
- 1 - 

 

 令和元年度 74 期生 春休み課題一覧  

 

下記科目・教科で春休みの宿題を出します。各自確認をして、来年度に向けて学習して下さい。 

 

◆ 国語 ◆ 

① 現代文 錬成現代文 １～４（p.4～11） 

② 現代文 読書記録  「現代文読本評論編①」７～８ ※１ 

           「現代文読本小説・随想編①」７～８ ※２ 

上記※１と２については PDF ファイルをダウンロードして使ってください。 

ダウンロードができない場合は 3 月 23 日の登校日に担任の先生へ申し出てください。 
 

③ 古典  基礎古典 １８～２０（p.42 ～ 47） 

２６～３０（p.60 ～ 69） 

新傾向問題(1)(2)(3)（p.26, 27 ,48 49, 70, 71） 

 

◆ 数学 ◆ 
以前に配付をされたプリントを参照のこと。手元にない人は別の PDF ファイルを確認してください。 

 

◆ 英語 ◆ 

① 構造で読む英文エッセイ P.54 / P.58 / P.62 

② 英語の構文 150  P.172～201  「14 章 譲歩・対比」「15 章 条件・主張・根拠」 

③ 英語表現 演習プリント 

④ 音読英単語 必修編  Section１～15 復習 

 ※ ①～②は１学期の中間考査にて出題の予定です。 

※ ③は英語表現の最初の授業でテストを実施します。 

※ ④は異文化理解の最初の授業でテストを実施します。 

※ ③の演習プリントは３ページから掲載していますので、各自でダウンロードしてください。 

  答えも４ページに載せていますので、各自答え合わせ・やり直しまでしてください。 

ダウンロードができない場合は 3 月 23 日の登校日に担任の先生へ申し出てください。 

 

◆ 物理 ◆ 
セミナー物理基礎＋物理 力学分野 

発展例題：1～9, 12～13  

発展問題：22～27, 43～53, 78～83, 119～126, 161～166 
 

2 年生の物理は力学から始まるのでしっかり力学分野の復習をしておいてください。 

提出は 2 年生最初の授業です。 

 

◆ 化学 ◆ 

２ページを参照してください。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.photolibrary.jp%2Fimg406%2F132150_3924725.html&psig=AOvVaw0gXSXS6ddock98HaQ14eI5&ust=1583828155733000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDMr_H5jOgCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsozai-good.com%2Fillust%2Fnature%2Fflower%2Fsakura%2Fpetal%2F83413&psig=AOvVaw2khSaEo8kXDOo82ws1cn1W&ust=1583828323494000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCZ0Lj6jOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsozai-good.com%2Fillust%2Fnature%2Fflower%2Fsakura%2Fpetal%2F83413&psig=AOvVaw2khSaEo8kXDOo82ws1cn1W&ust=1583828323494000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCZ0Lj6jOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsozai-good.com%2Fillust%2Fnature%2Fflower%2Fsakura%2Fpetal%2F83413&psig=AOvVaw2khSaEo8kXDOo82ws1cn1W&ust=1583828323494000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCZ0Lj6jOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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74期 1年化学基礎 春休み課題 

 

理系選択者へ 

問題集用ノートに下記の問題を解答し，答え合わせをして 2年の化学の最初の授業日に 

授業担当者まで提出すること 

 

 センサー化学 総合演習(1)(2) p130 ～ p137 ☜ 理系選択者全員提出課題 

 

 余力があれば，センサー化学の単元 3・5～10 の STEP 2・STEP 3 に取り組みなさい。 

一部の単元だけでも構いません。 

 

残り 2年間，高校化学を学習するにおいて極めて重要だと思われる単元を抜粋しました。 

2 年で履修する化学は化学基礎より難易度が増し，授業スピードも速くなります。 

苦手な分野・定期テストでコケた分野は今のうちに自分のものにしておきましょう。 

 
 

3. 化学結合 p36 ～ p57 (問題番号 65～68・71～73 は除く) 

5. 原子量・分子量・式量と物質量 p64 ～ p79 (問題番号 99～103・107～110 は除く) 

6. 化学反応式 p80 ～ p89 

7. 酸と塩基・水の電離と pH  p90 ～ p97 

8. 酸・塩基の中和と塩 p98 ～ p109 

9. 酸化還元反応 p110 ～ p121 

10. 金属の酸化還元反応 p122 ～ p129 (問題番号 185・192 は除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様，長期休暇いかがお過ごしですか？「部活もない・家からも出られない・暇だ 」

そんな悩みを解決するために春休みの課題を用意しました。 

4 月に良いスタートダッシュがきれるよう春休みを有効活用して復習をしましょう。 

手洗い・うがい・咳エチケットを徹底し，体調管理には十分気をつけて下さい。 

理系・文系問わず，みなさんの今後のさらなる飛躍を期待しています。 

74 期 1 年化学基礎担当者より 
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★英語表現 演習プリント★ 

(1) 彼は野球が好きですか，それともバスケットボールですか。― 野球です。 

(2) ここでは日本語を話してはいけません。 

(3) これはなんと退屈な映画なんだろう。 ＊退屈な：boring 

(4) これらの花は甘い香りがする。 

(5) 彼女は息子と話をした。大変うれしそうだった。 

(6) 私たちはインターネット（the Internet）の多くの問題について議論した。 

(7) 母はよく私にメールを送ってくる。 ＊メール：e-mail 

(8) 壁には３枚の絵画がかかっていた。（There で始めて） 

(9) 父の事務所は品川にあります。 

(10) 君は豚肉を食べないね？― いや，食べますよ。（付加疑問を用いて） ＊豚肉：pork 

 

(11) 彼女が何の果物が好きなのか僕は知りません。 

(12) チェス（chess）でもしませんか。 

(13) 私はたいてい朝の６時に起きます。 

(14) 私たちは今夜岡山に滞在することになっています。 

(15) 彼が戻ってくるまで私はここでお待ちします。 

(16) あなたのお伴をしましょうか。― お願いします。 

(17) 私の邪魔をしないでください。手紙を書いているのです。 ＊…の邪魔をする：disturb 

(18) 私が鹿児島にいた時，台風が九州に近づいていました。 ＊…に近づく：approach 

(19) 私は来月イギリスを訪問する予定です。（進行形を用いて） ＊イギリス：the U.K. 

(20) 彼はもう来ましたか。― いいえ，まだです。 

 

(21) 私は一度も学校に遅刻したことがありません。 

(22) 僕の父は仕事で何度もヨーロッパ（Europe）に行ったことがある。 ＊仕事で：on business 

(23) 彼女は今週ずっと風邪をひいています。 

(24) 私が今朝ビルに電話をした時には，彼はすでに起きていた。 

(25) 私たちが最初に出会って以来もう５年になるね。 

(26) 静かにしてください。式がまさに始まろうとしています。 ＊式：ceremony 

(27) 私はすぐ家に戻らないといけない。遅れると母が私のことを心配するかもしれない。 ＊すぐ：right now 

(28) パーティーではスーツ（a suit）を着なければなりませんか。― いいえ，その必要はありません。 

(29) あなたは年に一度定期健診を受けた方がいい。 ＊定期健診：a regular checkup 

(30) 以前，日曜日には，私はよくゴルフをしていた。 

 

(31) そんなに遅く（so late）彼女に電話してはいけない。寝ているかもしれないよ。（You'd で始めて） 

(32) 彼が一人で宿題をやり終えたはずないよ。誰かが手伝ったに違いない。 ＊一人で：by oneself 

(33) 君はもっと早く医者に診てもらうべきだった。 

(34) 君はそんなに多くのアイスクリーム（ice cream）を食べるべきではなかった。 

 

 

 

解答は次ページ→ 
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(1) Does he like baseball or basketball?―He likes baseball. 

(2) Don't speak Japanese here. 

(3) What a boring movie （/ film） this is! 

(4) These flowers smell sweet. 

(5) She talked with her son. She looked very happy. 

(6) We discussed a lot of （/ many） problems of the Internet. 

/ We discussed a lot of （/ many） problems the Internet has. 

(7) My mother often sends me e-mails. / My mother often sends e-mails to me. 

(8) There were three pictures on the wall. 

(9) My father's office is in Shinagawa. 

(10) You don't eat pork, do you?―Yes, I do. 

 

(11) I don't know what fruit she likes. 

(12) Why don't we play chess? 

(13) I usually get up at six in the morning. 

(14) We're going to stay in Okayama tonight. / We will stay in Okayama tonight. 

(15) I'll wait here until he comes back （/ returns）. / I'm going to wait here until he comes back （/ returns）. 

(16) Shall I go （/ come） with you?―Yes, please. 

(17) Please don't disturb me. / Don't disturb me, please. I am writing a letter. 

(18) When I was in Kagoshima, a typhoon was approaching Kyushu. 

(19) I'm visiting the U.K. next month. / I'll be visiting the U.K. next month. 

(20) Has he come yet?―No, he hasn't. / No, not yet. 

 

(21) I have never been late for school. 

(22) My father has been to Europe many times on business. 

/ My father has been to Europe on business many times. 

(23) She has had a cold this week. 

(24) When I called Bill this morning, he had already got （/ gotten） up. 

(25) It has been （/ It is） five years since we first met （/ we met for the first time）. 

/ Five years have passed （/ gone by） since we first met （/ we met for the first time）. 

(26) Please be quiet. The ceremony is about to start. 

(27) I must （/ have to） go home right now. My mother may worry about me if I'm late. 

(28) Do I have to （/ Must I） wear a suit at the party?―No, you don't have to. 

＊「～しなければなりませんか」という疑問文には，have to-V を用いるのが一般的。 

(29) You should （/ ought to） have （/ get, take） a regular checkup once a year. 

(30) I used to play golf on Sundays.  ＊過去と現在との対比を表す文なので，used to-V を用いる。 

 

(31) You'd better not call her so late. She may be sleeping （/ asleep, in bed）. 

(32) He can't （/ couldn't） have finished （/ done） his homework by himself. Someone （/ Somebody） must 

have helped him. 

(33) You should （/ ought to） have seen a doctor sooner （/ earlier）. 

(34) You shouldn't （/ ought not to） have eaten （/ had） so much ice cream. 


