
休校課題(4/21～)一覧表(理Ⅰ) 
科目 内容 提出日 

現代文Ｂ 

 

 

①ＬＴ現代文３ ５～８ 読解キーワード① 

②教科書ｐ226～238｢同情トイフコト｣を通読し、感

想をノートに１０行以上でまとめること。 

◆①→LT現代文はプリントを配付するのでプリント

に解答、答え合わせをして提出すること 

提出〆切→〆切厳守 

①次回出校日 

②最初の授業 

※不備あり→やり直し 

数学 

（数Ⅲ・数特 C） 

黄チャートⅡ＋B 基本例題 

174,175,180,181,182,185,194,196,205,206,207,216 

プリントに問題を解いてくること。持ってなければ

ノートに解いてくる。 

数学Ⅲの微積は数Ⅱの微積の理論を使う問題が多く

あります。今回は数Ⅱからその問題を選定しまし

た。忘れていた人は「PRACTICE」も解くこともおす

すめします。 

次回の出校日 

化学 

 

プリント（問題用紙１枚、解答用紙１枚） 

→解答用紙に解答し提出。 

次回の出校日 

選 物理 別紙にて指示。 次回の出校日 

択 生物 別紙にて指示。 出校日 

英語 

 

Blossom 4 Unit 9 ～ Unit 15 4/21に配布されるプ

リントに解答し、答え

合わせまでして次の出

校日に提出 

総合学習 なし  

◆配付されたプリント等は枚数などを必ず確認すること！ 

◆休校中の課題は厳密にチェックし評価します。 

各自で真剣に取り組み、解答すること。 

丸写しや再提出など、いい加減なやり方は大幅に減点します。 

 



休校課題(4/21～)一覧表(理Ⅱ) 
科目 内容 提出日 

現代文Ｂ 

 

①ＬＴ現代文３ ５～８ 読解キーワード① 

②教科書ｐ226～238｢同情トイフコト｣を通読し、感想をノー

トに１０行以上でまとめること 

①③→次回出校日 

②④→最初の授業 厳守 

※不備あり→やり直し 

古典Ｂ ③力をつける古典３ ３･４･16･17 

④教科書古文編｢門出｣ｐ78～79･7 行目まで本文をノートに

写し、単語の意味調べ、口語訳をノートにまとめること。 

◆分からない単語は全て調べてノートに書き出すこと。 

◆①LT 現代文③力をつける古

典についてはプリントを配付

するので、プリントに解答、

答え合わせをして提出する 

現代社会 興味を持った新聞記事やニュースを取り上げ、①日付と概要（2 行

程度で書くか、新聞記事添付）②それに関する感想など（１０行以

上）を B5 のルーズリーフ等に書いてください。 

４月 20 日～28 日の内容で 2 つ 

4 月 29 日～5 月 6 日の内容で 2 つ 

合計 4 つの記事について書いてください。クラス、番

号、名前は表面上に書いてください。 

次回の登校日 

  

 休校中の課題は厳密に 

 評価します。丸写しや 

 再提出などは大幅に 

 減点します 

数学 

（数Ⅲ・数特 D） 

黄チャートⅡ＋B 基本例題 

174,175,180,181,182,185,194,196,205,206,207,216 

プリントに問題を解いてくること。持ってなければノートに解いて

くる。【数学Ⅲの微積は数Ⅱの微積の理論を使う問題が多くありま

す。今回は数Ⅱからその問題を選定しました。忘れていた人は

「PRACTICE」も解くこともおすすめします。】 

次回の出校日 

 配付されたプリントは  

 必ず枚数を確認する！ 

 

 各自で真剣に取り組む 

 こと！ 

化学 プリント（問題用紙１枚、解答用紙１枚） 

→解答用紙に解答し提出。 

次回の出校日 

選 物理 別紙にて指示。 次回の出校日 

択 生物 別紙にて指示。 出校日 

英語 

 

 

Blossom 4 Unit 9 ～ Unit 15 4/21 に配布されるプリン

トに解答し、答え合わせま

でして次の出校日に提出 

総合学習 なし  



休校課題(4/21～)一覧表(文Ⅰ)   

科目 内容 提出日 

現代文Ｂ 

 

 

①ＬＴ現代文３ ５～８ 読解キーワード① 

②教科書ｐ226～238｢同情トイフコト｣を通読 

し感想をノートに１０行以上でまとめること 

提出〆切→〆切厳守 

①③⑤→次回出校日 

②④→最初の授業 

古典Ｂ ③力をつける古典３ ３･４･16･17 

④教科書古文編｢門出｣ｐ78～79･7 行目まで本文をノ

ートに写し、単語の意味調べ、口語訳をノートにま

とめること。◆分からない単語は全て調べてノート

に書き出すこと。 

※不備あり→やり直し 

◆①LT 現代文③力をつける

古典⑤パーフェクト演習に

ついてはプリントを配付す

るので、プリン 

 

選 

国特 

 

⑤パーフェクト演習第１編 ５～10 ｐ12～23 

◆辞書などを使ったりｐ24～29 を参考に各自で解答

を完成させ、その上で答え合わせをすること。丸

写し等はやり直しとする 

トに解答、答え合わせをし

て提出すること。 

択 数学 朝学で行う問題６問（ﾌﾟﾘﾝﾄ×1） 

ジュニア演習数学ⅠＡの 1～７(ﾌﾟﾘﾝﾄ×1) 

次回出校日 

 

 

選 

 

日本史 

 

ノートまとめ続き 

範囲８：教科書 P.２０２～P.２０５＜農業生産の進展＞＜

諸産業の発展＞ 

範囲９：教科書 P.２０６～P.２０８＜交通の整備と発達＞ 

範囲１０：教科書 P.２０８～P.２１２＜貨幣と金融＞＜三

都の発展＞＜商業の展開＞ 

教科書だけではなく、資料集も活用しよう！ 

次回の出校日 

 

 

択  

世界史 

 

重要語句 Check List 

P 106～ P 123  

5/6以降の出校日に提出 

＊答え合わせを忘れずに 

日本史特講 第二次世界大戦について、教科書・資料集を

活用してまとめる。「沖縄戦」など、特定の

事柄に限定しても良い。 

次回の出校日 

世界史特講 プリントで指示 次回の出校日 



現代社会 

 

現社演習ノート P 69 ～ P 73  

 紛失した人はコピーor購入する等対応する

こと 

5/6以降の出校日に提出 

＊答え合わせを忘れずに 

理科特講 レポート一枚  

英語 

 

Blossom 4 Unit 9 ～ Unit 15 4/21 に配布されるプリントに解

答し、答え合わせまでして次の

出校日に提出 

総合学習 なし  

◆配付されたプリント等は枚数などを必ず確認すること！ 

◆休校中の課題は厳密にチェックし評価します。 

各自で真剣に取り組み、解答すること。 

丸写しや再提出など、いい加減なやり方は大幅に減点します。 

 

 

 

 

 

 



休校課題(4/21～)一覧表(文Ⅱ)   
科目 内容 提出日 

現代文Ｂ 

 

 

①ＬＴ現代文３ ５～８ 読解キーワード① 

②教科書ｐ226～238｢同情トイフコト｣を通読 

し感想をノートに１０行以上でまとめること 

①③→次回出校日 

②④→最初の授業 厳守 

※不備あり→やり直し 

古典Ｂ ③力をつける古典３ ３･４･16･17 

④教科書古文編｢門出｣ｐ78～79･7行目まで

本文をノートに写し、単語の意味調べ、口語

訳をノートにまとめること。◆分からない単

語は全て調べてノートに書き出すこと。 

◆①LT現代文②力をつける

古典についてはプリントを

配付するので、プリントに

解答、答え合わせをして提

出すること。 

数特Ｂ 

 

朝学で行う問題６問（ﾌﾟﾘﾝﾄ×1） 

ﾆｭｰｽﾃｰｼﾞ 1A2B 123と 789(ﾌﾟﾘﾝﾄ×1) 

 

 

 

選 

日本史 

 

ノートまとめ続き 

範囲８：教科書 P.２０２～P.２０５＜農業

生産の進展＞＜諸産業の発展＞ 

範囲９：教科書 P.２０６～P.２０８＜交通

の整備と発達＞ 

範囲１０：教科書 P.２０８～P.２１２＜貨

幣と金融＞＜三都の発展＞＜商業の展開＞ 

教科書だけではなく、資料集も活用しよう！ 

休校後最初の授業 

 

Classiに配信動画あり 

確認してください。 

択 世界史 重要語句 Check List 

P 106～ P 123 

5/6以降の出校日に提出 

＊答え合わせを忘れずに 

現代社会 

 

興味を持った新聞記事やニュースを取り上げ、

①日付と概要（2 行程度で書くか、新聞記事添

付）②それに関する感想など（１０行以上）を

B5 のルーズリーフ等に書いてください。 

４月 20 日～28 日の内容で 2 つ 

4 月 29 日～5 月 6 日の内容で 2 つ 

合計 4 つの記事について書いてください。クラ

ス、番号、名前は表面上に書いてください。 

次回の登校日 



 

選

択 

化学基 別紙にて指示 

＊答え合わせを忘れずに 

ノート等に解答し 

5/6以降の出校日に提出 

生物基 別紙にて指示。 出校日 

   

英語 

 

 

Blossom 4 Unit 9 ～ Unit 15 4/21に配布されるプリント

に解答し、答え合わせまで

して次の出校日に提出 

総合学習 なし  

◆配付されたプリント等は枚数などを必ず確認すること！ 

◆休校中の課題は厳密にチェックし評価します。 

各自で真剣に取り組み、解答すること。 

丸写しや再提出など、いい加減なやり方は大幅に減点します。 

 


