75 回生

休校中の課題の一覧【2 訂版】2020/5/7

・追加、変更分を加えた 5 月 31 日までの完全版です。郵送するものと同じです。
・課題の出し方については前のプリントを参照
・今回追加の分は太文字でアンダーラインをつけています。

国語
課題
①教科書 要約

･スタディサプリの動画は 5/7 発送の ID で見られるようになります。上手に活用してください。
英語

②教科書 要約
課題

内容

①リスニングプリント 5 枚と
課題考査チャレンジ 1 枚＋リ
スニングの冊子

しっかり聞き取れるようになるまで繰
り返しきくこと。できなかった問題は
よく復習。
p.4～111(全て) 文法の基礎問題で
す。わからない時は、スタサプ、詳しく
知りたいときは、ブレイクスルーの分
厚い参考書を見てください。
New Words を辞書で調べ、解説プリン
ト も 参 照 し 、 問 題 を 解 く 。 English
Central(別紙)で音読活動をする。
レポート用紙かルーズリーフに週に 3
回英語で日記を書くこと。５月６日ま
での分で OK

②Vision Quest の
WORKBOOK

③PRO-VISION 学習ノート
Lesson１～３

④英語日記

⑤英単語ターゲット１２００
の Section2、３の単語と熟語

動画視聴課題。続けて週１度程度配信
します。数学と同じところにリンクを
移動しました。pdf ファイルです。
動画を見られない人は、以前指示した
テーマ＋自由なテーマ（４つ程度）で５
文以上の英作文を書いてください。
動画視聴課題。上と同じファイルにリ
ンクがあります。教材として教科書の
答えを送付します。

⑥HelloBetsy

⑦Kotaki ch.

数学

p.80～305 赤シートで隠して書いて答
えられるようにする。音声を必ずチェ
ックする。アプリ学習もおすすめ。

答え合わせ

提出

あり

プリントを冊子
にはさんで
次回登校日

あり

なし

次回登校日

Section2 の
確認テスト
も活用すべ
し。なし

【自由提出】練
習した用紙を提
出。（形式自由）

③体系古典文法準拠ノート

内容

数学Ⅰ・A

題をノートに解く。
★練習 1～15、20、21、164～170

追加⑥ 教科書用のプリント

追加⑦ 漢文必携チェックノート

なし

なし

④の英語日記の
紙に続けて記入
次回登校日

なし

答え合わせ

課題

①課題考査にチャレンジ

提出
②現代社会

あり

次回登校日

あり

次回登校日

（途中式も書くこと）

裏に続きがあります

p.2～p.25 までの A 問題を解く。
③４プロ数 A 完成ノート
【場合の数と確率】

動画が上がったらそれを見ること
P.26～P.46 までの A 問題を解く。

（途中式も書くこと）

不要

追加 ｐ６～１３
スタディサプリ高１高２ベーシック
レベル古文第１講第２講も参考に。

要

ｐ４～３７

授業再開後指示

次回登校日

不要

要

現代文１～４，古文１，漢文１～３

不要

次回登校日

漢文必携、及びスタディサプリ高１高

不要

授業再開後指示

答え合わ
せ

提出

あり
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２ベーシックレベル漢文第１講～第

その他

動画が上がったらそれを見ること。
P.36～P.59 までの全ての問題を解く。

次回登校日

ｐ２～９

p.22～p.35 までの全ての問題を解く。

【数と式，集合と命題】

不要

本をどんどん読んでみよう。

ただし、練習 16～18、166、167 は除く。

②４プロ数Ⅰ完成ノート

次回登校日

３講を参考に。

LEGEND 用ノートを作成し、以下の練習問
①NEW ACTION LEGEND

不要

何でもいいので、好きな本、読みたい

⑤読書

スタサプは標準レベルを参考に(レベルによって Basic や High レベルを)見て下さい。
課題

提出

トのｐ２～５をやる。

④基礎 現代文（尚文出版）
次回登校日

国語総合現代文編ｐ４～８を読み、原
稿用紙に２００字以内で要約。
国語総合現代文編ｐ９～１４を読み、
原稿用紙に 200 字以内で要約。

答え合わせ

古典文法の本をよく読んで、準拠ノー

次回登校日

解説プリン
トを送りま
す。あり

内容

あり

次回登校日

内容
幻の課題考査にチャレンジして春
課題の理解度をチェックしよう。
（英語・数学・国語）
・教科書 p86～155（政治分野）を
読み（1 学期に学習する予定だっ
た分）、ワーク「つかむ現代社会」
の対応箇所（p34～67）をやって
おく。ワークに直接書き込んでも
良い。解答を見ながら勉強しても
可。
（必須課題）
＊余裕のある人は教科書 p184～255
（経済分野）で同じ事をしてくだ
さい。
（自由課題）

答え合わせ
をする（学
習した後が
分かれば良
い）

授業再開後に別途
指示

③理科（物理基礎・生物基礎）

④保健体育

⑤音楽

⑥美術

⑦家庭科

・物理基礎
教科書 p6～27 を読みながら、準拠
ノート教科書の整理 p6～17 の穴埋
めをする。問 5～13 もできる限りチ
ャレンジしてみよう。※問はできて
いなくてもいいので、準拠ノートの
穴埋めを完成し、最初の授業で提
出。
教科書の対応する範囲をよく読み、
準拠ノート教科書の整理の p27 11
運動の法則(2)までを完成させなさ
い。最初の授業で提出。
・生物基礎
教科書 p12～39 を何回も読む。p48
～50 学習のまとめにもチャレンジ
してみよう。（提出の必要はありま
せん。
）
授業用のノートを用意し、課題プリ
ントの内容を教科書やインターネッ
トなどを使って調べ、そのノートに
まとめる。自分のオリジナルの生物
ノートを作るつもりで取り組もう。
提出については授業再開後に指示し
ます。
スタディサプリの「高 1 生物基礎」
の第 1 講～第 4 講の動画も順に配信
していきますので、興味のある人は
活用してください。
・保健教科書ｐ6～23 を読み、保健
体育ノートｐ2～17 の設問に答
える。また右側 NOTE 欄に教科
書の内容を簡単にまとめる。
・「夢野台体操」の動画を見て練習
し、細部まで覚える。
・体力・筋力・気力を維持して元気
に登校できるように準備をして
おく！
・校歌を覚える（音楽選択者だけで
なく全員に対する課題です）
・校歌の歌詞及び音源は学年の HP
内にあります。
・美術選択者（２・４・６組）の生
徒に、課題の書かれた別紙プリン
トを郵送する。
・教科書準拠 学習ノートの次のペ
ージ問題をしてください。
１編１章「自立するとは」p2～p5
１編２章「楽しく安全に食べる」p10
～p25
・生活ハンドブック資料編
家族・家庭/子どもの発達/高齢者/共
生/消費・環境（p５～p６７）の奇数

ページの下に紹介されている「小論
文ココが出題された」大学入試問題
の中から好きなものを１つ選んで、
小論文にチャレンジしてください。
その際、何ページのどの出題を選ん
だか問題を書き写して、学習ノート
の p９８以降に書いて提出してくだ
さい。小論文を書くプロセスは巻末
資料 p350 が参考になります。

物理はあり

なし

生物は授業再開後に指
示

なし

授業再開後指示

なし

なし

なし

再開後 1 回目の授
業で提出

授業再開後指示

⑧情報

なし

⑨ACTIO 手帳

４/9～日付の下の勉強時間、30 分
おきに☆に〇をつけ記録する。詳細
は手帳の後ろ参照。
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