
第３学年 課題確認テスト出題範囲・方針 文系(１組) 

2020 年 4 月 27 日 

 

 

 

課題確認テストは５月１１日(月)に実施します。中間考査は実施しません。 

それゆえ、確認テストや課題実施・提出状況は、評価の位置づけが必然的に従来より重くなります。 

ちなみに、３年１学期成績は暫定的な学年成績として扱われ、進路選択に影響する可能性大です。 

中途半端な学習（与えられた課題を無機的に消化するだけ）にならないよう、 

内容定着を意識しながら学習に取り組んで下さい。 

 

刻一刻と状況が変化しています。変化に適切に対応できる柔軟さを試されている時だと思いながら

この時期を過ごしてみてはどうでしょうか。 

 

 

教科･科目等 出題範囲（科目別） 方針（時間等） 
国語 課題の範囲すべて 50 分 
英語 休校中の課題冊子、ユメタン Unit 7・8 50 分 

数学 

α：数学Ⅰの教科書（P.1～P.158）の例題を中心に出
題する。さらに数学Ⅰの授業で解説をした内容から
大問 1 問分を出題する。 

β：積分（グローバルマーチの課題から出題） 

50 分（α25 分+β25 分） 

理科 
〈化学基礎〉インプレス化学基礎ノート p.72～75 の 
            問題 197～208 ＋ ４月の既習内容 
〈生物基礎〉リードα p15～p29 

50 分 
（化学基礎 25 分＋生物基礎 25 分） 

地歴Ｂ 〈日本史〉教科書Ｐ１４７～Ｐ２１７ 50 分 
現代社会 〈公民〉教科書Ｐ６～Ｐ３８ 50 分 

体育 

●教科書Ｐ1～4『心身のつくりと働き』 
保健ノートＰ142～143 

●教科書Ｐ1５６～1７１『３．豊かなスポーツライ
フの設計』 
保健ノートＰ1３４～1４１ 

体育は、5/12 以降、体育の授業で実
施します。 

校訓 豊かなる情感 透徹せる知性 強靱なる生命力 

７３回生テーマ 「進と実」 



第３学年 課題確認テスト出題範囲・方針 文系(２組) 

2020 年 4 月 27 日 

 

 

 

課題確認テストは５月１１日(月)に実施します。中間考査は実施しません。 

それゆえ、確認テストや課題実施・提出状況は、評価の位置づけが必然的に従来より重くなります。 

ちなみに、３年１学期成績は暫定的な学年成績として扱われ、進路選択に影響する可能性大です。 

中途半端な学習（与えられた課題を無機的に消化するだけ）にならないよう、 

内容定着を意識しながら学習に取り組んで下さい。 

 

刻一刻と状況が変化しています。変化に適切に対応できる柔軟さを試されている時だと思いながら

この時期を過ごしてみてはどうでしょうか。 

 

 

教科･科目等 出題範囲（科目別） 方針（時間等） 
国語 課題の範囲すべて 50 分 
英語 休校中の課題冊子、ユメタン Unit 7・8 50 分 

数学 
α：数学Ⅰの教科書（P.1～P.158）の例題を中心に出題
する。さらに数学Ⅰの授業で解説をした内容から大
問 1 問分を出題する。 

25 分 

理科 
〈化学基礎〉インプレス化学基礎ノート p.72～75 の 
            問題 197～208 ＋ ４月の既習内容 
〈生物基礎〉リードα p15～p29 

50 分 
（化学基礎 25 分＋生物基礎 25 分） 

地歴Ｂ 

〈日本史〉教科書Ｐ１４７～Ｐ２１７ 
〈世界史〉チェックリストｐ53 まで 

※特に右側ページの standard,、visual から出題 
〈地理〉ノート 86-93、実施した小テストの内容 

50 分 

公民 〈現代社会〉教科書Ｐ６～Ｐ３８ 50 分 

体育 

●教科書Ｐ1～4『心身のつくりと働き』 
保健ノートＰ142～143 

●教科書Ｐ1５６～1７１『３．豊かなスポーツライフ
の設計』 
保健ノートＰ1３４～1４１ 

体育は、5/12 以降、体育の授業で実
施します。 

校訓 豊かなる情感 透徹せる知性 強靱なる生命力 

７３回生テーマ 「進と実」 



第３学年 課題確認テスト出題範囲・方針 生活創造 

2020 年 4 月 27 日 

 

 

 

課題確認テストは５月１１日(月)に実施します。中間考査は実施しません。 

それゆえ、確認テストや課題実施・提出状況は、評価の位置づけが必然的に従来より重くなります。 

ちなみに、３年１学期成績は暫定的な学年成績として扱われ、進路選択に影響する可能性大です。 

中途半端な学習（与えられた課題を無機的に消化するだけ）にならないよう、 

内容定着を意識しながら学習に取り組んで下さい。 

 

刻一刻と状況が変化しています。変化に適切に対応できる柔軟さを試されている時だと思いながら

この時期を過ごしてみてはどうでしょうか。 

 

教科･科目等 出題範囲（科目別） 方針（時間等） 
国語 課題の範囲すべて 50 分 
英語 休校中の課題冊子、ユメタン Unit 7・8 50 分 
数学 授業でやった問題集 17 ページまで 25 分 

地歴Ａ 
〈日本史Ａ〉教科書参照のプリント 
教科書、プリントをよく復習しておこう(^^)/ 

 

25 分 

フードデザイン 休業中の課題範囲（家庭科技術検定問題集食物編） 50 分 

フゔッション造形 
休業中の課題範囲（家庭科技術検定問題集被服編）
  

25 分 

体育 

●教科書Ｐ1～4『心身のつくりと働き』 
保健ノートＰ142～143 

●教科書Ｐ1５６～1７１『３．豊かなスポーツライ
フの設計』 
保健ノートＰ1３４～1４１ 

体育は、5/12 以降、体育の授業
で実施します。 

校訓 豊かなる情感 透徹せる知性 強靱なる生命力 

７３回生テーマ 「進と実」 



第３学年 課題確認テスト出題範囲・方針 理系(３組) 

2020 年 4 月 27 日 

 

 

 

課題確認テストは５月１１日(月)に実施します。中間考査は実施しません。 

それゆえ、確認テストや課題実施・提出状況は、評価の位置づけが必然的に従来より重くなります。 

ちなみに、３年１学期成績は暫定的な学年成績として扱われ、進路選択に影響する可能性大です。 

中途半端な学習（与えられた課題を無機的に消化するだけ）にならないよう、 

内容定着を意識しながら学習に取り組んで下さい。 

 

刻一刻と状況が変化しています。変化に適切に対応できる柔軟さを試されている時だと思いながら

この時期を過ごしてみてはどうでしょうか。 

 

 

教科･科目等 出題範囲（科目別） 方針（時間等） 

国語 
課題の範囲すべて 
 

50 分 

英語 休校中の課題冊子、ユメタン Unit 7・8 50 分 
数学 数学Ⅲ（グローバルの課題から出題） 50 分 

理科 

〈化学〉課題の問題集と授業プリント(浸透圧、コロイド、熱
化学方程式)の問題から出題します。※無機は除く 

〈物理〉配付した課題冊子から出題します。 
   加えて、教科書 例題２５～２７(授業でも実施)を出題。 
〈生物〉リードα p182～p197 の 76 番まで 
    ＊遺伝子分野のみ 

化学 50 分 
物/生 50 分 

地歴Ｂ 
〈日本史〉教科書Ｐ１４７～Ｐ２１７ 
〈地理〉ノート 86-93、実施した小テストの内容 

50 分 

体育・保健 

●教科書Ｐ1～4『心身のつくりと働き』 
保健ノートＰ142～143 

●教科書Ｐ1５６～1７１『３．豊かなスポーツライフの設計』 
保健ノートＰ1３４～1４１ 

体育は、5/12 以降、体育の
授業で実施します。 

校訓 豊かなる情感 透徹せる知性 強靱なる生命力 

７３回生テーマ 「進と実」 



第３学年 課題確認テスト出題範囲・方針 ＧＬ文系 

2020 年 4 月 27 日 

 

 

 

課題確認テストは５月１１日(月)に実施します。中間考査は実施しません。 

それゆえ、確認テストや課題実施・提出状況は、評価の位置づけが必然的に従来より重くなります。 

ちなみに、３年１学期成績は暫定的な学年成績として扱われ、進路選択に影響する可能性大です。 

中途半端な学習（与えられた課題を無機的に消化するだけ）にならないよう、 

内容定着を意識しながら学習に取り組んで下さい。 

 

刻一刻と状況が変化しています。変化に適切に対応できる柔軟さを試されている時だと思い

ながらこの時期を過ごしてみてはどうでしょうか。 

 

 

教科・科目等 出題範囲（科目別） 方針（時間等） 
国語 課題の範囲すべて 50 分 
英語 休校期間中の課題冊子、ユメタン Unit 7・8 50 分 

数学 

α：数学Ⅰの教科書（P.1～P.158）の例題を中心に出題
する。さらに数学Ⅰの授業で解説をした内容から大
問 1 問分を出題する。 

β：積分（グローバルマーチの課題から出題） 

50 分（α25 分＋β25 分） 

理科 
〈化学基礎〉インプレス化学基礎ノート p.72～75 の 
            問題 197～208 ＋ ４月の既習内容 
〈生物基礎〉リードα p15～p29 

50 分 
（化学基礎 25 分＋生物基礎 25 分） 

地歴Ｂ 

〈日本史〉教科書Ｐ１４７～Ｐ２１７ 
〈世界史〉チェックリストｐ53 まで 

※特に右側ページの standard,、visual から出題 
〈地理〉ノート 86-93、実施した小テストの内容 

50 分 

公民 〈現代社会〉教科書Ｐ６～Ｐ３８ 50 分 

体育 

●教科書Ｐ1～4『心身のつくりと働き』 
保健ノートＰ142～143 

●教科書Ｐ1５６～1７１『３．豊かなスポーツライフ
の設計』 
保健ノートＰ1３４～1４１ 

体育は、5/12 以降、体育の授業で実
施します。 

校訓 豊かなる情感 透徹せる知性 強靱なる生命力 

７３回生テーマ 「進と実」 



第３学年 課題確認テスト出題範囲・方針 ＧＬ理系 

2020 年 4 月 27 日 

 

 

 

課題確認テストは５月１１日(月)に実施します。中間考査は実施しません。 

それゆえ、確認テストや課題実施・提出状況は、評価の位置づけが必然的に従来より重くなります。 

ちなみに、３年１学期成績は暫定的な学年成績として扱われ、進路選択に影響する可能性大です。 

中途半端な学習（与えられた課題を無機的に消化するだけ）にならないよう、 

内容定着を意識しながら学習に取り組んで下さい。 

 

刻一刻と状況が変化しています。変化に適切に対応できる柔軟さを試されている時だと思いながら

この時期を過ごしてみてはどうでしょうか。 

 

 

 

教科･科目等 出題範囲（科目別） 方針（時間等） 

国語 
課題の範囲すべて 
 

50 分 

英語 休校期間中の課題冊子、ユメタン Unit 7・8 50 分 
数学 数学Ⅲ（グローバルの課題から出題） 50 分 

理科 

〈化学〉課題の問題集と授業プリント(浸透圧、コロイド、熱
化学方程式)の問題から出題します。※無機は除く 

〈物理〉配付した課題冊子から出題します。 
   加えて、教科書 例題２５～２７(授業でも実施)を出題。 
〈生物〉リードα p182～p197 の 76 番まで 
    ＊遺伝子分野のみ 

化学 50 分 
物/生 50 分 

地歴Ｂ 
〈日本史〉教科書Ｐ１４７～Ｐ２１７ 
〈地理〉ノート 86-93、実施した小テストの内容 

50 分 

体育・保健 

●教科書Ｐ1～4『心身のつくりと働き』 
保健ノートＰ142～143 

●教科書Ｐ1５６～1７１『３．豊かなスポーツライフの設計』 
保健ノートＰ1３４～1４１ 

体育は、5/12 以降、体育の
授業で実施します。 

校訓 豊かなる情感 透徹せる知性 強靱なる生命力 

７３回生テーマ 「進と実」 


