
教科 単位数

保健
体育

保健 1

【３．妊娠・出産と健康】教科書P68～69 ※	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。【　受精　　着床　　マタニティーブルー
母子健康手帳】課題２. 排卵→着床→受精→妊娠→出産→後産の流れについて説明しよ
う。
課題３．胎児を守る母体の健康維持のために、女性が気を付けなければならないことは何
か書きなさい。課題４．妊娠中や出産直後の女性が身近にいる場合,その健康のために家
族やまわりの人びとが配慮すべきことは何か書きなさい。課題５．母子保健サービスは地
域によって違いがあります。自分の住んでいる市や町で活用できるサービスを調べてみよ
う。

英語

今週の学習課題一覧

期間 4 月 27 日 ～ 5 月

古文：クイズレットURLをロイロノートに送ります。クイズレットを使って学習して下さ
い。

漢文：「漢文句法」P18～25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
４月２３日の登校日に指示した課題に取り組むこと。

英語表現Ⅱ 3

ノ－トに下記の範囲を解答し、答え合わせをしておくこと。補助教材　SteadySteps to
Writing (数研出版)PP.20 – 27  助動詞（1）～（2）

理科

物理基礎 3

①教科書P10～15を読み（発展除く）、問6、問7、問8、問11、問12をノートに解答する。
②リードαP4　基礎チェック4・5をノートに解答する。
③リードαP5～6　基本例題（♦を除く）1・2・3をノートに解答する。
④リードαP7～8　基本問題（♦を除く）3・4・5・8をノートに解答する。
【補足】youtubeに授業動画を投稿（Classiとロイロで限定公開のURLを配信）します。

化学 3

リードαP.8～11（基本問題は5～11番、応用問題は12～17（2）番まで応用例題3）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。解けないときは解説をすべて書き写しながら、理解に努めてくること。

数学

2

○P､14～『最初のペンギン』について、
･形式段落⑩～⑮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､17の5行目「不確実性の海」とは、何をたとえたものか、説明する。（ヒント：人にお
いて…）
･評論「最初のペンギン」で得た内容をこれからの人生にどう生かすか、自由に答える。
（１００字以上）
○漢字テキストP､15～16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P27の28行目～P31の11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　四国艦隊下関砲撃事件と薩英戦争の原因を説明しなさい。
　　Q.2　敵対視していた薩摩と長州が同盟を結ぶことができたのはなぜか、説明しなさ
い。
　　Q.3　幕末に「世直し一揆」や「ええじゃないか」などの動きがおこった理由を説明
しなさい。

数学Ⅱ 4

教科書P６２～P７２をよく読んで重要事項（言葉や意味、公式、考え方等）をノートもし
くはルーズリーフにまとめる。教科書の例や例題など解答解説が書いてある問題をやって
みる。解答解説見ずに解けたら〇、解答解説を見ながらできたら△、解答解説を見ても理
解できないときは×を問題番号の横に記入すること。教科書が終わったらサクシードを
使ってP４３、P４５、P４７の３５３番までのA問題に取り組む。

数学Ｂ 3

教科書P28～P33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P612～P617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

【課題番号】 0427

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

1 日

2020年4月27日
大同大学大同高等学校



教科 単位数

期間 4 月 27 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

～ 5 月 1 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⑩～⑮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､17の5行目「不確実性の海」とは、何をたとえたものか、説明する。（ヒント：人に
おいて…）
･評論「最初のペンギン」で得た内容をこれからの人生にどう生かすか、自由に答える。
（１００字以上）
○漢字テキストP､15～16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：クイズレットURLをロイロノートに送ります。クイズレットを使って学習して下さ
い。

漢文：「漢文句法」P18～25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。

①教科書「詳説日本史Ｂ」ｐ、２３～ｐ、２９及び、図表資料集「新詳日本史」ｐ、４
２～ｐ、４７を参考にして、ワークブック「詳説日本史整理ノート」のｐ、１２～ｐ、
１５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、８～ｐ、９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.32～の内容の動画のURLをロイロノート(資料箱)，classi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

【３．妊娠・出産と健康】教科書P68～69 ※	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。【　受精　　着床　　マタニティーブルー
母子健康手帳】課題２. 排卵→着床→受精→妊娠→出産→後産の流れについて説明しよ
う。課題３．胎児を守る母体の健康維持のために、女性が気を付けなければならないこ
とは何か書きなさい。課題４．妊娠中や出産直後の女性が身近にいる場合,その健康のた
めに家族やまわりの人びとが配慮すべきことは何か書きなさい。課題５．母子保健サー
ビスは地域によって違いがあります。自分の住んでいる市や町で活用できるサービスを
調べてみよう。

教科書P６２～P７２をよく読んで重要事項（言葉や意味、公式、考え方等）をノートも
しくはルーズリーフにまとめる。教科書の例や例題など解答解説が書いてある問題を
やってみる。解答解説見ずに解けたら〇、解答解説を見ながらできたら△、解答解説を
見ても理解できないときは×を問題番号の横に記入すること。教科書が終わったらサク
シードを使ってP４３、P４５、P４７の３５３番までのA問題に取り組む。

数学Ｂ 3

物理基礎 2

教科書P20～23を読んで、次の課題をノートに実施しましょう。
①等加速度直線運動の公式についてまとめましょう（P21参考）
②副教材P11～12を解きましょう。（直接書き込んでもよい）
③P22のグラフ一覧を参考に、副教材P13を解きましょう。（直接書き込んでもよい）

数学Ⅱ 4

教科書P28～P33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P612～P617の例題について上記と全く同様にして演習
を行う。

地歴

数学

理科

保健
体育

3

生物 3

日本史Ｂ 3

ノ－トに下記の範囲を解答し、答え合わせをしておくこと。補助教材　SteadySteps to
Writing (数研出版)PP.20 – 27  助動詞（1）～（2）

４月２３日の登校日に指示した課題に取り組むこと。

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

コース

【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

年

期間 4 月 27 日

国語

～ 5 月 1

大同大学進学理系

科目 課題の内容

現代文Ｂ 2

･漢字ドリルのP､15～16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､17の5行目「不確実性の海」とは何をたとえたものか、説明する。（ヒント：「人
間」にとって…）
②評論「最初のペンギン」で得た内容をこれからの人生にどう生かすか、自由に答え
る。（１００字以上）

日

科・学年・コース 普通 科 2

保健
体育

英語

英語表現Ⅱ

【３．妊娠・出産と健康】教科書P68～69 ※	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。【　受精　　着床　　マタニティーブルー　
　母子健康手帳】課題２. 排卵→着床→受精→妊娠→出産→後産の流れについて説明し
よう。課題３．胎児を守る母体の健康維持のために、女性が気を付けなければならない
ことは何か書きなさい。課題４．妊娠中や出産直後の女性が身近にいる場合,その健康の
ために家族やまわりの人びとが配慮すべきことは何か書きなさい。課題５．母子保健
サービスは地域によって違いがあります。自分の住んでいる市や町で活用できるサービ
スを調べてみよう。

5

補助教材 Breakthrough Upgraded   復習問題～時制 Won't you～?　pp.18  ～  21     
   教科書 pp.11  ～  19 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。

リードαP.89～91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。解けないときは解説をすべて書き写しながら、
理解に努めてくること。

保健 1

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4

教科書のLesson2 "Dogs as Human Companions 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Unit38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もどうぞ♬)
※課題はﾉｰﾄﾁｪｯｸという形をとりますので，B5ノートの表紙に"C英Ⅰ クラス/番号/名前"
を明記のこと。

化学 2

物理

3

2

①リードLightノートP58の要項「①基本的な性質」を写す。
②P59基礎CHECK 1、2の問題を写し、問題を解き、答え合わせをする。
 分からなかった問題は、解説を赤で記入し同級生に説明できるようにしておく。

地歴

数学

理科

教科書P３６～P４３をよく読んで重要事項（言葉や意味、公式、考え方等）をノートも
しくはルーズリーフにまとめる。教科書の例や例題など解答解説が書いてある問題を
やってみる。解答解説見ずに解けたら〇、解答解説を見ながらできたら△、解答解説を
見ても理解できないときは×を問題番号の横に記入すること。教科書が終わったら４プ
ロセスを使ってP２２～P２５のA問題に取り組む。新しい内容も試行錯誤しながらなんと
か解けるようチャレンジしよう。

数学Ｂ 2

第1週第2週の復習を行う。教科書P６～P18を再度よく読む。４プロセス問題集のP120～
P125　のA問題の復習を行う。△　×の問題を再度ノートに演習すること。同時にP120～
P125　のB問題(＊あり）の復習を行う。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P10～15を読み（発展除く）、問6、問7、問8、問11、問12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5　　P5基礎チェック2・3・4をノートに解答する。
③リードライトノートP3基本例題1　　P6～8基本例題2・3・4（♦を除く）をノートに解
答する。
④リードライトノートP4レッツトライ4　　P6～8レッツトライ（♦を除く）5～8をノート
に解答する。
【補足】youtubeに授業動画を投稿（Classiとロイロで限定公開のURLを配信）します。

世界史Ａ 2

①　教科書ｐ188～195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　第二次世界大戦後の北欧・南欧の状況について教科書を参考にまとめなさい。
Q.2　第二次世界大戦後の中国の国共内戦の経緯と、内戦後の国民党と共産党の状況をま
とめなさい。
Q.3　朝鮮戦争の経緯と結果を、支援した国を明らかにしながらまとめなさい。
Q.4　エジプト独立の中心人物であるナセルについて、資料集を参考にまとめなさい。

数学Ⅱ



教科 単位数

期間 4 月 27 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

～ 5 月 1 日

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、
①P､17の5行目「不確実性の海」とは何をたとえたものか、説明する。（ヒント：「人
間」にとって…）
②評論「最初のペンギン」で得た内容をこれからの人生にどう生かすか、自由に答え
る。（１００字以上）

科・学年・コース 普通 科 2 年

古典Ｂ 2

･P､20～「応長のころ、伊勢の国より」の本文をノートに写す（縦書き、間は３行空け
る）
･「作品名」「作者」「成立の時代」「古典三大随筆（作品名と作者）」を調べて答えな
さい。
･「率て」「西園寺」「虚言」「上下」「安居院」「御桟敷」「闘諍」の読みを現代仮名
遣いで答えなさい。
･「日ごと」「虚言」「まかる」「ののしる」「さらに…（打消）」「おほかた…（打
消）」「闘諍」
 「おしなべて」「わづらふ」「しるし」を現代語訳しなさい。
･人々は何と言って騒ぎ合っているか。本文中から三箇所抜き出しなさい。

国語

日本史Ｂ

保健
体育

保健 1

【３．妊娠・出産と健康】教科書P68～69 ※	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。【　受精　　着床　　マタニティーブルー　
　母子健康手帳】課題２. 排卵→着床→受精→妊娠→出産→後産の流れについて説明し
よう。課題３．胎児を守る母体の健康維持のために、女性が気を付けなければならない
ことは何か書きなさい。課題４．妊娠中や出産直後の女性が身近にいる場合,その健康の
ために家族やまわりの人びとが配慮すべきことは何か書きなさい。課題５．母子保健
サービスは地域によって違いがあります。自分の住んでいる市や町で活用できるサービ
スを調べてみよう。

英語

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4

教科書のLesson2 "Dogs as Human Companions 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Unit38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もどうぞ♬)
※課題はﾉｰﾄﾁｪｯｸという形をとりますので，B5ノートの表紙に"C英Ⅰ クラス/番号/名前"
を明記のこと。

英語表現Ⅱ 3

補助教材 Breakthrough Upgraded   復習問題～時制 Won't you～?　pp.18  ～  21     
   教科書 pp.11  ～  19 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。

理科

物理基礎 3

・教科書のｐ.18～21をよく読み、問題集のｐ.8、9「加速度と等加速度直線動」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。
・問題集ｐ.10、11はこれまで家庭学習内で行った内容になります。これまで行ったこと
を振り返り、演習問題に取り組み、直接書き込んでください。

生物 2
教科書P28～P35を読み、リ－ドライトノ－トP8～P9の⓸細胞の構造の穴埋めと、P18～
P19の14～19の問題の解答を直接書き込んでください。

数学 数学Ⅱ 3

教科書P３６～P４０をよく読んで重要事項（言葉や意味、公式、考え方等）をノートも
しくはルーズリーフにまとめる。教科書の例や例題など解答解説が書いてある問題を
やってみる。解答解説見ずに解けたら〇、解答解説を見ながらできたら△、解答解説を
見ても理解できないときは×を問題番号の横に記入すること。教科書が終わったらクリ
アーを使ってP２２大問７６～８２に取り組む。新しい内容も思考錯誤しながらなんとか
解けるようにチャレンジしよう。

3

教科書「詳説日本史Ｂ」ｐ、２３～ｐ、２９及び、図表資料集「新詳日本史」ｐ、４２
～ｐ、４７を参考にして、ワークブック「詳説日本史整理ノート」のｐ、１２～ｐ、１
５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

①　教科書ｐ188～195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　第二次世界大戦後の北欧・南欧の状況について教科書を参考にまとめなさい。
Q.2　第二次世界大戦後の中国の国共内戦の経緯と、内戦後の国民党と共産党の状況をま
とめなさい。
Q.3　朝鮮戦争の経緯と結果を、支援した国を明らかにしながらまとめなさい。
Q.4　エジプト独立の中心人物であるナセルについて、資料集を参考にまとめなさい。

世界史Ａ 2



教科 単位数

期間 4 月 27 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

～ 5 月 1 日

国語 現代文Ｂ 2

･漢字ドリルのP､15～16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､17の5行目「不確実性の海」とは何をたとえたものか、説明する。（ヒント：「人
間」にとって…）
②評論「最初のペンギン」で得た内容をこれからの人生にどう生かすか、自由に答え
る。（１００字以上）

科・学年・コース 普通 科 2 年

①教科書P10～15を読み（発展除く）、問6、問7、問8、問11、問12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5　　P5基礎チェック2・3・4をノートに解答する。
③リードライトノートP3基本例題1　　P6～8基本例題2・3・4（♦を除く）をノートに解
答する。
④リードライトノートP4レッツトライ4　　P6～8レッツトライ（♦を除く）5～8をノート
に解答する。
【補足】youtubeに授業動画を投稿（Classiとロイロで限定公開のURLを配信）します。

生物
（選択科目）

文理進学理系 コース

科目 課題の内容

地歴 世界史Ａ 2

①　教科書ｐ188～195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　第二次世界大戦後の北欧・南欧の状況について教科書を参考にまとめなさい。
Q.2　第二次世界大戦後の中国の国共内戦の経緯と、内戦後の国民党と共産党の状況をま
とめなさい。
Q.3　朝鮮戦争の経緯と結果を、支援した国を明らかにしながらまとめなさい。
Q.4　エジプト独立の中心人物であるナセルについて、資料集を参考にまとめなさい。

数学

数学Ⅱ 5

教科書P28～P33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P612～P617の例題について上記と全く同様にして演習
を行う。

数学Ｂ 2

・教科書P13～17　ベクトルの平行条件・分解・成分をよく読み、練習9～12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 No6～P122 No.11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。

英語

リードαP.89～91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。解けないときは解説をすべて書き写しながら、
理解に努めてくること。

保健 1

【３．妊娠・出産と健康】教科書P68～69 ※	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。【　受精　　着床　　マタニティーブルー　
　母子健康手帳】課題２. 排卵→着床→受精→妊娠→出産→後産の流れについて説明し
よう。課題３．胎児を守る母体の健康維持のために、女性が気を付けなければならない
ことは何か書きなさい。課題４．妊娠中や出産直後の女性が身近にいる場合,その健康の
ために家族やまわりの人びとが配慮すべきことは何か書きなさい。課題５．母子保健
サービスは地域によって違いがあります。自分の住んでいる市や町で活用できるサービ
スを調べてみよう。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4

教科書のLesson2 "Dogs as Human Companions 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Unit38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もどうぞ♬)
※課題はﾉｰﾄﾁｪｯｸという形をとりますので，B5ノートの表紙に"C英Ⅰ クラス/番号/名前"
を明記のこと。

理科

保健
体育

化学 2

①リードLightノートP58の要項「①基本的な性質」を写す。
②P59基礎CHECK 1、2の問題を写し、問題を解き、答え合わせをする。
 分からなかった問題は、解説を赤で記入し同級生に説明できるようにしておく。

補助教材 Breakthrough Upgraded   復習問題～時制 Won't you～?　pp.18  ～  21     
   教科書 pp.11  ～  19 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P28～P35を読み、リ－ドライトノ－トP8～P9の⓸細胞の構造の穴埋めと、P18～
P19の14～19の問題の解答を直接書き込んでください。

3

英語表現Ⅱ 3

物理基礎

2

物理
（選択科目）

2



教科 単位数

期間 4 月 27 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

～ 5 月 1 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、
①P､17の5行目「不確実性の海」とは何をたとえたものか、説明する。（ヒント：「人
間」にとって…）
②評論「最初のペンギン」で得た内容をこれからの人生にどう生かすか、自由に答え
る。（１００字以上）

古典Ｂ 2

科・学年・コース 普通 科 2 年

･P､20～「応長のころ、伊勢の国より」の本文をノートに写す（縦書き、間は３行空け
る）
･「作品名」「作者」「成立の時代」「古典三大随筆（作品名と作者）」を調べて答えな
さい。
･「率て」「西園寺」「虚言」「上下」「安居院」「御桟敷」「闘諍」の読みを現代仮名
遣いで答えなさい。
･「日ごと」「虚言」「まかる」「ののしる」「さらに…（打消）」「おほかた…（打
消）」「闘諍」
 「おしなべて」「わづらふ」「しるし」を現代語訳しなさい。
･人々は何と言って騒ぎ合っているか。本文中から三箇所抜き出しなさい。

地歴

世界史Ａ 2

①　教科書ｐ188～195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　第二次世界大戦後の北欧・南欧の状況について教科書を参考にまとめなさい。
Q.2　第二次世界大戦後の中国の国共内戦の経緯と、内戦後の国民党と共産党の状況をま
とめなさい。
Q.3　朝鮮戦争の経緯と結果を、支援した国を明らかにしながらまとめなさい。
Q.4　エジプト独立の中心人物であるナセルについて、資料集を参考にまとめなさい。

日本史Ｂ 3

教科書「詳説日本史Ｂ」ｐ、２３～ｐ、２９及び、図表資料集「新詳日本史」ｐ、４２
～ｐ、４７を参考にして、ワークブック「詳説日本史整理ノート」のｐ、１２～ｐ、１
５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P19～P21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P12～P13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.18～21をよく読み、問題集のｐ.8、9「加速度と等加速度直線動」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。
・問題集ｐ.10、11はこれまで家庭学習内で行った内容になります。これまで行ったこと
を振り返り、演習問題に取り組み、直接書き込んでください。

生物 2

3

教科書P28～P35を読み、リ－ドライトノ－トP8～P9の⓸細胞の構造の穴埋めと、P18～
P19の14～19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

【３．妊娠・出産と健康】教科書P68～69 ※	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。【　受精　　着床　　マタニティーブルー　
　母子健康手帳】課題２. 排卵→着床→受精→妊娠→出産→後産の流れについて説明し
よう。課題３．胎児を守る母体の健康維持のために、女性が気を付けなければならない
ことは何か書きなさい。課題４．妊娠中や出産直後の女性が身近にいる場合,その健康の
ために家族やまわりの人びとが配慮すべきことは何か書きなさい。課題５．母子保健
サービスは地域によって違いがあります。自分の住んでいる市や町で活用できるサービ
スを調べてみよう。

英語

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

4

教科書のLesson2 "Dogs as Human Companions 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Unit38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もどうぞ♬)
※課題はﾉｰﾄﾁｪｯｸという形をとりますので，B5ノートの表紙に"C英Ⅰ クラス/番号/名前"
を明記のこと。

英語表現Ⅱ

補助教材 Breakthrough Upgraded   復習問題～時制 Won't you～?　pp.18  ～  21     
   教科書 pp.11  ～  19 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。


