理系
春期休業課題
科目
国語総合ａ

数学Ⅰ・A

全員

内容
げんたんP.74～93（見出し語171～230）の単語と意味を一回ずつレポート用紙またはルーズリーフに書き写す。
⇒4月初回の現代文Bの授業でテスト
＜文系基礎（STEP-UP・理系以外）＞

5/15提出

〇
次回以降

チャート式check＆check 30題（別紙）
教科書P.190～P.205を読む。
授業プリントNO.28,29を埋めておく。
（授業中配布済・裏面に答えあり。）
リードLightノートP.93～95、P.98～103
（まだ解き終わっていない部分を完成させる。）
可能な者はインターネットで，
NHK高校講座

生物基礎

生物基礎

http://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/seibutsukiso/

次回以降

3学期
35 生態系でのエネルギーと物質の流れ
36 生態系のバランス (1)
37 生態系のバランス (2)
38 生態系のバランス (3)
39 生物多様性の保全
40 生物学と人類の未来
を視聴して理解を深めること。

ＣＥⅠ

②TARGET1200 P.16-P.169 勉強しておく

英文法基礎

〇

①TARGET Workbook 3 P.21～P.56 仕上げる。

・FACTBOOK 表現・品詞

⇒4月CEⅡ授業時にテスト

確認ノートを解答し、〇つけまでして勉強しておく。

春期休業課題
科目

〇

STEP-UP・理系
内容

5/15提出

＜STEP＞

数学Ⅰ・A

チャート式check＆check 30題（別紙）

〇

＜理系＞
チャート式check＆check 48題（別紙）

英語

・参考書『総合英語「FACTBOOK」これからの英文法』

Chapter 1～10の各章末にあるEXERCISESの解答を含む英文とその日

本語訳を英文法基礎のノートに書く。なお、解答する際、分からないことがあれば、その章の説明を読むこと。

〇

休校課題
科目
現代文

第１弾

理系

内容
問題集『現代文単語ノート』P.6から始め、１日４ページ

5/15提出

次回以降

①Classiで配信される動画を視聴し、内容をルーズリーフ、ノートに板書しなさい。（何らかの理由で視聴できない場合は、B５

世界史A

のルーズリーフ1枚以上にタペストリー2ページの表の内容をまとめなさい。）
② ゼミナール世界史のp.2大問１人類の歩みを、

次回以降

ルーズリーフ、ノートに解きなさい。
自分でテーマを設定して、旧石器時代・縄文時代の生活をノート・ルーズリーフなどにまとめ、A４用紙１枚程度のポスターを作

日本史B

る。（教科書ｐ．８～１５）

次回以降

道具・生活・遺跡・習慣など…授業開始時に発表できるように資料を作る。相手に見やすく作ろう！！
①すでに、配布されている「数学 春休みの課題」を完成させておく。
②Classiで配布される、プリントを新たに
「数学Ⅱ」用の課題ノートを作成し、

数学Ⅱ

〇

そこに解いて提出する。
③教科書 p.6～7，p.16～18を読んで、
PRIMEのp.8の1～4，p.11の27～31を

次回以降

課題用ノートに解く。（②のノートの続きに解く。ルーズリーフは不可）

物理基礎

教科書P6～１０までの内容をレポート用紙にまとめ、次回登校日に提出。

〇

化学基礎

プログレス化学基礎の４-５ページ「物質の成分と構成元素」を理解するため、まとめ１－５のすべて（図や表を含む）を、レ

〇

ＣＥⅡ
英語総合演習Ⅰ

ポート用紙（ノートの場合は片面に書き、そのページを切ること）に書き写す。
教科書"World Trek Ⅱ”Lesson 1 Part 1-3(P.8,10,12)の本文を、ノートの左側ページに1～2行おきに1回写し、その英文の日本語訳
をノートの右ページに書く。その際、わからない単語・語句は調べて、写したノートの英文の下に書いておくこと。
教科書"Blossom 2"P.4-15 Unit 1～3までの予習を行い、提出ノート(P.2-P.7)に解答すること。その際、わからない単語・語句は調
べておくこと。

体育

ラジオ体操第一を覚えてくること。今年度より準備体操でラジオ体操第一を行います。YouTubeに動画があります。NHK総合で

保健

保健ノート（問題集）P.44～P.49

〇
〇

毎週月曜日14：55～15：00まで放送もしています。
教科書を見て解答すること。
課題

次回以降

資料集ニュービジュアル家庭科２０２０
①P７３「和室のキホン」
②P７４「日照と隣の家との関係」）

家庭基礎

方法
・A4の白紙の紙縦長に配置し一番上に「クラス、番号、名前」を書き、上の①②を図と注釈をすべて移しなさい。
・文字は「ゴシック体」を意識して書くこと。
・図は必ず定規を用いて書くこと。
＊わからないときは「classi」の家庭基礎の中にあるサンプルを見て仕上げなさい。
＊資料集がない人は「classi」の中にある家庭基礎の中にあるサンプルをそのまま写しなさい。

〇

休校課題
科目

第２弾

理系

内容

5/15提出

①第一弾の課題（板書、問題演習）を終了しておくこと。
② クラッシーの動画の板書を写す（後日配信）

世界史A

もしくは資料集p.55の同内容をノートやルーズリーフにまとめる。（資料集からでは難しいかもしれませんので、インターネッ
トで検索して同内容をまとめるでも構いません）

次回以降

※最終的には、授業用ノート（プリントをはったりするのでA４が望ましい）と演習用ノート（B5も可）を用意してもらいます。

日本史B

前回の内容に継続して取り組んでください。

物理基礎

教科書P１８～２３までの内容をレポート用紙にまとめる。（P１１～１７は しなくてよい。）

〇

化学基礎

プログレス化学基礎の７-８ページ基本問題を、レポート用紙（ノートの場合は片面に書き、そのページを切ること）に解く。

〇

教科書"World Trek Ⅱ”Lesson 2 Part 1-3(P.20,22,24)の本文を、ノートの左側ページに1～2行おきに1回写し、その英文の日本語

〇

ＣＥⅡ
英語総合演習Ⅰ

訳をノートの右ページに書く。その際、わからない単語・語句は調べて、写したノートの英文の下に書いておくこと。
教科書"Blossom 2"P.16-27 Unit 4～6までの予習を行い、提出ノート(P.8-P.13)に解答すること。その際、わからない単語・語句は
調べておくこと。

〇

準備するもの：A4のノート１冊（なければB5のノート１冊）
１年間授業で使用します。
課題：資料集ｐ１０５チェックシートとコマの絵を３日分ノートに記入し完成させる。

家庭基礎

方法：１．コマには資料集ｐ１０５食事バランスガイドの調理例に従って色鉛筆で色を塗る。
２．チェックシートの上に必ず行った日付を入れる。

〇

＊わからなければ完成例と資料集参照ページを「classi」に掲載していますのでそちらで確認してください。
＊必ず定規を使用して書くこと。
＊B５サイズのノートは小さいのでコマの絵は下に書いて３日目は次ページにまたがって書くこと。

休校課題
科目

第３弾

理系

内容

5/15提出

次回以降

『現代文単語ノート』P.6から一日4ページずつ毎日すること（4/9から継続して毎日）
現代文教科書P.１４～２０「さくらさくらさくら」の音読を３回以上する。「さくら」についての自分の思い出について、原稿用

現代文

〇

紙かレポート用紙などどんな用紙でも良いので１枚以上書くこと。
また、その裏面に「さくら」の文字の入る言葉を１０個以上調べて書く。

次回以降

問題集『現代文読解 WORKS レッスン1』P.8～P.11。
Ｈｉｓｔｏｒｉａ

日本史B

ＭｕｎｄｉさんのＹｏｕＴｕｂｅ「大学入試完全網羅

高校日本史：日本史ストーリーノート」の００１～

００３の動画を視聴して、板書をノートに写し（地図は写せる人は）、自分で気づいたこと・一番大事だと思う部分を最後にま
とめる。

次回以降

＊通信容量が発生しますので、Ｗｉｆｉやパソコンなどの環境での視聴を推奨します。

物理基礎

教科書P２６～２７までの内容をレポート用紙にまとめる。

〇

化学基礎

プログレス化学基礎の10-11ページ「原子の構造」のまとめ１－２と基本例題４－５のすべて（図や表、解説文や解答を含む）

〇

ＣＥⅡ

を、レポート用紙（ノートの場合は片面に書き、そのページを切る）に書き写す。
書き込み式ノート"TARGET1900” Workbook 1 (P.1～P.20)を完成させる。その際、TARGET 1900 P.18～P.69をしっかり確認す
る。

単語を＜見る・聞く・書く＞で覚えよう！！

①教科書「Scramble スクランブル英文法・語法」

→１学期中間考査範囲予定

〇

P.44～P.71(第1章～第3章)の答えを含む英文1回、日本語訳1回をレポート用

紙orルーズリーフに書く。（それぞれ奇数ページに掲載されている解答・解説をみる。）

英語総合演習Ⅰ ②教科書「英会話・口語表現」の徹底トレーニングP.4～P.18(第1～5日)の答えを含む英文1回、日本語訳1回をレポート用紙or

次回以降

ルーズリーフに書く。（P.98～に掲載されている解答・解説をみる。）
＊①②は１学期中間考査範囲予定
課題①資料集ｐ１０３「TOPIC」を読んで自分のBMI値（体格指数）をノートに求めなさい。

家庭基礎

②資料集ｐ１０５「食生活指針①～⑩」をノートに写しなさい。
③資料集ｐ１１０2⃣「主な食中毒の種類と特徴」の表をノートに写しなさい。

〇

＊全て課題はノートに書いて提出すること。

進路指導部

「進路ノートベーシック第５エリア(P.33-P.46)をする。」（2/26配付の「春休み課題一覧」で連絡済）

〇

休校課題
科目
現代文

第４弾

理系

内容

5/15提出

『現代文単語ノート』P.6から一日4ページずつ毎日すること（4/9から継続して毎日）
現代文教科書P.１４～２０「さくらさくらさくら」の漢字語句のプリント１枚（学年から他の文書とともに郵送されます。）

次回以降

〇

前回と同じ課題ですが、平常点やテストの大きな材料になりますので頑張って取り組んで下さい。
完了している場合は他の課題や予習復習に取り組んでください。
①第１弾、第2弾の課題（板書、問題演習）を終了しておくこと。
② クラッシーの動画の板書をする（先日配信したものの講義２～４の内容）
クラッシーの動画を見るには、

世界史A

・Classi学習動画のアプリをダウンロード

次回以降

・SafariやGoogleなどのブラウザからクラッシーに
ログインする方法
の二つが挙げられます。
・もしくはYOUTUBEで「世界史20話プロジェクト」と検索し、005～006を板書する。（第1弾、第2弾も001～004の内容で代替
を可とします。）
・もしくは資料集p.56～58の同内容をまとめる。
①前回までの終わっていない課題

日本史B

②郵送したプリントまたはクラッシーの課題一覧掲載のＵＲＬからYｏｕ

Ｔｕｂｅに接続して動画を見て、板書と問題・解答を

次回以降

ノートに記入する。
これまでの宿題（①～④）＋⑤をしっかり行う
①「数学 春休みの課題」
（チャート式IAのcheck問題、別紙 配付済）

〇

②Classiにてプリント配付（プリント２枚）
「数学Ⅱ」用の課題ノートに解いて提出
③教科書 p.6～7，p.16～18を読んで、

数学Ⅱ

PRIMEのp.8の1～4，p.11の27～31を
課題用ノートに解く。（②のノートの続きに解く。ルーズリーフは不可）
④「Classi動画を見て練習問題を解く」
パート１ ～ パート４

次回以降

⑤教科書 p.8～15を読んで、
PRIMEのp.8の5～p.10の26，p.11の32を
課題用ノートに解く。（③のノートの続きに解く。ルーズリーフは不可）

数学B

別紙（郵送）

次回以降

物理基礎

教科書P２９～３０までの内容をレポート用紙にまとめる。

〇

化学基礎

プログレス化学基礎の６ページと９ページの問題を、レポート用紙（ノートの場合は片面に書き、そのページを切ること）にす

〇

ＣＥⅡ

べて解く。
郵送物（近日中に届きます！）の中にあるLesson 1 Part 1-3予習プリントを解答し、CEⅡのノートに貼っておく。

英語総合演習Ⅰ 郵送物（近日中に届きます！）の中にあるLesson 1-3予習プリントを解答する。

家庭基礎
思考の扉を開く

プリント2枚
（教科書「調理BOOK」を参照ページを見て仕上げる。）

郵送物（近日中に届きます！）の中に朝学ノートと５月の日々課題の書いたプリントが届きますから、５月１１日より毎日８時
４０分から１０分間で取り組むこと。

〇
次回以降

〇
次回以降

