み方：予習・復習ノートのLesson1 part1～part3までを解答する。わからない単
語があれば、辞書でその意味を調べてテキストに残しておく。
課題２：What country do you want to go to? Why?の問いに英語で答える。ノートか
ルーズリーフに解き、予習復習ノートにはさんでおく。

英語表現Ⅰ 2

「どんどん話すための瞬間英作文トレーニング」p.p.32～51
①ノートの左のページに日本語、右のページに英語を写す。
②分からない単語は辞書等使って調べ、英文の下にそれぞれ補足説明として書く。
③付属のＣＤを聞いて発音をチェックする。
④音読練習する。
※音読はとても大切です。反射的に英文が出てくるまで時間のある時に繰り返し声に出
して練習しましょう！

保健
体育

保健 1



教科 単位数

期間 4 月 13 日

【課題番号】 0413 2020年4月13日
大同大学大同高等学校

今週の学習課題一覧

～ 4 月 17 日

文理進学 コース

科目 課題の内容

国語 国語総合 4

現代文：教科書P10～15の本文を読み、教科書に形式段落番号を書き込みなさい。形式段
落①②について、それぞれ次のことをノートにやりなさい。
・書けない漢字を4回書く・知らない語の意味を調べる・１番大切な１文を抜き出す。
古典：「体系古典文法」P6～11をよく読んで、重要と思うところに線を引きなさい。
　　　　その上でP12の「基本問題」をノートにやりなさい。

科・学年・コース 普通 科 1 年

公民 現代社会 2

【課題1】最新現代社会演習ノートp.4～7
教科書該当ページをよく読みながら解いていくこと。
【課題2】Classiの「校内グループ」の「FK1年生_現代社会」で各自用意するノート用の課題をアップ
ロードしています。その指示に従い、確認したら「見ました」を押してください。

数学

数学Ⅰ 4

数学Ⅰの教科書（P6～12，P14～15）クリアー 数学Ⅰ＋A（P6～9 1～22，P12 33～37）
１．教科書の太文字の言葉の意味をノートにまとめる。
２．教科書の例をノートに解く。※丸写しではなく答えを見ずに自力で解いたり，意味
を考え理解しながら写すこと。
３．クリアーの問題をノートに解く。※答え合わせをし，間違えた問題はなぜ間違えた
か考え解きなおしをする。
☆ノートをまとめる際に文章だけでなく図などを使ったり，公式やポイントを書き込む
など，自分なりに工夫してわかりやすいノートを作成してください。☆わからなかった
問題は何がわからなかったか具体的にメモしておいてください。

数学Ａ 2

まず、新しいノートを準備してください。
教科書「数学Ａ」P.5、6を2回ほどしっかり読みましょう。声に出した方がわかりやすい
かも？
新しい言葉・記号がたくさん出てきますので、ノートに丁寧に写してください。
練習1、2は写さなくても良いです。やれる人はチャレンジしましょう。
授業開始後の説明を聞く準備です。わからないことをメモしておいて、後日質問してく
ださい。

理科

化学基礎 2

・教科書ｐ.12～17を読み、分からない用語や語句を各自で用意するノートに記入して調

べてください。p.15の2⃣蒸留の図と用語をノートに写してください。

・基本セレクト化学基礎（問題集）のｐ.2～3の問題を直接問題集にやってください。

生物基礎 2

教科書p.11～15を読み，準拠ノートp.2～3を一冊ノートを用意して答えなさい。また，
以下の問いをノートに答えなさい。
①　顕微鏡の使い方をノートにまとめなさい。
③　ミクロメーターの使い方をノートにまとめなさい。

【１．健康の考え方と成り立ち】教科書P８～９をよく読みましょう！！
課題１．健康とはどのような状態ですか？自分なりに定義をしてみましょう。
課題２．WHOの健康の定義について、この定義は何の問題もないのだろうか？あなたの考
えを答えましょう。
課題３．自分自身は現在健康？不健康？なぜそう思うのか理由もあげてみましょう。
※課題については、ノート（B5サイズ）を準備し、ノートに解答してください。また後
日、教科担当者に提出してください。
（クラス、番号、氏名を忘れずに！）

英語

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅰ

3

課題１：Ｎｅｗ　Ｏｎｅ　Ｗｏｒｌｄ予習・復習ノートのLesson1 part1～part3
取り組み方：予習・復習ノートのLesson1 part1～part3までを解答する。わからない単
語があれば、辞書でその意味を調べてテキストに残しておく。
課題２：What country do you want to go to? Why?の問いに英語で答える。ノートか
ルーズリーフに解き、予習復習ノートにはさんでおく。

英語表現Ⅰ 2

保健
体育

保健 1

「どんどん話すための瞬間英作文トレーニング」p.p.32～51
①ノートの左のページに日本語、右のページに英語を写す。
②分からない単語は辞書等使って調べ、英文の下にそれぞれ補足説明として書く。
③付属のＣＤを聞いて発音をチェックする。
④音読練習する。
※音読はとても大切です。反射的に英文が出てくるまで時間のある時に繰り返し声に出
して練習しましょう！


