
     

 

 

臨時休校期間中の課題・確認テスト範囲 

 
２－１（普通コース 文系） 

科目 課題内容 備考（提出日等） 
確認テスト範囲 

（実施時間） 

現代文 
「国語課題進度チェック表」「古典文法暗唱チェ

ック表」をもとに学習を進めよう。提出は、解答

以外を提出すること。（記名を忘れない。） 

休校あけ最初の授業日

に提出 

【国語】(50 分)「現代文＋古典」 

(現)…「ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｱ」(７日にプリント配布)・ 

「現代文問題集」をしっかり学習する。 

(古)…「よむナビ古典２」から１題出題 

   「用言」…完璧に覚えておくこと。 

   「助動詞」…接続・活用・意味を

しっかりと覚える。 

(漢)…ﾌﾟﾘﾝﾄより出題 

古  典 

現代文と同じ。 〃 

世界史 A 
期末試験対策プリント 5/7提出  

世界史 B 
要点ノートｐ43 まで 教科書を見て空欄を埋め

る 

5/7提出 【世界史Ｂ】(25分) 

要点ノートｐ13 まで 

要点ノート見開き国名・自然地名も出題。 

日本史 A 
配布プリント１～４の書き込み。（教科書参照） 授業時に持参のこと。  

日本史 B 
新日本史要点ノート応用編Ｐ４～Ｐ１０の書き

込み。（教科書参照） 

ステップアップ日本史ＮＯ．１～２の書き込み。 

５／８授業時提出 【日本史Ｂ】 (25分)  

課題範囲で実施する。 

地理 B 

◆予習学習プリント綴り （教科書を参照して書

き込み学習）穴埋めだけでなく、教科書に出てく

るさまざまな情報を、メモ欄を活用してまとめて

いこう(`･ω･´)よしっ 

◆世界地図仕上げよう 

◆『要点ノート』pp21 まで書き込んでおく 

授業の時に持参です 【地理Ｂ】(25分) 

予習学習プリント綴り 

都道府県名、世界地図国名 

世界の山脈のプリント 

数学Ⅱ 
課題プリント 5/7提出 【数学】(50 分) 

課題の範囲から出題します。 

数学 B 
特になし 

化学基礎 

インプレス化学基礎ノート 
 p.6～11 １ 単体・化合物・混合物 
      ２ 熱運動と物質の三態 
 を教科書を参照して解答しておくこと。 

化学基礎の授業再開日 
★開始時に回収予定 

【化学基礎】(25分) 

課題の範囲から出題します。 

生物基礎 
『研究ノート 2020』p8～p18 ＋ p28 ＋ p32(3)

まで 

＊必ず１題解く毎に、丸付け訂正をすること。 

５月７日（木） 【生物基礎】(25分) 

課題の範囲からのみ出題します。 

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Ｐ135～156『２．運動・スポーツの学び方』 

保健ノートＰ120～131 

5/7（木）ノート提出 

課題確認テスト有 

 

【体育・保健】(25 分) 

課題の範囲から出題します。 

 

コミュ 
・課題プリント 

 

５月７日（木） 【英語】50分 

★文法 プリント p.1～p.8〔動詞に入る

前に～１２不定詞(3) 〕（７０点） 

★単語 プリント p.15～p.19 の中の  

(1)穴埋め、(2)和訳（３０点） 

英  表 
・課題プリント（コミュと同じプリント） 

・教科書の Lesson1 と２の終わったところを見

直す。 

 

総  探 

自身の探究テーマを何にするか考える 

○先日のウェビングワークシートを完成するこ

と 

○次回授業時に共有あり 

  



     

 

 

２－１（普通コース 生活創造） 

科目 課題内容 備考（提出日等） 
確認テスト範囲 

（実施時間） 

現代文 
「国語課題進度チェック表」「古典文法暗唱チェッ

ク表」をもとに学習を進めよう。提出は、解答以外

を提出すること。（記名を忘れない。） 

休校あけ最初の授業で提

出 

【国語】(50 分)「現代文＋古典」 

(現)…「ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｱ」(７日にプリント配布)・ 

「現代文問題集」をしっかり学習する。 

(古)…「よむナビ古典２」から１題出題 

   「用言」…完璧に覚えておくこと。 

   「助動詞」…接続・活用・意味をしっか

りと覚える。 

(漢)…ﾌﾟﾘﾝﾄより出題 

古典 

現代文と同じ。  

世界史 A 
期末試験対策プリント ５月７日（木）  

数学Ⅱ 
プリント冊子『自宅学習中の課題』 

新学期学習した内容を確認しながら，教科書を参

考にしてください。 

休校あけ提出 【数学】(50 分) 

プリント冊子から出題します。 

化学基礎 

別紙プリントに記入しています。  【化学基礎】(25分) 

課題の範囲から出題します。 

生物基礎 
『研究ノート 2020』p8～p18 ＋ p28 ＋ p32(3)ま

で 

＊必ず１題解く毎に、丸付け訂正をすること。 

５月７日（木） 【生物基礎】(25分) 

課題の範囲からのみ出題します。 

保  健 

教科書Ｐ1～4『心身のつくりと働き』保健ノートＰ

142～143 

教科書Ｐ135～156『２．運動・スポーツの学び方』 

保健ノートＰ120～131 

5/7（木）ノート提出 

課題確認テスト有 

 

【体育・保健】(25 分) 

 課題の範囲から出題します。 

コミュ英 
・課題プリント 

 

５月７日（木） 【英語】(50 分) 

★文法 プリント p.1～p.8〔動詞に入る前に～

１２不定詞(3) 〕（７０点） 

★単語 プリント p.15～p.19 の中の  

(1)穴埋め、(2)和訳 （３０点） 

 

英  表 

・課題プリント（コミュと同じプリント） 

・教科書の Lesson1 と２の終わったところを見直

す。 

子どもの
発達と保
育 

・教科書を参考に、学習ノートＰ５～Ｐ１７をす

る。 

・手袋シアターのパーツ作り。 

５月７日（木）に学習ノー

トを提出 

 

ファッショ
ン 

・なみ縫いの練習をした白布を用いて、三つ折りに

していな 

い部分の両方を三つ折りにする。そして、スマホ

で「まつり縫い 動画」を検索して０．５ｃｍ間

隔でまつり縫いの練習をする。（糸は白以外の何

色でもよい） 

５月７日（木）に白布を提

出 

 

フード 

・キュウリの半月切り（厚さ２ｍｍ以内）を練習し

ておく。 

・主菜、副菜を３品以上作り、画像を保存してお

く。 

主菜・副菜は画像付きの 

自主レポを提出する。 

 

 

総  探 
自身の探究テーマを何にするか考える 

○先日のウェビングワークシートを完成すること 

○次回授業時に共有します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

２－２（普通コース 理系） 

科目 課題内容 備考（提出日等） 
確認テスト範囲 

（実施時間） 

現代文 
「国語課題進度チェック表」「古典文法暗唱チェッ

ク表」をもとに学習を進めよう。提出は、解答以外

を提出すること。（記名を忘れない。） 

休校あけ最初の授業

日に提出 

【国語】(50 分)「現代文＋古典」 

(現)…「ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｱ」(７日にプリント配布)・ 

「現代文問題集」をしっかり学習する。 

(古)…「よむナビ古典２」から１題出題 

   「用言」…完璧に覚えておくこと。 

   「助動詞」…接続・活用・意味を

しっかりと覚える。 

(漢)…ﾌﾟﾘﾝﾄより出題 

古  典 

現代文参照 

 

〃 

世界史 A 
期末試験対策プリント 5/7提出  

日本史 B 
新日本史要点ノート応用編Ｐ４～Ｐ１０の書き込

み。（教科書参照） 

ステップアップ日本史ＮＯ．１～２の書き込み。 

５／８授業時提出 【日本史Ｂ】(25分) 

課題範囲で実施する。 

地理 B 

◆予習学習プリント綴り （教科書を参照して書き

込み学習）穴埋めだけでなく、教科書に出てくるさ

まざまな情報を、メモ欄を活用してまとめていこう

(`･ω･´)よしっ 

◆世界地図仕上げよう 

◆『要点ノート』pp21 まで書き込んでおく 

授業の時に持参です 【地理Ｂ】(25分) 

予習学習プリント綴り 

都道府県名、世界地図国名 

世界の山脈のプリント 

数学Ⅱ 
プリント冊子『自宅学習中の課題』 

新学期学習した内容を確認しながら，教科書を参考

にしてください。 

休校あけ提出 【数学】(50 分) 

プリント冊子から出題します。 

数学 B             〃    〃 

化学基礎 

教科書を読む P.20～P.54 
問題集「リードα 化学基礎＋化学」を解く 

P.6～P.19 
基礎 CHECK、基礎ドリル、基本例題、

基本問題をノートに解く。※応用例題、応用問
題は除く 

５月１５日(金) 【化学基礎】(50分) 

課題の中から出題します。 

物理基礎 
・課題冊子「ちょっとだけ、物理。」 

・日常用の演習ノート。休校期間中最低６日間は取

り組むこと。 

休校明け最初の登校

日 

【物理基礎】(50分) 

課題の範囲からのみ出題します。 

生物基礎 
『研究ノート 2020』p8～p18＋p25＋p27の 5番＋p28

＋p32 

＊必ず１題解く毎に、丸付け訂正をすること。 

５月７日（木） 【生物基礎】(50分) 

課題の範囲からのみ出題します。 

保  健 

教科書Ｐ1～4『心身のつくりと働き』保健ノートＰ

142～143 

教科書Ｐ135～156『２．運動・スポーツの学び方』 

保健ノートＰ120～131 

5/7（木）ノート提出 

課題確認テスト有 

 

【体育・保健】(25 分) 

課題の範囲から出題します。 

 

コミュ 
・課題プリント 

 

５月７日（木） 【英語】50分 

★文法 プリント p.1～p.8〔動詞に入る

前に～１２不定詞(3) 〕（７０点） 

★単語 プリント p.15～p.19 の中の  

(1)穴埋め、(2)和訳 （３０点） 

英  表 

・課題プリント（コミュと同じプリント） 

 

 

総  探 
自身の探究テーマを何にするか考える 

○先日のウェビングワークシートを完成すること 

○次回授業時に共有あり 

  

 


