
4.27～5.6臨時休校延長期間の追加課題一覧 

３年生 国際コース 

 

〇課題配信日および配信時間 

 4/27（月） 4/30（木） 5/2（土） 5/4（月） 

国語・英語 8:30 13:00 8:30 13:00 

 

 

〇連絡 

・ スマートフォンを利用する場合、使用量に応じて料金が高額になることもあります。現在、携帯電話会社大手３社

（NTT ドコモ、au、ソフトバンク）を中心に、25 歳以下の契約者に対して無料での追加データ通信利用を提供していま

すので、当面の方法としてご検討ください。各自でのお手続きやご確認をお願いいたします。 

 

・ 奨学金、各種模試の申し込みについてのお知らせを Classiで随時配信しています。毎日チェックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科・科目 内容 
Classiによる動画やPDFの配信日 

4/27 4/30 5/2 5/4 

国語 現代文 「高２の総復習現代文①」を視聴する。 ○    

「高２の総復習現代文②」を視聴する。  ○   

英語 コミュニケーショ

ン英語Ⅲ 

英単語／英熟語／会話表現 

＊動画を視聴し、動画付属の練習問題も解くこと（以下も同様） 
○    

リスニングスキル（内容把握・話者の応答・主旨・場面理解） 

発音アクセント 
 ○   

主旨理解／会話の主旨・場面理解／会話の内容把握／ 

表現力(英訳） 
  ○  

内容把握／接続語句の理解    ○ 

社会 世界史Ｂ 教科書Ｐ154～169までをよく読んで要点をノートにまとめる。 

※単に文章にまとめるだけでなく、地図や表、図形なども入れて

まとめる。資料集の関連するページを利用するのもよい。この課

題は前期中間の評価に含むので丁寧に取り組むこと。 

    

宗教 以下の聖書の物語を読んでください。下記のWebサイトで読むこともできます。授業内で物語の要約やまとめ

をかいていただきます。 

① マルコによる福音書４章 3～9節（種を蒔く人のたとえ話）  

http://www.yoyoue.jpn.org/bible/mar.htm   (04:03～04:09) 

② マタイによる福音書 25章 31～46節（最後の審判）  

http://www.yoyoue.jpn.org/bible/mar.htm   (25:31～25:46) 

http://www.yoyoue.jpn.org/bible/mar.htm
http://www.yoyoue.jpn.org/bible/mar.htm


4.27～5.6臨時休校延長期間の追加課題一覧 

３年生 特別進学コース 

〇課題配信日および配信時間 
 4/27（月） 4/30（木） 5/2（土） 5/4（月） 

数学・英語 8:30 13:00 8:30 13:00 

社会 13:00 8:30 13:00 8:30 

 

〇連絡 
・ スマートフォンを利用する場合、使用量に応じて料金が高額になることもあります。現在、携帯電話会社大手３社

（NTT ドコモ、au、ソフトバンク）を中心に、25 歳以下の契約者に対して無料での追加データ通信利用を提供していま

すので、当面の方法としてご検討ください。各自でのお手続きやご確認をお願いいたします。 

・ 奨学金、各種模試の申し込みについてのお知らせを Classiで随時配信しています。毎日チェックしてください。 

教科・科目 内容 
Classiによる動画やPDFの配信日 

4/27 4/30 5/2 5/4 

国語 古典Ｂ 漢文Ｐ84～85「後患を顧みず」の予習（書き下し文と口語訳）をノ

ートにする。 
    

数学 数学探究 シニア数学演習 P66 問題番号 250 までの基本問題とポイントチ

ェックを学習。担当問題は、解答用紙に清書。 

さらに、理系Ⅰの生徒は、シニア数学演習 P27問題番号 97まで

の B 問題を学習。 

    

数学Ⅲ 教科書 P64～90 を学習。4 プロセス P36・P42～46 の A 問題を

授業ノートの右側に解く。学習動画が配信されるので、｢確認問

題｣を解く。配信動画｢4/27 極座標と極方程式｣｢4/30 分数関数｣

｢5/2無理関数｣｢5/4逆関数と合成関数｣ 

○ ○ ○ ○ 

英語 コミュニケーショ

ン英語Ⅲ 

英単語／英熟語／会話表現 

＊動画を視聴し、動画付属の練習問題も解くこと（以下も同様） 
○    

リスニングスキル（内容把握・話者の応答・主旨・場面理解） 

発音アクセント 
 ○   

主旨理解／会話の主旨・場面理解／会話の内容把握／ 

表現力(英訳） 
  ○  

内容把握／接続語句の理解    ○ 

社会 日本史 テーマ史ノート P１～14     

地理 教科書 P180～190の要点をノートにまとめる     

世界史 PDFで課題指示、動画配信あり ○    

公民探究 「現代社会サブノート」P36～41     

理科 理系 物理 教科書 P236～249「コンデンサー」の予習をノートにする。 

セミナー物理の基本例題 59～62、基本問題 456～464 をノート

に解いて丸付けと直しをする。提出は初回の授業 

    

化学 PDFにて 4/21に配布済み     

生物 「リード Light ノート生物」④刺激への反応～⑤動物の行動 

P107～109、110の⑰～㉒、P111の例題 6、P118～119、P163～

168をノートに解くこと。 

    

文系 化演 追加課題なし     

生演 「リード Light生物基礎」の第２章、第３章内の「リード B（用語チェ

ック）」～「リード C＋（章末総合問題）」を模試ノートに解き、わか

らなかったところや苦手なところを、教科書等を使って模試ノート

にまとめる。休校明け初回の授業で提出。評価に含める。 

    

宗教 以下の聖書の物語を読んでください。下記のWebサイトで読むこともできます。授業内で物語の要約やまとめ

をかいていただきます。 

① マルコによる福音書４章 3～9節（種を蒔く人のたとえ話）  

http://www.yoyoue.jpn.org/bible/mar.htm   (04:03～04:09) 

② マタイによる福音書 25章 31～46節（最後の審判）  

http://www.yoyoue.jpn.org/bible/mar.htm   (25:31～25:46) 

http://www.yoyoue.jpn.org/bible/mar.htm
http://www.yoyoue.jpn.org/bible/mar.htm


4.27～5.6臨時休校延長期間の追加課題一覧 

３年生 総合進学コース 

※網掛けは選択科目 

〇課題配信日および配信時間 

 4/27（月） 4/30（木） 5/2（土） 5/4（月） 

数学・英語 8:30 13:00 8:30 13:00 

理科 13:00 8:30 13:00 8:30 

〇連絡 

・ スマートフォンを利用する場合、使用量に応じて料金が高額になることもあります。現在、携帯電話会社大手３社

（NTT ドコモ、au、ソフトバンク）を中心に、25 歳以下の契約者に対して無料での追加データ通信利用を提供していま

すので、当面の方法としてご検討ください。各自でのお手続きやご確認をお願いいたします。 

・ 奨学金、各種模試の申し込みについてのお知らせを Classiで随時配信しています。毎日チェックしてください。 

教科・科目 内容 
Classiによる動画やPDFの配信日 

4/27 4/30 5/2 5/4 

数学 数学Ⅱ 教科書 P134～P141,  142～145 を学習し授業ノートの左側に

要点をまとめ、例・例題を解く。右側に練習問題を解く。

3ROUNDのA問題（257～265，269,270,271）を３ROUND用ノー

トに解く。学習動画が配信されるので、｢練習問題｣を解く。練習

問題が解けないときは動画で確認。 

配信動画｢４／２７ 指数の拡張」「５／２ 指数関数」 

○  ○  

数学探究  ピンクのテキスト「医療看護系入試 数学ⅠA」の p ８～６５で、

宿題のプリントを答え合わせする。間違えたところは、ノートに解

き直す。  動画配信 → なし 

    

選択数学 A 教科書 P6～P11,  12～15 を学習し授業ノートの左側に要点を

まとめ、例・例題を解く。右側に練習問題を解く。3ROUND の A

問題（１～8，9～18）を問題集用ノートに解く。学習動画が配信さ

れるので、｢練習問題｣を問題集用ノートに解き、入力。練習問題

が解けないときは動画で確認。配信動画｢4/27 集合の要素の個

数」「5/2場合の数」 

○  ○  

英語 コミュニケーショ

ン英語Ⅱ 

All Aboard!Ⅱ Lesson2の本文の予習をノートに書く 

教科書p9, 17の問題を解く。以下の学習動画を参考にすること。

＊動画付属の練習問題も解くこと。 

○    

２年夏の総復習 英語 比較 ３講義 ○    

太田耕司のテーマ別英文法第８章関係詞 講義⑩⑪  ○   

社会 地理 B 教科書 P28～44 を音読する。読めない字はふりがなをふってお

く。太字以外の言葉で意味の分からない語は自分で調べる。 
    

理科 化学 PDF課題に取り組み、初回の授業で提出 ○    

宗教 以下の聖書の物語を読んでください。下記のWebサイトで読むこともできます。授業内で物語の要約やまとめ

をかいていただきます。 

① マルコによる福音書４章 3～9節（種を蒔く人のたとえ話）  

http://www.yoyoue.jpn.org/bible/mar.htm   (04:03～04:09) 

② マタイによる福音書 25章 31～46節（最後の審判）  

http://www.yoyoue.jpn.org/bible/mar.htm   (25:31～25:46) 

http://www.yoyoue.jpn.org/bible/mar.htm
http://www.yoyoue.jpn.org/bible/mar.htm

