
教科 単位数

【課題番号】 0420

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

24 日

2020年4月20日
大同大学大同高等学校

数学

2

○P､14～『最初のペンギン』について、
･形式段落⑤～⑨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）
･P､16の14行目「避けることのできない不確実性」とは、ここでは具体的にどういうこと
か。説明する。
･「最初のペンギン」とはどのような人か、抜き出す。また思い浮かべる人物を、理由も
含めて紹介する。
○漢字テキストP､11～14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P23の19行目～P27の27行目まで書き写すこと。
②　以下の問題をノートに解くこと。
　　Q.1　教科書P24のグラフをみて、貿易が日本にもたらしたメリット・デメリットを
説明しなさい。
　　Q.2　尊王攘夷論はどのような考えか説明しなさい。
　　Q.3　老中安藤信正がおこなった公武合体政策とは何か。また、幕府は具体的に何を
おこなったか、それぞれ説明しなさい。

数学Ⅱ 4

FocusGoldⅡ＋Bを使用し数学Ⅱの復習をする。第２章の※※までの例題17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2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P19～P25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P589～P594の例題について上記と全く同様にして演習
を行う。

古典Ｂ

国語

4

理科

物理基礎 3

①教科書P8～10を読み、問3、問4、問5をノートに解答する
②リードαP7　基本問題1～2をノートに解答する
③リードαP4　基礎チェック3をノートに解答する
【補足】
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.24、25、27～31を熟読し、P.24、25、27、31の
記述・図をノートにすべて写しなさい。（P.25の図の22、 P.27の図の23・24は除外）例
題と類題、演習問題を自分なりに解きなさい。P.452の答えを使って答え合わせをしなさ
い。

古文：Ｐ２２～Ｐ２３の４行目までを前週課題のようにノートに予習すること。

漢文：「漢文句法」P12～17をやって下さい。ワークに直接書き込んでもOKです。
　　　答え合わせも行い、間違えた所は赤で訂正して下さい。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4

配布したテキスト「Treasure Hunt３」を９課から毎日１課ずつ進めること。
＊２３日の登校日に前回の課題を提出すること。

英語表現Ⅱ 3

補助教材　SteadySteps to Writing (数研出版)　ノ－トに下記の範囲を解答し、答え合
わせをしておくこと。PP.12 – 19  時制（2）～（3）

今週の学習課題一覧

期間 4 月 20 日 ～ 4 月

保健
体育

保健 1

【２．性への関心・欲求と性行動】教科書P66～67　※	次の課題について、全てノートに
書きなさい。
課題１. 次の語句について、説明しなさい。【　セクシュアル・ハラスメント　　ス
トーカー行為　】
課題２. 性意識の男女差について説明しよう。
課題３. 異性の気持ちを尊重しないとどうなってしまうのか、まとめよう。また、トラ
ブルを防止するためにはどうすればよいかまとめよう。
課題４.誤った情報を信じてしまうとどうなってしまうのか、まとめよう。また、自分自
身が性行動を選択するときに気を付けなければならないことを書いてみよう。

英語



教科 単位数

補助教材　SteadySteps to Writing (数研出版)　ノ－トに下記の範囲を解答し、答え合
わせをしておくこと。PP.12 – 19  時制（2）～（3）

配布したテキスト「Treasure Hunt３」を９課から毎日１課ずつ進めること。
＊２３日の登校日に前回の課題を提出すること。

英語

英語表現Ⅱ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4

地歴

数学

理科

保健
体育

3

生物 3

日本史Ｂ 3

①教科書「詳説日本史Ｂ」ｐ、１５～ｐ、２２及び、図表資料集「新詳日本史」ｐ、３
４～ｐ、ｐ、４１を参考にして、ワークブック「詳説日本史整理ノート」のｐ、８～
ｐ、１１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、６～ｐ、７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.22～31の内容の動画のURLをロイロノート(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

【２．性への関心・欲求と性行動】教科書P66～67　※	次の課題について、全てノートに
書きなさい。
課題１. 次の語句について、説明しなさい。【　セクシュアル・ハラスメント　　ス
トーカー行為　】
課題２. 性意識の男女差について説明しよう。
課題３. 異性の気持ちを尊重しないとどうなってしまうのか、まとめよう。また、トラ
ブルを防止するためにはどうすればよいかまとめよう。
課題４.誤った情報を信じてしまうとどうなってしまうのか、まとめよう。また、自分自
身が性行動を選択するときに気を付けなければならないことを書いてみよう。

FocusGoldⅡ＋Bを使用し数学Ⅱの復習をする。第２章の※※までの例題17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2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P12～14（発展は対象外）、17～19を読んで、次の課題をノートに実施しましょ
う。
①速度の合成についてまとめましょう
②相対速度についてまとめましょう
③加速度についてまとめましょう
④副教材リードLightノートP5～10の問題を解きましょう。（直接書き込んでもよい）た
だし、◇は対象外

数学Ⅱ 4

教科書P19～P25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P589～P594の例題について上記と全く同様にして演習
を行う。

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⑤～⑨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）
･P､16の14行目「避けることのできない不確実性」とは、ここでは具体的にどういうこと
か。説明する。
･「最初のペンギン」とはどのような人か、抜き出す。また思い浮かべる人物を、理由も
含めて紹介する。
○漢字テキストP､11～14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：Ｐ２２～Ｐ２３の４行目までを前週課題のようにノートに予習すること。

漢文：「漢文句法」P12～17をやって下さい。ワークに直接書き込んでもOKです。
　　　答え合わせも行い、間違えた所は赤で訂正して下さい。

～ 4 月 24 日

【課題番号】 0420 2020年4月20日
大同大学大同高等学校

今週の学習課題一覧

期間 4 月 20 日



教科 単位数

【課題番号】 0420 2020年4月20日
大同大学大同高等学校

今週の学習課題一覧

日

科・学年・コース 普通 科 2 年

期間 4 月 20 日

国語

～ 4 月 24

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P11～14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、
①P､16の14行目「避けることのできない不確実性」とは、ここでは具体的にどういうこと
か。「ペンギンは…」の書き出しで説明しなさい。
②「最初のペンギン」とはどのような人か、本文から抜き出しなさい。また、「最初のペ
ンギン」と聞いてあなたが思い浮かべる人物を、理由も含めて挙げなさい。（１００字以
上）

※下記課題はすべてノートに記入せよ。
課題①　教科書を写す。（ｐ214～217、ｐ184～187）　課題②　アメリカ合衆国が中東地
域への直接的な軍事介入は冷戦期には見られなかった理由を教科書から探し、簡潔に述べ
よ（資料集等を活用すること）。　課題③　ＡＰＥＣに加盟している21の国と地域を全て
答えよ。　課題④　第二次世界大戦中には協力関係にあった米ソ両国がなぜ戦後に東西冷
戦へと突入したのか、資料集等を参考にして５０文字以上で論述せよ。　課題⑤　教科書
ｐ186の上の図②国際連合の機構を丁寧にノートへ写すこと。

数学Ⅱ

保健
体育

英語

英語表現Ⅱ

【２．性への関心・欲求と性行動】教科書P66～67　※	次の課題について、全てノートに
書きなさい。
課題１. 次の語句について、説明しなさい。【　セクシュアル・ハラスメント　　ストー
カー行為　】
課題２. 性意識の男女差について説明しよう。
課題３. 異性の気持ちを尊重しないとどうなってしまうのか、まとめよう。また、トラブ
ルを防止するためにはどうすればよいかまとめよう。
課題４.誤った情報を信じてしまうとどうなってしまうのか、まとめよう。また、自分自
身が性行動を選択するときに気を付けなければならないことを書いてみよう。

補助教材 Breakthrough Upgraded   自動詞～There is 構文　pp.14  ～  18
教科書pp.4  ～  7 を参照して、ノートに解答する。
※解答したら、その後、赤ペンで答え合わせをする。

教科書第１章粒子の結合と結晶の構造P.24、25、27、30を熟読し、P.24、25、27、31の記
述・図をノートにすべて写しなさい。（P.25の図の22、 P.27の図の23・24は除外）例題
と類題、演習問題を自分なりに解きなさい。P.452の答えを使って答え合わせをしなさ
い。

保健 1

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4

①教科書P12 Reviewの穴埋め（本文を参考に）を( )内だけでなく全文ノートに書く。／
P13 Challenge!自分が今までに行った場所を紹介するように下線部をかえて全文をノート
に書く。
②①の課題と同じくらいの分量で，"Tell me your best cherry bloosom ever. Where is
it? Why do you think it is the best?"についてノートに英作文する。
③ターゲット1400のUnit37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もやろう)
④①の課題と同じくらいの分量で，"What do you want to do first when this
situation chenges better?"についてノートに英作文する。

化学 2

物理

3

2

①教科書P134とP135を読み、本文をノート写す。
②教科書P134問1、問2をノートに写し解答し教科書P432略解で答え合わせする。
②教科書P134とP135の内容にあった動画をユーチューブなどで探す。
③図５～図８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～P１３まで
のB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P13～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プロセス問題集のP121  6番～P125　のA問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。

物理基礎 3

①教科書P8～10を読み、問3、問4、問5をノートに解答する
②リードライトノートP3～4　1～3をノートに解答する
③リードライトノートP2基礎チェック4をノートに解答する
【補足】
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 単位数

※下記課題はすべてノートに記入せよ。
課題①　教科書を写す。（ｐ214～217、ｐ184～187）　課題②　アメリカ合衆国が中東地
域への直接的な軍事介入は冷戦期には見られなかった理由を教科書から探し、簡潔に述べ
よ（資料集等を活用すること）。　課題③　ＡＰＥＣに加盟している21の国と地域を全て
答えよ。　課題④　第二次世界大戦中には協力関係にあった米ソ両国がなぜ戦後に東西冷
戦へと突入したのか、資料集等を参考にして５０文字以上で論述せよ。　課題⑤　教科書
ｐ186の上の図②国際連合の機構を丁寧にノートへ写すこと。

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５、P５大問
１１、P８大問２３、P１０大問３１、P１２大問３８、P１４大問４４～４６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、１５～ｐ、２２及び、図表資料集「新詳日本史」ｐ、３４～
ｐ、ｐ、４１を参考にして、ワークブック「詳説日本史整理ノート」のｐ、８～ｐ、１１
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

英語

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4

世界史Ａ 2

･P､12～「検非違使忠明のこと」について、
･2行目「し」、6行目「往に」7行目「見」「なく」
→これらの用言の活用の種類・活用形を答えなさい。
･1行目「けり」、3行目「ん」、4行目「たれ」、7行目「べき」、8行目「に」
→これらの助動詞の意味と活用形を答えなさい。
･「忠明はどのように「躍り落つ」たのか。本文の記述を参考にイラストを描いて説明し
なさい。

国語

日本史Ｂ

3

理科

物理基礎 3

・教科書のｐ.14～17をよく読み、問題集のｐ.6、7「速度の合成相対速度」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。
・教科書のｐ.18～21をよく読み予習してください。ｐ.21の例題２の計算問題もしっかり
と読み、指針や解などで公式の使い方を確認してください。

生物 2

教科書p.22～27を読み，リードLightノートP.6～7の③酵素のはたらきの用語穴埋めとP16
～17の9～13の問題の解答を直接書き込んでください。

補助教材 Breakthrough Upgraded   自動詞～There is 構文　pp.14  ～  18
教科書pp.4  ～  7 を参照して、ノートに解答する。
※解答したら、その後、赤ペンで答え合わせをする。

保健
体育

保健 1

【２．性への関心・欲求と性行動】教科書P66～67　※	次の課題について、全てノートに
書きなさい。
課題１. 次の語句について、説明しなさい。【　セクシュアル・ハラスメント　　ストー
カー行為　】
課題２. 性意識の男女差について説明しよう。
課題３. 異性の気持ちを尊重しないとどうなってしまうのか、まとめよう。また、トラブ
ルを防止するためにはどうすればよいかまとめよう。
課題４.誤った情報を信じてしまうとどうなってしまうのか、まとめよう。また、自分自
身が性行動を選択するときに気を付けなければならないことを書いてみよう。

①教科書P12 Reviewの穴埋め（本文を参考に）を( )内だけでなく全文ノートに書く。／
P13 Challenge!自分が今までに行った場所を紹介するように下線部をかえて全文をノート
に書く。
②①の課題と同じくらいの分量で，"Tell me your best cherry bloosom ever. Where is
it? Why do you think it is the best?"についてノートに英作文する。
③ターゲット1400のUnit37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もやってほしいです;_;)
④①の課題と同じくらいの分量で，"What do you want to do first when this
situation chenges better?"についてノートに英作文する。

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P13～16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、
①P､16の14行目「避けることのできない不確実性」とは、ここでは具体的にどういうこと
　か。「ペンギンは…」の書き出しで説明しなさい。
②「最初のペンギン」とはどのような人か、本文から抜き出しなさい。
③「最初のペンギン」と聞いてあなたが思い浮かべる人物を、理由も含めて挙げなさい。
（１００字以上）

科・学年・コース 普通 科 2 年

古典Ｂ 2

～ 4 月 24 日

【課題番号】 0420 2020年4月20日
大同大学大同高等学校

今週の学習課題一覧

期間 4 月 20 日



教科 単位数

補助教材 Breakthrough Upgraded   自動詞～There is 構文　pp.14  ～  18
教科書pp.4  ～  7 を参照して、ノートに解答する。
※解答したら、その後、赤ペンで答え合わせをする。

①教科書P8～10を読み、問3、問4、問5をノートに解答する
②リードライトノートP3～4　1～3をノートに解答する
③リードライトノートP2基礎チェック4をノートに解答する
【補足】
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。

①教科書P134とP135を読み、本文をノート写す。
②教科書P134問1、問2をノートに写し解答し教科書P432略解で答え合わせする。
②教科書P134とP135の内容にあった動画をユーチューブなどで探す。
③図５～図８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。

教科書p.22～27を読み，リードLightノートP.6～7の③酵素のはたらきの用語穴埋めとP16
～17の9～13の問題の解答を直接書き込んでください。

英語

教科書第１章粒子の結合と結晶の構造P.24、25、27、30を熟読し、P.24、25、27、31の記
述・図をノートにすべて写しなさい。（P.25の図の22、 P.27の図の23・24は除外）例題
と類題、演習問題を自分なりに解きなさい。P.452の答えを使って答え合わせをしなさ
い。

保健 1

【２．性への関心・欲求と性行動】教科書P66～67　※	次の課題について、全てノートに
書きなさい。
課題１. 次の語句について、説明しなさい。【　セクシュアル・ハラスメント　　ストー
カー行為　】
課題２. 性意識の男女差について説明しよう。
課題３. 異性の気持ちを尊重しないとどうなってしまうのか、まとめよう。また、トラブ
ルを防止するためにはどうすればよいかまとめよう。
課題４.誤った情報を信じてしまうとどうなってしまうのか、まとめよう。また、自分自
身が性行動を選択するときに気を付けなければならないことを書いてみよう。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4

①教科書P12 Reviewの穴埋め（本文を参考に）を( )内だけでなく全文ノートに書く。／
P13 Challenge!自分が今までに行った場所を紹介するように下線部をかえて全文をノート
に書く。
②①の課題と同じくらいの分量で，"Tell me your best cherry bloosom ever. Where is
it? Why do you think it is the best?"についてノートに英作文する。
③ターゲット1400のUnit37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もやろう)
④①の課題と同じくらいの分量で，"What do you want to do first when this
situation chenges better?"についてノートに英作文する。

理科

保健
体育

化学 2

英語表現Ⅱ 3

物理基礎 3

生物
（選択科目）

2

物理
（選択科目）

2

地歴 世界史Ａ 2

※下記課題はすべてノートに記入せよ。
課題①　教科書を写す。（ｐ214～217、ｐ184～187）　課題②　アメリカ合衆国が中東地
域への直接的な軍事介入は冷戦期には見られなかった理由を教科書から探し、簡潔に述べ
よ（資料集等を活用すること）。　課題③　ＡＰＥＣに加盟している21の国と地域を全て
答えよ。　課題④　第二次世界大戦中には協力関係にあった米ソ両国がなぜ戦後に東西冷
戦へと突入したのか、資料集等を参考にして５０文字以上で論述せよ。　課題⑤　教科書
ｐ186の上の図②国際連合の機構を丁寧にノートへ写すこと。

数学

数学Ⅱ 5

数学Ｂ 2

・教科書P10～12　ベクトルの減法・実数倍・計算をよく読み、練習5～8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　P121　No.5を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。

教科書P19～P31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P13～P19のA問題（＊つき）について上記と同様にして演習を
行う。

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P11～14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、
①P､16の14行目「避けることのできない不確実性」とは、ここでは具体的にどういうこと
か。「ペンギンは…」の書き出しで説明しなさい。
②「最初のペンギン」とはどのような人か、本文から抜き出しなさい。また、「最初のペ
ンギン」と聞いてあなたが思い浮かべる人物を、理由も含めて挙げなさい。（１００字以
上）

科・学年・コース 普通 科 2 年

～ 4 月 24 日

【課題番号】 0420 2020年4月20日
大同大学大同高等学校

今週の学習課題一覧

期間 4 月 20 日



教科 単位数

3

補助教材 Breakthrough Upgraded   自動詞～There is 構文　pp.14  ～  18
教科書pp.4  ～  7 を参照して、ノートに解答する。
※解答したら、その後、赤ペンで答え合わせをする。

保健
体育

保健 1

【２．性への関心・欲求と性行動】教科書P66～67　※	次の課題について、全てノートに
書きなさい。
課題１. 次の語句について、説明しなさい。【　セクシュアル・ハラスメント　　ストー
カー行為　】
課題２. 性意識の男女差について説明しよう。
課題３. 異性の気持ちを尊重しないとどうなってしまうのか、まとめよう。また、トラブ
ルを防止するためにはどうすればよいかまとめよう。
課題４.誤った情報を信じてしまうとどうなってしまうのか、まとめよう。また、自分自
身が性行動を選択するときに気を付けなければならないことを書いてみよう。

英語

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4

①教科書P12 Reviewの穴埋め（本文を参考に）を( )内だけでなく全文ノートに書く。／
P13 Challenge!自分が今までに行った場所を紹介するように下線部をかえて全文をノート
に書く。
②①の課題と同じくらいの分量で，"Tell me your best cherry bloosom ever. Where is
it? Why do you think it is the best?"についてノートに英作文する。
③ターゲット1400のUnit37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もやろう)
④①の課題と同じくらいの分量で，"What do you want to do first when this
situation chenges better?"についてノートに英作文する。

英語表現Ⅱ

数学 数学Ⅱ 3

教科書P13～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×をその例題のところ
につける。クリアーP8～P11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。

理科

物理基礎 3

・教科書のｐ.14～17をよく読み、問題集のｐ.6、7「速度の合成相対速度」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。
・教科書のｐ.18～21をよく読み予習してください。ｐ.21の例題２の計算問題もしっかり
と読み、指針や解などで公式の使い方を確認してください。

生物 2

教科書p.22～27を読み，リードLightノートP.6～7の③酵素のはたらきの用語穴埋めとP16
～17の9～13の問題の解答を直接書き込んでください。

地歴

世界史Ａ 2

※下記課題はすべてノートに記入せよ。
課題①　教科書を写す。（ｐ214～217、ｐ184～187）　課題②　アメリカ合衆国が中東地
域への直接的な軍事介入は冷戦期には見られなかった理由を教科書から探し、簡潔に述べ
よ（資料集等を活用すること）。　課題③　ＡＰＥＣに加盟している21の国と地域を全て
答えよ。　課題④　第二次世界大戦中には協力関係にあった米ソ両国がなぜ戦後に東西冷
戦へと突入したのか、資料集等を参考にして５０文字以上で論述せよ。　課題⑤　教科書
ｐ186の上の図②国際連合の機構を丁寧にノートへ写すこと。

日本史Ｂ 3

教科書「詳説日本史Ｂ」ｐ、１５～ｐ、２２及び、図表資料集「新詳日本史」ｐ、３４～
ｐ、ｐ、４１を参考にして、ワークブック「詳説日本史整理ノート」のｐ、８～ｐ、１１
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）

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P13～16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、
①P､16の14行目「避けることのできない不確実性」とは、ここでは具体的にどういうこと
　か。「ペンギンは…」の書き出しで説明しなさい。
②「最初のペンギン」とはどのような人か、本文から抜き出しなさい。
③「最初のペンギン」と聞いてあなたが思い浮かべる人物を、理由も含めて挙げなさい。
（１００字以上）

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」について、
･2行目「し」、6行目「往に」7行目「見」「なく」
→これらの用言の活用の種類・活用形を答えなさい。
･1行目「けり」、3行目「ん」、4行目「たれ」、7行目「べき」、8行目「に」
→これらの助動詞の意味と活用形を答えなさい。
･「忠明はどのように「躍り落つ」たのか。本文の記述を参考にイラストを描いて説明し
なさい。

～ 4 月 24 日

【課題番号】 0420 2020年4月20日
大同大学大同高等学校

今週の学習課題一覧

期間 4 月 20 日


