
 

                       令和２年４月１５日 

保護者各位 

 

県立宜野座高等学校 

校長 上地 さとみ 

《公印省略》 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業期間ならびに家庭学習課題のお知らせ 

 

 

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  平素より本校の教育活動に対し、ご理解・ご協

力を賜り厚くお礼申し上げます。 

沖縄県教育委員会「新型コロナウイルス感染症対策のための県立学校における一斉臨時休業について

（通知）」（4 月 14 日：教県第 139 号）によって、新たに臨時休業の期間が延長されました。学校の再開

につきましては、現在のところ GW 休業明けの令和２年５月７日（木）を予定としております。感染症

拡大の状況によっては、今後変更等がある場合は、本校 HP にてお知らせいたします。随時ご確認を頂き

ますよう宜しくお願い致します。 

（※右下 QR コードを携帯で読み込みと本校 HP を確認できます。） 

あわせて、学校配信メーリングサービス「めるぽん」においても、最新の情報を配信しています。まだ、登

録されていらっしゃらない保護者の皆様もこの機会にぜひ登録をお願い致します。登録方法に関しては裏

面に詳細がありますので、そちらを参照されて下さい。 

また、今回の一斉臨時休業に対する沖縄県教育長メッセージも HP に掲載 

していますので、ご確認ください。（別紙で同封しております）          【宜野座高校 HP】 

本島北部地域でも新たなコロナウイルス感染者が出ました。 

生徒の皆さんは、    

（１）不要不急の外出を控える 

（２）手洗い・うがいなどの感染防止対策を各自徹底する 

（３）規則正しい生活習慣を心がけ睡眠・休養をしっかり取る 

などを心がけ、自己管理に努めて下さい。 

 

なお、今回の臨時休業期間の延長にともない家庭学習の課題を以下に提示しますので、確認し、休業中

に各自でしっかり取り組んで下さい。 

                                     

１ 臨時休業の期間  

  令和２年４月７日（月）～５月６日（水） 

２ 臨時休業中における各教科の家庭学習課題内容一覧を別紙に示していますので、各自確認して取り

組んで下さい。なお、課題については、各教科担当へ提出、１学期の評価に反映します。 



 

※別紙課題プリントがある場合は同封されています。 

３ 特進クラスに関しては、すでに郵送でお知らせしたとおり、併せてスタディサプリでの自学自習に

も取り組んで下さい。 

 

学校メーリングサービス「めるぽん」の登録について 

 

１．「めるぽん」 とは 

 宜野座高校が沖縄銀行の関連会社「おきぎんエス・ピー・オー」と契約しているメーリングサービスで

す。セキュリティーがしっかりしており、学校の管理者でも登録者のアドレスを見ることはできない仕

組みになっています。 

 

２．メールの内容 

 学校の様子や PTA の情報を随時送っています。 例→ 

 

３．登録方法 

（１）パソコンの場合 

①330051h@mpta.jpに空メール（本文内容を何も 

記載していないメール）を送る。 

②「宜野座高校メーリングサービスの案内」がメール 

 が送られてくる 

③メールにある登録 URL（アドレス）をクリックして 

登録HPで登録をする 

※学校で使用している ◯◯◯@open.ed.jp は教育センターの仕様で使えないようです。 

 

（２）携帯・スマホの場合 

①330051h@mpta.jpに空メール（本文内容を何も記載していないメール）を送る。 

または、右下の QR ｺｰﾄﾞを読み込むとメール作成画面になりますので、そちらから、上記と同じよ

うに 330051h@mpta.jpに空メールを送ってください。 

②「宜野座高校メーリングサービスの案内」がメール 

が送られてくる 

 ③メールにある登録URL（アドレス）をクリックして登録 

HPで登録をする 

 

 

 



 

１．臨時休業（４月７日～５月６日）に伴う自宅学習の課題内容（１年特進クラス） 

英語 

①コミュニケーション英語 I WORKBOOK Lesson１～３（P６－２３） 

※新出単語は、教科書の後ろにのっています。 

②Start Up 123 P2-7 

国語 

○教科書国語総合ｐ１８～２３『世界は謎に満ちている』について ノートに写本すること。 

○Ｐ２４上欄五の１「果ては」、２「ましてや」の短文を作り、ノートに書くこと。 

○Ｐ２４下欄の重要漢字を３回ずつノートに書くこと。 

数学 

①数Ⅰ第 1 章 1 節の例、例題、応用例題を、ノートに写し、練習問題も解く。 

②数Ⅰ第 1 章 2 節の例、例題、応用例題を、ノートに写し、練習問題も解く。 

※ノートは、各自で準備して下さい。 

理科 

化学基礎 

（オンライン学習）ネット環境 PC・スマホで ※ 通信料に注意すること 

①YouTube 予備校のノリで学ぶ【高校化学】化学の勉強法(最強ノートの作り方)【受験対策】 

②NHK 高校講座/化学基礎 第１回「日常生活と化学」～第５回「元素の確認」各 20 分 

③教科書などを活用して、ニューサポート化学基礎 p.2～p.11 まで問題演習（問題集） 

生物基礎  

教科書 22 ページ～56 ページを読んでリード Light ノート 10 ページ～29 ページを解く。 

現代社会 

①右の QR コードを読み込んで、２つのラジオ番組を視聴して下さい。 

 ※ 通信料に注意すること 

 検索する場合は、「NHK 高校講座 現代社会」で検索し、NHK 高校 

講座ページで、「地球環境と資源エネルギー問題」と「科学技術の発 

達と生命」を選択して視聴して下さい。 

②視聴した上で、教科書Ｐ６～２１を熟読し、重要な部分を蛍光ﾍﾟﾝなどでチェックしなさい。 

③上記教科書①に対応した現代社会ﾉｰﾄ P２～13 をまとめなさい。 

※①登校後、最初の授業でﾉｰﾄを提出 ※②登校後、上記範囲の単元ﾃｽﾄ実施 →１学期評価対象 

 



 

２．臨時休業（４月７日～５月６日）に伴う自宅学習の課題内容（１年普通クラス） 

英語 

①コミュニケーション英語 I WORKBOOK Lesson１～2（P６－17） 

※新出単語は、教科書の後ろにのっています。 

②高校英語の基礎 Type A （P28-33） 

国語 

○教科書国語総合ｐ１８～２３『世界は謎に満ちている』について ノートに写本すること。 

○Ｐ２４上欄五の１「果ては」、２「ましてや」の短文を作り、ノートに書くこと。 

○Ｐ２４下欄の重要漢字を３回ずつノートに書くこと。 

数学 

数Ⅰ第 1 章 1 節ｐ.２２まで、ｐ.２９～３４までの例、例題、応用例題をノートに写し、練習問題も解く。                

※ノートは、各自で準備して下さい。 

理科 

物理基礎 教科書序章(p.5～7)の内容をよく読んで、問題集「ネオパルノート物理基礎」p.1~3 を解いて

ください。(※教科書 p.7 のドリルの解答は教科書巻末(p.171)にあります。) 

化学基礎（オンライン学習）ネット環境 PC・スマホで ※ 通信料に注意すること 

①NHK 高校講座/化学基礎 第１回「日常生活と化学」～第５回「元素の確認」各 20 分 

     ②教科書などを活用して、ニューサポート化学基礎 p.2～p.11 まで問題演習（問題集） 

生物基礎 教科書 22 ページ～56 ページを読んでリード Light ノート 10 ページ～29 ページを解く。 

地学基礎 教科書 4 ページ～25 ページを読んでネオパルノート 2 ページ～9 ページを解いて下さい。 

現代社会 

①右の QR コードを読み込んで、２つのラジオ番組を視聴して下さい。 

 ※通信料に注意すること 

 検索する場合は、「NHK 高校講座 現代社会」で検索し、NHK 高校 

講座ページで、「地球環境と資源エネルギー問題」と「科学技術の発 

達と生命」を選択して視聴して下さい。 

②視聴した上で、教科書Ｐ６～２１を熟読し、重要な部分を蛍光ﾍﾟﾝなどでチェックしなさい。 

③上記教科書①に対応した現代社会ﾉｰﾄ P２～13 をまとめなさい。 

※①登校後、最初の授業でﾉｰﾄを提出 ※②登校後、上記範囲の単元ﾃｽﾄ実施 →１学期評価対象 

 

 



 

３．臨時休業（４月７日～５月６日）に伴う自宅学習の課題内容（２年特進クラス） 

英語 

①英表Ⅰの教科書「be」Lesson8～Lesson12 Exercises をﾉｰﾄに書いて解く 

②VistaⅡ Workbook Lesson１、Lesson２ 

国語 

①ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｱ Ｐ５８～６９ 

②教科書 国語総合 ノートに写本 Ｐ２２２～２２３『児のそら寝』 

※本文、教科書下部の注釈も写本する 

③教科書 国語総合 ノートに写本 Ｐ２２４～２２５『古文を読むために①』 

数学 

①数Ⅱ第 1 章 1 節の例、例題、応用例題をノートに写し、練習問題も解く。 

③数Ⅱ第１章 2 節（ｐ.６４、６５は省く）の例、例題、応用例題をノートに写し、練習問題も解く。 

※ノートは、各自で準備して下さい。 

理科 

物理基礎 教科書序章(p.5～7)の内容をよく読んで、問題集「ネオパルノート物理基礎」p.1~3 を解 

いてください。(※教科書 p.7 のドリルの解答は教科書巻末(p.171)にあります。) 

化学基礎（オンライン学習）ネット環境 PC・スマホで ※ 通信料に注意すること 

①YouTube 予備校のノリで学ぶ 【高校化学】化学の勉強法(最強ノートの作り方)【受験対策】 

    ②NHK 高校講座/化学基礎 第１回「日常生活と化学」～第５回「元素の確認」各 20 分 

    ③教科書などを活用して、ニューサポート化学基礎 p.2～p.11 まで問題演習（問題集） 

生物基礎 教科書 22 ページ～56 ページを読んでリード Light ノート 10 ページ～29 ページを解く。 

地学基礎 教科書 4 ページ～25 ページを読んでネオパルノート 2 ページ～9 ページを解いて下さい。 

世界史 

世界の歴史上の人物で最も日本に影響を与えた人物、また日本の歴史上の人物で最も日本に影響を与え

た人物、それぞれ１人を考え、その人物 2 名について A４１枚程度でレポートせよ。 

 

４．臨時休業（４月７日～５月６日）に伴う自宅学習の課題内容（２年普通クラス） 

 

英語 

①別紙 A4 ﾌﾟﾘﾝﾄ（p１～４） 



 

②Workbook Lesson１、Lesson2 

国語 

①ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｱ Ｐ５８～６９ 

②教科書 国語総合 ノートに写本 Ｐ２２２～２２３『児のそら寝』 

※本文、教科書下部の注釈も写本する 

③教科書 国語総合 ノートに写本 Ｐ２２４～２２５『古文を読むために①』 

数学 

別紙 A4 ﾌﾟﾘﾝﾄ（p１～p２） 

理科 

物理基礎 教科書序章(p.5～7)の内容をよく読んで、問題集「ネオパルノート物理基礎」p.1~3 を解 

いてください。(※教科書 p.7 のドリルの解答は教科書巻末(p.171)にあります。) 

化学基礎（オンライン学習）ネット環境 PC・スマホで ※ 通信料に注意すること 

①NHK 高校講座/化学基礎 第１回「日常生活と化学」～第５回「元素の確認」各 20 分 

   ②教科書などを活用して、ニューサポート化学基礎 p.2～p.11 まで問題演習（問題集） 

生物基礎 教科書 22 ページ～56 ページを読んでリード Light ノート 10 ページ～29 ページを解く。 

地学基礎 教科書 4 ページ～25 ページを読んでネオパルノート 2 ページ～9 ページを解いて下さい。 

世界史 

世界の歴史上の人物で最も日本に影響を与えた人物、また日本の歴史上の人物で最も日本に影響を与え

た人物、それぞれ１人を考え、その人物 2 名について A４１枚程度でレポートせよ。 

 

５．臨時休業（４月７日～５月６日）に伴う自宅学習の課題内容（３年特進クラス） 

英語 

①別紙 A4 ﾌﾟﾘﾝﾄ（p１～４）②Workbook p14～p25 

国語 

①ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｱ Ｐ１１２～１２３ 

②教科書 現代文Ｂ ノートに写本 Ｐ１７２～１７９『春の小川の思い出』 

数学 

・数Ⅲ選択者 

①第２章１節の例、例題、応用例題をノートに写し、練習問題も解く。 

②第２章２節の例、例題、応用例題をノートに写し、練習問題も解く。 



 

・総数選択者 

別紙 A4 ﾌﾟﾘﾝﾄ（p１～５） 

理科 

物理 問題集「リードα」の第 4 章(p.32～41)、第 6 章(p.52～p.60)を解いてください。 

（※「物理基礎」の復習です。必要があれば昨年使用した教科書で内容を確認すること。） 

化学（オンライン学習）ネット環境 PC・スマホで ※ 通信料に注意すること 

①YouTube 予備校のノリで学ぶ  

・【高校化学】化学の勉強法(最強ノートの作り方)【受験対策】 

・【高校化学】モル計算の基本【理論化学】 

・【高校化学】濃度計算①(いろいろな濃度)【理論化学】 

・【高校化学】濃度計算②(濃度の変換)【理論化学】 

②NHK 高校講座/化学基礎 第 25 回「酸と塩基」～見れるだけ（各 20 分）を見て学ぶ。 

（※ モル計算・化学反応式・濃度の問題を探して、各自で演習をして力をつけておくこと。） 

生物 教科書 22 ページ～56 ページを読んでリード Light ノート 10 ページ～29 ページを解く。 

地学 地学基礎の教科書 102 ページ～123 ページを読んでネオパルノート 52 ページ～67 ページを解い

て下さい。紛失や手元にない生徒は学校（地学担当：新垣）まで連絡を下さい。 

地歴公民 

・世界史 B 

①教科書ｐ76～98 の中世ﾖｰﾛｯﾊﾟについて、教科書本文を熟読すること（新学期に小ﾃｽﾄあり） 

②『ﾛﾐｵとｼﾞｭﾘｴｯﾄ』とはどんな話か？他人に説明できるように調べる。 

 

・倫理 

新学期に「倫理」をﾃｰﾏに意見文を書いてもらいます。そのための材料（新聞記事、ﾃﾚﾋﾞ番組等具体的

に）を探し、考えを深めておく。 

 

・日本史 

あなたが大河ﾄﾞﾗﾏをﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽするとしたら、どんなﾃｰﾏで誰を主演にしますか？自由に発想して下さい。

但し、以下の条件を守ること。 

①A41 枚にまとめる。 ②扱うﾃｰﾏについて、過去 20 年間にすでに作られたﾃｰﾏは NG。 

③主演俳優については、過去に大河ﾄﾞﾗﾏで主演したことのある人は NG。 

④登場人物をその配役などもなるべく詳細に書くこと。 

 

・地理 B 

教科書ｐ6～15、p28～35 を熟読するとともに、下記 QR ｺｰﾄﾞをもとに番組 2 本を視聴した上で、要点

を A4 ｻｲｽﾞ 3 枚以上 4 枚以内でまとめなさい。 ※通信料に注意すること 

※①レポートは登校後、要提出 ※②上記、教科書範囲の単元ﾃｽﾄ実施 →１学期評価対象） 



 

 

  番組１    番組２ 

QR ｺｰﾄﾞが読めない場合は、下記で検索して視聴して下さい。 

番組１名称：NHK 高校講座地理「地図で地球を見てみよう」 

番組２名称：NHK 高校講座地理「世界の地形を見てみよう（１）～大陸 

はどうなっているか～」 

 

６．臨時休業（４月７日～５月６日）に伴う自宅学習の課題内容（３年普通クラス） 

英語 

別紙 A４ﾌﾟﾘﾝﾄ（p１～８） 

国語 

①ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｱ Ｐ１１２～１２３ 

②教科書 現代文Ｂ ノートに写本 Ｐ１７２～１７９ 『春の小川の思い出』 

数学 

別紙 A4 ﾌﾟﾘﾝﾄ（p１～３） 

理科 

物理 1,2 年で使用した「物理基礎」の教科書 p.96～106 を学習し、p.107 の章末確認テスト問題を 

解いてください。(※教科書巻末(p.182)に解答があるので、解き終えたら各自で確認すること。) 

化学 （オンライン学習）ネット環境 PC・スマホで ※ 通信料に注意すること 

NHK 高校講座/化学基礎 第 25 回「酸と塩基」～見れるだけ（各 20 分）を見て学ぶこと。 

生物 教科書 22 ページ～56 ページを読んでリード Light ノート 10 ページ～29 ページを解く。 

地学 地学基礎の教科書 102 ページ～123 ページを読んでネオパルノート 52 ページ～67 ページを 

解いて下さい。紛失や手元にない生徒は学校（地学担当：新垣）まで連絡を下さい。 

地歴公民 

・世界史 B 

①教科書ｐ76～98 の中世ﾖｰﾛｯﾊﾟについて、教科書本文を熟読すること（新学期に小ﾃｽﾄあり） 

②『ﾛﾐｵとｼﾞｭﾘｴｯﾄ』とはどんな話か？他人に説明できるように調べる。 

 

・倫理 

新学期に「倫理」をﾃｰﾏに意見文を書いてもらいます。そのための材料（新聞記事、ﾃﾚﾋﾞ番組等具体的

に）を探し、考えを深めておく。 



 

・日本史 

あなたが大河ﾄﾞﾗﾏをﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽするとしたら、どんなﾃｰﾏで誰を主演にしますか？自由に発想して下さい。

但し、以下の条件を守ること。 

①A41 枚にまとめる。 ②扱うﾃｰﾏについて、過去 20 年間にすでに作られたﾃｰﾏは NG。 

③主演俳優については、過去に大河ﾄﾞﾗﾏで主演したことのある人は NG。 

④登場人物をその配役などもなるべく詳細に書くこと。 

 

・地理 B 

教科書ｐ6～15、p28～35 を熟読するとともに、下記 QR ｺｰﾄﾞをもとに番組 2 本を視聴した上で、要点

を A4 ｻｲｽﾞ 3 枚以上 4 枚以内でまとめなさい。 ※通信料に注意すること 

※①レポートは登校後、要提出 ※②上記、教科書範囲の単元ﾃｽﾄ実施 →１学期評価対象） 

 

  番組１    番組２ 

QR ｺｰﾄﾞが読めない場合は、下記で検索して視聴して下さい。 

番組１名称：NHK 高校講座地理「地図で地球を見てみよう」 

番組２名称：NHK 高校講座地理「世界の地形を見てみよう（１）～大陸 

はどうなっているか～」 

 

 

 

 


