
教科 単位数

保健
体育

保健 1

【１．思春期と健康】教科書P64～65 ※ノート（B5サイズ）を準備し、ノートに解答して
ください。
課題１. 次の語句について、説明しなさい。【　思春期　　性ホルモン　　排卵　　月経　
　基礎体温　】
課題２. 思春期の女性の体の変化について説明しよう。また、この時期に気を付けなけれ
ばならないことは何か、それによって女性の体にどのような影響があるか説明しよう。
課題３. 思春期の男性の体の変化について説明しよう。
課題４. 思春期の健康課題について、起こりやすい問題行動には何があるか、また、不安
や悩みを解決するためにあなたはどうしますか。

英語

今週の学習課題一覧

期間 4 月 13 日 ～ 4 月

古文：配布したプリントへの予習　ロイロノートにて提出
漢文：「漢文句法」P6～11をやりなさい。ワークに直接書き込んでもいいです。
　　　答え合わせもすること。間違えた所は赤で直しなさい。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4
４月７日に指示をした通り課題に取り組んで下さい。

英語表現Ⅱ 3

補助教材 Breakthrough Upgraded  The Keystone of English Grammar             平叙
文～感嘆文　pp.8  ～  13,   教科書pp.4  ～  7 を参照して、ノ－トに解答する。※解
答したら、その後、赤ペンで答え合わせをしておくこと。

理科

物理基礎 3

①教科書p.6～7を読み、教科書の問1、問2をノートに解答する
②リードαP4基礎チェック1・2をノートに解答する
③リードαP298～299　レッツトライ1～5をノートに解答する
補足として、youtubeに授業動画を投稿します。Classiとロイロで限定公開のURLを配信す
るので、そちらから入ってください。

化学 3

教科書第１章粒子の結合と結晶の構造P.6～23を熟読し、リードαP.4～5の第１章粒子の
結合と結晶の構造の記述・図をノートにすべて写しなさい。
リードαP.6～8（基本問題は１～4番まで）の問題演習をノートにページと問題番号を書
いて行いなさい。解答編を熟読して答え合わせをしておくこと。

数学

2

○P､14～『最初のペンギン』について、
･形式段落①～④の板書を作る（1年の時に取り組んだように。イラスト等もすべてお任
せ）
･「直観」「直感」「不条理」「いたずらに」「闊歩」の意味を答える。
･P､14の4行目「有限の立場」とはどのようなものか、説明する。
○漢字テキストP､7～10をノートに自力で取り組み、答え合わせをする。
→すべてをノートに行い、写真を撮ってロイロノートに提出すること。ノートも取ってお
くこと。

地歴 日本史Ａ 2

①ノートを用意して教科書P18～P23の18行目までを書き写すこと。
②以下の問題をノートに解くこと。
　Q.1　教科書P19の史料「オランダ国王の開国勧告」を要約しなさい。
　Q.2　教科書P23の史料「日米修好通商条約」を要約しなさい。

数学Ⅱ 4

FocusGoldⅡ＋Bを使用し数学Ⅱの復習をする。第１章の※※までの例題28題をノートもし
くはルーズリーフにやる。答えを見ずにできた例題には○を、自力でできなかったけど答
えを見て理解できた問題には△を、答えを見たけど理解できない問題については、どこが
わからなかったのかをノートもしくはルーズリーフの問題番号の横に明記しておくこと。
余裕のある生徒は第１章※※※以上の例題をチャレンジしてください。

数学Ｂ 3

教科書P6～P18をよく読む。例題を2回ノートに演習する。1回目はその範囲を例題を写し
ながら理解する。2回目は例題解答解説を見ずに解いてみる。解答解説見ずに完答できた
ら〇、見ながらできたら△、解答解説を見ても理解できないときは×をそのノート解答の
ところにつける。フォーカスP576～P584の例題について上記と全く同様にして演習を行
う。ロイロノートで参考になる動画等を紹介するのでみておくこと。

古典Ｂ

国語

4

【課題番号】 0413

科目 課題の内容

現代文Ｂ

特進ｴｸｾﾚﾝﾄ理系 コース科・学年・コース 普通 科 2 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

特進ｴｸｾﾚﾝﾄ文系 コース

科目 課題の内容

現代文Ｂ 2

○P､14～『最初のペンギン』について、
･形式段落①～④の板書を作る（1年の時に取り組んだように。イラスト等もすべてお任
せ）
･「直観」「直感」「不条理」「いたずらに」「闊歩」の意味を答える。
･P､14の4行目「有限の立場」とはどのようなものか、説明する。
○漢字テキストP､7～10をノートに自力で取り組み、答え合わせをする。
→すべてをノートに行い、写真を撮ってロイロノートに提出すること。ノートも取って
おくこと。

科・学年・コース 普通 科 2 年

国語

古典Ｂ 4

古文：配布したプリントへの予習　ロイロノートにて提出
漢文：「漢文句法」P6～11をやりなさい。ワークに直接書き込んでもいいです。
　　　答え合わせもすること。間違えた所は赤で直しなさい。

①教科書「詳説日本史Ｂ」ｐ、８～ｐ、１５及び、図表資料集「新詳日本史」ｐ、２７
～ｐ、ｐ、３３を参考にして、ワークブック「詳説日本史整理ノート」のｐ、４～ｐ、
７の解答を自分で調べ、直接ワークブックに記入しなさい。（答え合わせはしなくて良
い）
②問題集「復習と演習日本史テスト」ｐ、４～ｐ、５に取り組み、解答を問題集に直接
書き込み、答え合わせをしておく事。

教科書p.12～21の内容の動画のURLをclassiとロイロノート(資料箱)に載せておきます。
その動画を見て最後に提示される宿題に取り組んでください。

保健 1

【１．思春期と健康】教科書P64～65 ※ノート（B5サイズ）を準備し、ノートに解答し
てください。
課題１. 次の語句について、説明しなさい。【　思春期　　性ホルモン　　排卵　　月
経　　基礎体温　】
課題２. 思春期の女性の体の変化について説明しよう。また、この時期に気を付けなけ
ればならないことは何か、それによって女性の体にどのような影響があるか説明しよ
う。
課題３. 思春期の男性の体の変化について説明しよう。
課題４. 思春期の健康課題について、起こりやすい問題行動には何があるか、また、不
安や悩みを解決するためにあなたはどうしますか。

FocusGoldⅡ＋Bを使用し数学Ⅱの復習をする。第１章の※※までの例題28題をノートも
しくはルーズリーフにやる。答えを見ずにできた例題には○を、自力でできなかったけ
ど答えを見て理解できた問題には△を、答えを見たけど理解できない問題については、
どこがわからなかったのかをノートもしくはルーズリーフの問題番号の横に明記してお
くこと。余裕のある生徒は第１章※※※以上の例題をチャレンジしてください。

数学Ｂ 3

物理基礎 2

教科書P6～11を呼んで、次の課題をノートに実施しましょう。
①速さと速度の違いについてまとめましょう
②変位についてまとめましょう
③平均の速さと瞬間の速さの違いをまとめましょう
④副教材リードLightノートP2～4の問題を解きましょう。（直接書き込んでもよい）

数学Ⅱ 4

教科書P6～P18をよく読む。例題を2回ノートに演習する。1回目はその範囲を例題を写し
ながら理解する。2回目は例題解答解説を見ずに解いてみる。解答解説見ずに完答できた
ら〇、見ながらできたら△、解答解説を見ても理解できないときは×をそのノート解答
のところにつける。フォーカスP576～P584の例題について上記と全く同様にして演習を
行う。ロイロノートで参考になる動画等を紹介するのでみておくこと。

地歴

数学

理科

保健
体育

3

生物 3

日本史Ｂ 3

補助教材 Breakthrough Upgraded  The Keystone of English Grammar             平
叙文～感嘆文　pp.8  ～  13,   教科書pp.4  ～  7 を参照して、ノ－トに解答する。
※解答したら、その後、赤ペンで答え合わせをしておくこと。

４月７日に指示をした通り課題に取り組んで下さい。

英語

英語表現Ⅱ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4



教科 単位数

物理

3

2

①教科書P132とP133を読み、本文をノート写す。
②教科書P132とP133の内容にあった動画をユーチューブなどで探す。
③図３と図４をノートに写し、動画などを使って内容を同級生に説明できるようにす
る。

地歴

数学

理科

４プロセス数学Ⅱ＋Bを使用し数学Ⅱの復習をする。４プロセス問題集のP６～P１５まで
のA問題をノートもしくはルーズリーフにやる。自力で解けた問題には○を、自力で解け
なかったけど解答を見て理解できた問題には△を、解答を見ても理解できない問題には
×を、ノートもしくはルーズリーフの問題番号の横につけること。しっかりと自分で考
え、答えを導き出す努力をすることが実力をつけるということです。頭を働かせましょ
う。

数学Ｂ 2

教科書P6～P12をよく読む。例題を2回ノートに演習する。1回目はその範囲を例題を写し
ながら理解する。2回目は例題解答解説を見ずに解いてみる。解答解説見ずに完答できた
ら〇、見ながらできたら△、解答解説を見ても理解できないときは×をそのノート解答
のところにつける。４プロセス問題集のP120～P1215番までについて上記と全く同様にし
て演習を行う。ロイロノートで参考になる動画等を紹介するのでみておくこと。

物理基礎 3

①教科書P6～7を読み、問1、問2をノートに解答する
②リードライトノートP2基礎チェック1～3をノートに解答する
③リードライトノートP105　1～5をノートに解答する
補足として、youtubeに授業動画を投稿します。Classiとロイロで限定公開のURLを配信
するので、そちらから入ってください。

世界史Ａ 2

教科書第１章粒子の結合と結晶の構造P.6～23を熟読し、リードαP.86～87の第１章粒子
の結合と結晶の構造の記述・図をノートにすべて写しなさい。
リードαP.88の問題番号を書いてノートに問題演習を行いなさい。解答編を熟読して答
え合わせをしておくこと。

保健 1

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4

教科書のLesson1 "Ambassador of World Peace P1～P3"を読み，B5ノートに

①教科書右ページの"📖Read&Answer"の各2問と，

②予習・復習ノートの問題をそれぞれパート数や問題番号等を明記した上で解答する。
わからない単語については辞書を引くこと。(Part1～Part3まで)
③ターゲット1400のUnit36の単語を1単語につき最低10回ずつノートに練習して覚える。
(Quizletも用意したので＋α
でどうぞ♬)

化学 2

保健
体育

英語

英語表現Ⅱ

【１．思春期と健康】教科書P64～65 ※ノート（B5サイズ）を準備し、ノートに解答し
てください。
課題１. 次の語句について、説明しなさい。【　思春期　　性ホルモン　　排卵　　月
経　　基礎体温　】
課題２. 思春期の女性の体の変化について説明しよう。また、この時期に気を付けなけ
ればならないことは何か、それによって女性の体にどのような影響があるか説明しよ
う。
課題３. 思春期の男性の体の変化について説明しよう。
課題４. 思春期の健康課題について、起こりやすい問題行動には何があるか、また、不
安や悩みを解決するためにあなたはどうしますか。

補助教材 Breakthrough Upgraded  The Keystone of English Grammar             平
叙文～感嘆文　pp.8  ～  13,   教科書pp.4  ～  7 を参照して、ノ－トに解答する。
※解答したら、その後、赤ペンで答え合わせをしておくこと。

5

大同大学進学理系 コース

科目 課題の内容

現代文Ｂ 2

･漢字ドリルのP､7～10をノートに自力で取り組み、答え合わせをしなさい。
･教科書P､14～『最初のペンギン』について、
①「直観」「直感」「不条理」「いたずらに」「闊歩」の意味を答えなさい。
②P､14の4行目「有限の立場」とは、どういうものか。考えて説明しなさい。

１節　グローバル化とアメリカ合衆国（ｐ210～211）※下記課題はすべてノートに記入
せよ。
第１問　教科書を写す。　第２問　グローバル化とはどのような現象であり、またどの
ような問題があるだろうか。身近な問題と照らし合わせて100文字以上で答えよ。　第３
問　アフガニスタン侵攻時のアメリカ大統領を答えよ。　第４問　ＴＰＰ加盟国が11か
国あるが、全て答えよ。
２節　地域統合の模索（ｐ212～213）
第１問　教科書を写す。　第２問　ＥＵの共通通貨は何か答えよ。　第３問　２０２０
年２月１日午前８時（日本時間）にＥＵから離脱した国はどこか答えよ。　第４問　教
科書ｐ212上の図にあるように、なぜ多くの国々は各地域において地域統合を目指すの
か。５０文字以上で答えよ。

数学Ⅱ

国語

～ 4 月 17 日

科・学年・コース 普通 科 2 年

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



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

教科書のLesson1 "Ambassador of World Peace P1～P3"を読み，B5ノートに

①教科書右ページの"📖Read&Answer"の各2問と

②予習・復習ノートの問題をそれぞれパート数や問題番号等を明記した上で解答する。わ
からない単語については辞書を引くこと。(Part1～Part3まで)
③ターゲット1400のUnit36の単語を1単語につき最低10回ずつノートに練習して覚える。(
Quizletも用意したので＋αでどうぞ♬)

英語表現Ⅱ

大同大学進学文系 コース

科目 課題の内容

現代文Ｂ 3

･漢字ドリルのP､7～12をノートに自力で取り組み、答え合わせをしなさい。
･教科書P､14～『最初のペンギン』について、
①「直観」「直感」「不条理」「いたずらに」「闊歩」の意味を答えなさい。
②P､14の4行目「有限の立場」とは、どういうものか。考えて説明しなさい。

科・学年・コース 普通 科 2 年

古典Ｂ 2

･P､12～「検非違使忠明のこと」の本文をノートに写す（縦書き、間は３行空ける）
･「作品名」「成立の時代」「古典三大説話集」を調べて答えなさい。
･「検非違使」「京童部」「御堂」「蔀」の読みを現代仮名遣いで答えなさい。
･「いさかひ」「立てこむ」「あまた」「しぶく」「やをら」「あさましがる」を現代語
訳しなさい。
･1行目「あり」「若かり」、6行目「ゐる」…これらの用言の活用の種類と活用形を答え
なさい。

国語

日本史Ｂ

3

補助教材 Breakthrough Upgraded  The Keystone of English Grammar             平叙
文～感嘆文　pp.8  ～  13,   教科書pp.4  ～  7 を参照して、ノ－トに解答する。※解
答したら、その後、赤ペンで答え合わせをしておくこと。

理科

物理基礎 3

・ネオパルノート物理基礎（問題集）のｐ.1「物理を学習するにあたって」を取り組み、
直接書き込んでください。
・新物理基礎（教科書）のｐ.10～13を読み、問題集のｐ.4、5「等速直線運動と変位・速
度」の学習のまとめ、確認問題、練習問題に取り組み、直接書き込んでください。

生物 2
教科書p.12～21を読み，リードLightノートp.4～6の①，②の用語穴埋めとp.14～16の1～
9の問題の解答を直接書き込んでください。

保健
体育

保健 1

【１．思春期と健康】教科書P64～65 ※ノート（B5サイズ）を準備し、ノートに解答して
ください。
課題１. 次の語句について、説明しなさい。【　思春期　　性ホルモン　　排卵　　月経　
　基礎体温　】
課題２. 思春期の女性の体の変化について説明しよう。また、この時期に気を付けなけれ
ばならないことは何か、それによって女性の体にどのような影響があるか説明しよう。
課題３. 思春期の男性の体の変化について説明しよう。
課題４. 思春期の健康課題について、起こりやすい問題行動には何があるか、また、不安
や悩みを解決するためにあなたはどうしますか。

英語

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4

世界史Ａ 2

１節　グローバル化とアメリカ合衆国（ｐ210～211）※下記課題はすべてノートに記入せ
よ。
第１問　教科書を写す。　第２問　グローバル化とはどのような現象であり、またどのよ
うな問題があるだろうか。身近な問題と照らし合わせて100文字以上で答えよ。　第３問　
アフガニスタン侵攻時のアメリカ大統領を答えよ。　第４問　ＴＰＰ加盟国が11か国ある
が、全て答えよ。
２節　地域統合の模索（ｐ212～213）
第１問　教科書を写す。　第２問　ＥＵの共通通貨は何か答えよ。　第３問　２０２０年
２月１日午前８時（日本時間）にＥＵから離脱した国はどこか答えよ。　第４問　教科書
ｐ212上の図にあるように、なぜ多くの国々は各地域において地域統合を目指すのか。５
０文字以上で答えよ。

数学 数学Ⅱ 3

クリアー数学Ⅱ＋Bを使用し数学Ⅱの復習をする。クリアー問題集のP４大問１～４、P８
大問２０～２２、P１０大問２８～３０、P１２大問３６～３７の問題をノートもしくは
ルーズリーフにやる。自力で解けた問題には○を、自力で解けなかったけど解答を見て理
解できた問題には△を、解答を見ても理解できない問題には×を、ノートもしくはルーズ
リーフの問題番号の横につけること。

3

教科書「詳説日本史Ｂ」ｐ、８～ｐ、１５　及び、図表資料集「新詳日本史」ｐ、２７～
ｐ、３３を参考にして、ワークブック「詳説日本史整理ノート」のｐ、４～ｐ、７の解答
を自分で調べ、直接ワークブックに記入しなさい。（答え合わせはしなくて良い）

地歴



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

文理進学理系 コース

科目 課題の内容

国語 現代文Ｂ 2

･漢字ドリルのP､7～10をノートに自力で取り組み、答え合わせをしなさい。
･教科書P､14～『最初のペンギン』について、
①「直観」「直感」「不条理」「いたずらに」「闊歩」の意味を答えなさい。
②P､14の4行目「有限の立場」とは、どういうものか。考えて説明しなさい。

科・学年・コース 普通 科 2 年

補助教材 Breakthrough Upgraded  The Keystone of English Grammar             平叙
文～感嘆文　pp.8  ～  13,   教科書pp.4  ～  7 を参照して、ノ－トに解答する。※解
答したら、その後、赤ペンで答え合わせをしておくこと。

地歴 世界史Ａ 2

１節　グローバル化とアメリカ合衆国（ｐ210～211）※下記課題はすべてノートに記入せ
よ。
第１問　教科書を写す。　第２問　グローバル化とはどのような現象であり、またどのよ
うな問題があるだろうか。身近な問題と照らし合わせて100文字以上で答えよ。　第３問　
アフガニスタン侵攻時のアメリカ大統領を答えよ。　第４問　ＴＰＰ加盟国が11か国ある
が、全て答えよ。
２節　地域統合の模索（ｐ212～213）
第１問　教科書を写す。　第２問　ＥＵの共通通貨は何か答えよ。　第３問　２０２０年
２月１日午前８時（日本時間）にＥＵから離脱した国はどこか答えよ。　第４問　教科書
ｐ212上の図にあるように、なぜ多くの国々は各地域において地域統合を目指すのか。５０
文字以上で答えよ。

数学

数学Ⅱ 5

教科書P6～P18をよく読む。例題を2回ノートに演習する。1回目はその範囲を例題を写しな
がら理解する。2回目は例題解答解説を見ずに解いてみる。解答解説見ずに完答できたら
〇、見ながらできたら△、解答解説を見ても理解できないときは×をそのノート解答のと
ころにつける。4プロセスP6～P13のA問題（＊つき）について上記と同様にして演習を行
う。ロイロノートで参考になる動画等を紹介するのでみておくこと。

数学Ｂ 2

・教科書P6～10　ベクトルの定義と演算をよく読み、練習1～4をノートに書いておいて下
さい。特に作図はしっかりと書いて下さい。
・問題集4プロセス数学Ⅱ+B　P120 No.1～P122 No.3までノートに書いて解答して下さい。
　授業用ノートと4プロセス用のノートは別にして提出できるようにしておいて下さい。

3

①教科書P6～7を読み、問1、問2をノートに解答する
②リードライトノートP2基礎チェック1～3をノートに解答する
③リードライトノートP105　1～5をノートに解答する
補足として、youtubeに授業動画を投稿します。Classiとロイロで限定公開のURLを配信す
るので、そちらから入ってください。

生物
（選択科目）

2

教科書p.12～21を読み，リードLightノートp.4～6の①，②の用語穴埋めとp.14～16の1～9
の問題の解答を直接書き込んでください。

物理
（選択科目）

2

英語

教科書第１章粒子の結合と結晶の構造P.6～23を熟読し、リードαP.86～87の第１章粒子の
結合と結晶の構造の記述・図をノートにすべて写しなさい。
リードαP.88の問題番号を書いてノートに問題演習を行いなさい。解答編を熟読して答え
合わせをしておくこと。

保健 1

【１．思春期と健康】教科書P64～65 ※ノート（B5サイズ）を準備し、ノートに解答して
ください。
課題１. 次の語句について、説明しなさい。【　思春期　　性ホルモン　　排卵　　月経　
　基礎体温　】
課題２. 思春期の女性の体の変化について説明しよう。また、この時期に気を付けなけれ
ばならないことは何か、それによって女性の体にどのような影響があるか説明しよう。
課題３. 思春期の男性の体の変化について説明しよう。
課題４. 思春期の健康課題について、起こりやすい問題行動には何があるか、また、不安
や悩みを解決するためにあなたはどうしますか。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4

教科書のLesson1 "Ambassador of World Peace P1～P3"を読み，B5ノートに

①教科書右ページの"📖Read&Answer"の各2問と，

②予習・復習ノートの問題をそれぞれパート数や問題番号等を明記した上で解答する。わ
からない単語については辞書を引くこと。(Part1～Part3まで)
③ターゲット1400のUnit36の単語を1単語につき最低10回ずつノートに練習して覚える。(Q
uizletも用意したので＋αでどうぞ♬)

理科

保健
体育

化学 2

①教科書P132とP133を読み、本文をノート写す。
②教科書P132とP133の内容にあった動画をユーチューブなどで探す。
③図３と図４をノートに写し、動画などを使って内容を同級生に説明できるようにする。

英語表現Ⅱ 3

物理基礎



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

文理進学文系 コース

科目 課題の内容

国語

現代文Ｂ 3

･漢字ドリルのP､7～12をノートに自力で取り組み、答え合わせをしなさい。
･教科書P､14～『最初のペンギン』について、
①「直観」「直感」「不条理」「いたずらに」「闊歩」の意味を答えなさい。
②P､14の4行目「有限の立場」とは、どういうものか。考えて説明しなさい。

古典Ｂ 2

科・学年・コース 普通 科 2 年

･P､12～「検非違使忠明のこと」の本文をノートに写す（縦書き、間は３行空ける）
･「作品名」「成立の時代」「古典三大説話集」を調べて答えなさい。
･「検非違使」「京童部」「御堂」「蔀」の読みを現代仮名遣いで答えなさい。
･「いさかひ」「立てこむ」「あまた」「しぶく」「やをら」「あさましがる」を現代語
訳しなさい。
･1行目「あり」「若かり」、6行目「ゐる」…これらの用言の活用の種類と活用形を答え
なさい。

地歴

世界史Ａ 2

１節　グローバル化とアメリカ合衆国（ｐ210～211）※下記課題はすべてノートに記入
せよ。
第１問　教科書を写す。　第２問　グローバル化とはどのような現象であり、またどの
ような問題があるだろうか。身近な問題と照らし合わせて100文字以上で答えよ。　第３
問　アフガニスタン侵攻時のアメリカ大統領を答えよ。　第４問　ＴＰＰ加盟国が11か
国あるが、全て答えよ。
２節　地域統合の模索（ｐ212～213）
第１問　教科書を写す。　第２問　ＥＵの共通通貨は何か答えよ。　第３問　２０２０
年２月１日午前８時（日本時間）にＥＵから離脱した国はどこか答えよ。　第４問　教
科書ｐ212上の図にあるように、なぜ多くの国々は各地域において地域統合を目指すの
か。５０文字以上で答えよ。

日本史Ｂ 3

教科書「詳説日本史Ｂ」ｐ、８～ｐ、１５及び、図表資料集「新詳日本史」ｐ、２７～
ｐ、ｐ、３３を参考にして、ワークブック「詳説日本史整理ノート」のｐ、４～ｐ、７
の解答を自分で調べ、直接ワークブックに記入しなさい。（答え合わせはしなくて良
い）

数学 数学Ⅱ 3

教科書P6～P12をよく読む。例題を2回ノートに演習する。1回目はその範囲を例題を写し
ながら理解する。2回目は例題解答解説を見ずに解いてみる。解答解説見ずに完答できた
ら〇、見ながらできたら△、解答解説を見ても理解できないときは×をその例題のとこ
ろにつける。クリアーP4～P5の問題A（＊つき）について上記と全く同様にして演習を行
う。ロイロノートで参考になる動画等を紹介するのでみておくこと。

理科

物理基礎 3

・ネオパルノート物理基礎（問題集）のｐ.1「物理を学習するにあたって」を取り組
み、直接書き込んでください。
・新物理基礎（教科書）のｐ.10～13を読み、問題集のｐ.4、5「等速直線運動と変位・
速度」の学習のまとめ、確認問題、練習問題に取り組み、直接書き込んでください。

生物 2

3

補助教材 Breakthrough Upgraded  The Keystone of English Grammar           平叙
文～感嘆文　pp.8  ～  13,   教科書pp.4  ～  7 を参照して、ノ－トに解答する。※
解答したら、その後、赤ペンで答え合わせをしておくこと。

教科書p.12～21を読み，リードLightノートp.4～6の①，②の用語穴埋めとp.14～16の1
～9の問題の解答を直接書き込んでください。

保健
体育

保健 1

【１．思春期と健康】教科書P64～65 ※ノート（B5サイズ）を準備し、ノートに解答し
てください。
課題１. 次の語句について、説明しなさい。【　思春期　　性ホルモン　　排卵　　月
経　　基礎体温　】
課題２. 思春期の女性の体の変化について説明しよう。また、この時期に気を付けなけ
ればならないことは何か、それによって女性の体にどのような影響があるか説明しよ
う。
課題３. 思春期の男性の体の変化について説明しよう。
課題４. 思春期の健康課題について、起こりやすい問題行動には何があるか、また、不
安や悩みを解決するためにあなたはどうしますか。

英語

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4

教科書のLesson1 "Ambassador of World Peace P1～P3"を読み，B5ノートに

①教科書右ページの"📖Read&Answer"の各2問と，

②予習・復習ノートの問題をそれぞれパート数や問題番号等を明記した上で解答する。
わからない単語については辞書を引くこと。(Part1～Part3まで)
③ターゲット1400のUnit36の単語を1単語につき最低10回ずつノートに練習して覚える。
(Quizletも用意したので＋αでどうぞ♬)

英語表現Ⅱ


