
教科 単位数

【課題番号】 0427

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

1 日

2020年4月27日
大同大学大同高等学校

数学

国語 5

現代文：漢検実力完成ドリルＰ12～Ｐ16までテキストに解答を書き込み、答え合わせをすること。解答はド
リルの末尾に挟み込まれています。
（補足）ロイロノートで配信される内容理解教材をノートに解答すること。
古典：体系古典文法P20～27をよく読み、P20～25の最後の「語例」にある単語について、活用表をノートに
書きなさい。また、P28･29の問題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（ｐ12～17）の問題を全て解く。
課題②　脳死と臓器移植（資料集ｐ42）を参考にして、脳死を認めるか認めないかの立場を表明し、自分の考えを１０
０文字以上で論述せよ。
課題③　安楽死と尊厳死を簡潔にまとめよ。

数学Ⅰ 4

数学Ⅰの教科書（P17応用例題1，P18，P22～23，P25～26），サクシード 数学Ⅰ＋A（P13 227～231，P15
232～238）
１．教科書の太文字の言葉の意味をノートにまとめる。
２．教科書の例と例題をノートに解く。
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。
☆前回同様わかりやすいノートを作成し，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を！
≪補足≫ロイロノートとClassiから授業動画を配信するので，利用可能な人はどちらかで視聴してくださ
い。（ロイロノートログイン→数学Ⅰの授業を探す→送られてきた課題の書いたカードのリンクをコピペし
検索）（Classiログイン→校内グループ→数学Ⅰの投稿を探す→リンクをクリック）

数学Ａ 3

①Focus Goldのp.248とp.249をノートにまとめ、Check問題１～４を解く。
②Focus Goldのp.262とp.263をノートにまとめ、Check問題５，６を解く。
※答え合わせをし，間違えた問題は解答をよく読みなぜ間違えたのかを理解する。

理科

化学基礎 3

教科書P32～37までを読み、次の課題をノートに実施してください。
①気体分子の運動についてまとめましょう（副教材P15問い9参考）
②分子の熱運動と温度の関係についてまとめましょう（副教材P15問い10参考）
③物質の三態についてまとめましょう（P35参考）
④過熱による水の状態変化についてまとめましょう（P36参考）
⑤単元のまとめとして副教材P12～17を解きましょう（解答編の解説を一通り読みましょう）

生物基礎 2

以下の問題についてノートに解いてください！
①教科書p.42～50を読み，リードαp.4～にある該当問題(リードB，Cのみ)に答えなさい。
②光合成と呼吸について，ATP，エネルギー，有機物の3語を必ず使用してそれぞれ説明しなさい。
③呼吸と燃焼の違いについてまとめなさい。
④細胞内共生に関する細胞小器官2つを答え，その過程について説明しなさい。

保健 1

【３．健康に関する意思決定・行動選択と環境づくり】教科書P１２~１４  ※次の課題について、全てノー
トに書きなさい。
課題１．意思決定・行動選択に影響を与える要因についてまとめてみましょう。教科書（P12.図１参照）課
題２．健康にとって適切な意志決定・行動選択をするために、必要なことはどのようなことがあるかまとめ
てみましょう。課題３．今現在、自宅での自粛期間が長くなっていますが、どのような健康課題が考えられ
ますか？また、このような状況の中でも健康づくりを行うために、適切な意思決定・行動選択が必要になっ
てきます。今現在あなた自身が行っている健康づくりについてまとめてみましょう。課題４．ヘルスプロ
モーションとはどのような考え方か、まとめてみましょう。

英語

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅰ

3

速読英単語：p.p.18-58まで　何度も音読し、わからない単語をリストにして暗記する。
補足についてはロイロノートで別途指示。

英語表現Ⅰ 3

●Vintage 第22章　動詞を中心とするイディオム　No.1040～1080　(p.p.402-411)
●New One World Expressions　授業ノート　Lesson2 (p.p.6-9)
どちらも前回同様のやり方で進めてください。Vintageのイディオムに関してはこれまでの範囲と合わせて
授業再開後確認テストを行います（日にちは授業再開後追って連絡します）。時間があるときにこれまでの
範囲と合わせて繰り返し音読練習してください。

今週の学習課題一覧

期間 4 月 27 日 ～ 5 月



教科 単位数

【３．健康に関する意思決定・行動選択と環境づくり】教科書P１２~１４  ※次の課題について、全
てノートに書きなさい。
課題１．意思決定・行動選択に影響を与える要因についてまとめてみましょう。教科書（P12.図１参
照）
課題２．健康にとって適切な意志決定・行動選択をするために、必要なことはどのようなことがある
かまとめてみましょう。
課題３．今現在、自宅での自粛期間が長くなっていますが、どのような健康課題が考えられますか？
また、このような状況の中でも健康づくりを行うために、適切な意思決定・行動選択が必要になって
きます。今現在あなた自身が行っている健康づくりについてまとめてみましょう。
課題４．ヘルスプロモーションとはどのような考え方か、まとめてみましょう。

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Lesson2 p.p.10-15
速読英単語：１～５ 音読する　わからない単語は調べる

英語表現Ⅰ 2

●New One World ExpressionsⅠ　授業ノート　Lesson2 (p.p.6-9）※前回同様のやり方で
●「１学期　学習すべき文法事項」プリント（４月２１日配布済。ロイロノートの「資料箱」にも同
じものがあります。）　①オモテ面の解説を読み、大事だと思うところをペンでマークする。②ウラ
面のStep１の英文を読み音読して覚える。③Step２・３をプリントに直接記入する。　※提出の際
は、課題ノートの一番初めのページに挟んでおいてください。

保健
体育

保健 1

理科

化学基礎 2

・教科書ｐ.22～25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。特にp.25の図17は重要なのでノートに書いて覚えましょう。
・基本セレクト化学基礎（問題集）のｐ.7の問題を直接問題集にやってください。余裕があり、レベ
ルの高い問題に挑戦したい人はｐ.8、9の「入試問題にチャレンジ！」にも取り組んでみてくださ
い。

生物基礎 2

教科書p.28～31を読み，準拠ノートp.6～7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　ATPとADPの構造を描き，各部の構成物質の名前を示しなさい。
③　中学校で学習した消化酵素の名前とそのはたらきについてインターネットで調べてまとめなさ
い。

公民 現代社会 2

【課題1】最新現代社会演習ノートp.12～17
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】先週同様、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（P17応用例題1，P18，P22～23，P25～26）
４プロセス 数学Ⅰ＋A（P13～16の問題番号39～43，47～52）
１．教科書の太文字の言葉の意味をノートにまとめる。
２．教科書の例と例題をノートに解く。
３．４プロセスの問題をノートに解く。※答え合わせをし，間違えた問題は解きなおしをする。☆前
回同様わかりやすいノートを作成し，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を！
≪補足≫ロイロノートとClassiから授業動画を配信するので，利用可能な人はどちらかで視聴してく
ださい。（ロイロノートログイン→数学Ⅰの授業を探す→送られてきた課題の書いたカードのリンク
をコピペし検索）（Classiログイン→校内グループ→数学Ⅰの投稿を探す→リンクをクリック）

数学Ａ 2

教科書「数学Ａ」P.9、10を前回同様しっかりと読んでから、ノートに写しましょう。特に新しい言
葉・記号に気をつけて。練習問題は写さなくても良いですが、チャレンジできる人は例をまねして
やってみましょう。
前回までの課題がやれていない人は、まずそれを終えてください。
授業が開始されてからの、みなさんの反応が楽しみです。

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をもう一度よく読み、形式段落⑧から⑬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
　　　　・形式段落ごとに1番大切な１文を抜き出す。
古典：教科書P10･11を、スラスラと読めるまで声に出して読んで下さい。
　　　4/21に配付されたプリントを完成させて下さい。

科・学年・コース 普通 科 1 年

～ 5 月 1 日

【課題番号】 2020年4月27日
大同大学大同高等学校

今週の学習課題一覧

0427

期間 4 月 27 日



教科 単位数

【３．健康に関する意思決定・行動選択と環境づくり】教科書P１２~１４  ※次の課題について、
全てノートに書きなさい。
課題１．意思決定・行動選択に影響を与える要因についてまとめてみましょう。教科書（P12.図１
参照）課題２．健康にとって適切な意志決定・行動選択をするために、必要なことはどのようなこ
とがあるかまとめてみましょう。課題３．今現在、自宅での自粛期間が長くなっていますが、どの
ような健康課題が考えられますか？また、このような状況の中でも健康づくりを行うために、適切
な意思決定・行動選択が必要になってきます。今現在あなた自身が行っている健康づくりについて
まとめてみましょう。課題４．ヘルスプロモーションとはどのような考え方か、まとめてみましょ
う。

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Lesson2 p.p.10-15
速読英単語：１～５ 音読する　わからない単語は調べる

英語表現Ⅰ 2

保健
体育

保健 1

●New One World ExpressionsⅠ　授業ノート　Lesson2 (p.p.6-9）※前回同様のやり方で
●「１学期　学習すべき文法事項」プリント（４月２１日配布済。ロイロノートの「資料箱」にも
同じものがあります。）　①オモテ面の解説を読み、大事だと思うところをペンでマークする。②
ウラ面のStep１の英文を読み音読して覚える。③Step２・３をプリントに直接記入する。　※提出
の際は、課題ノートの一番初めのページに挟んでおいてください。

理科

化学基礎 2

・教科書ｐ.22～25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。特にp.25の図17は重要なのでノートに書いて覚えましょう。
・基本セレクト化学基礎（問題集）のｐ.7の問題を直接問題集にやってください。余裕があり、レ
ベルの高い問題に挑戦したい人はｐ.8、9の「入試問題にチャレンジ！」にも取り組んでみてくださ
い。

生物基礎 2

教科書p.28～31を読み，準拠ノートp.6～7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　ATPとADPの構造を描き，各部の構成物質の名前を示しなさい。
③　中学校で学習した消化酵素の名前とそのはたらきについてインターネットで調べてまとめなさ
い。

公民 現代社会 2

【課題1】最新現代社会演習ノートp.12～17
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】先週同様、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（P18，P22～23，P25～26）
クリアー 数学Ⅰ＋A（P14 45～46，P15 49～51，P17 56～60）
１．教科書の太文字の言葉の意味をノートにまとめる。
２．教科書の例と例題をノートに解く。
３．クリアーの問題をノートに解く。※答え合わせをし，間違えた問題は解きなおしをする。
☆前回同様わかりやすいノートを作成し，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
モを！
≪補足≫ロイロノートとClassiから授業動画を配信するので，利用可能な人はどちらかで視聴して
ください。（ロイロノートログイン→数学Ⅰの授業を探す→送られてきた課題の書いたカードのリ
ンクをコピペし検索）（Classiログイン→校内グループ→数学Ⅰの投稿を探す→リンクをクリッ
ク）

数学Ａ 2

教科書「数学Ａ」P.9、10を前回同様しっかりと読んでから、ノートに写しましょう。特に新しい言
葉・記号に気をつけて。練習問題は写さなくても良いですが、チャレンジできる人は例をまねして
やってみましょう。
前回までの課題がやれていない人は、まずそれを終えてください。
授業が開始されてからの、みなさんの反応が楽しみです。

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をもう一度よく読み、形式段落⑧から⑬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
・形式段落ごとに1番大切な１文を抜き出す。
古典：教科書P10･11を、スラスラと読めるまで声に出して読んで下さい。
4/21に配付されたプリントを完成させて下さい。

科・学年・コース 普通 科 1 年

～ 5 月 1 日

【課題番号】 0427 2020年4月27日
大同大学大同高等学校

今週の学習課題一覧

期間 4 月 27 日


