
2020/05/18（月） 
宜野座高校 教務作成 

 

コロナウイルス感染症対策に係る新たな休業の延長期間（５/７～） 

各教科課題内容一覧（確認） 

 

注意事項 

☆下記のアンケートに早めに取り組んで下さい。ご協力宜しくお願いします。 
（１）各自の課題を丁寧に確認し、学校再開時に各教科担当へ必ず提出すること 

（※評価の対象となります） 
（２）家庭での時間を有意義に活用して、定期的に学習に取り組んで下さい。 
（３）次のキャリア教育のアンケートに必ず協力をお願いします。 
   ※回答期限は、５月１９日（火）１７時までです。早めに回答の協力をお願いします。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdT
DRI5FRm601Ak9dqZuc--J9UNVpZRVNMU0FVU1JPNlpLUlM3R1NZWk5SMC4u 
 

 
 
 
 
【１年特進クラス（１－１）】 
□国語 

・文章の書き方講座 トレーニングノート（冊子全てに取り組む） 
・トレーニングノート終了後、問題に取り組む 

  ※体験作文のテーマは選択となっています。 
どの問題を選んだか、問題番号を解答用紙の指定の欄に記入すること。 
☆学校に提出するのは、「トレーニングノート」「《体験作文を書こう》解答用紙」の２

つです。 
  ※提出は、最初の授業日です。 
 
□英語 

Start Up123・・P8～P13 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI5FRm601Ak9dqZuc--J9UNVpZRVNMU0FVU1JPNlpLUlM3R1NZWk5SMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI5FRm601Ak9dqZuc--J9UNVpZRVNMU0FVU1JPNlpLUlM3R1NZWk5SMC4u


 
□数学 
数Ⅰスタディアップノートｐ.４～１９ 
 
□理科 
・物理基礎 
 教科書 p.10～12 まで学習し、ネオパルノート p.4 を解いてください。 
 （教科書の問も解くこと。解答は教科書の p.171～にあります。） 
・化学基礎 

①オンライン学習（ネット環境 PC・スマホで）  
NHK 高校講座で検索 /化学基礎 第６回「原子」～第８回「同位体」 
各 20 分を視聴する。（３回分）  

②スタディサプリ 高１高２高３ 化学基礎 第１講 物質の構成粒子 チャプター１ 
③教科書などを活用して、ニューサポート化学基礎（副読本）p.12～p.13 問題演習  

・生物基礎 
①教科書 第５章「生態系とその保全」（182 ページ～205 ページ）を読んでリード Light 

ノート 90 ページ～103 ページを解く。 
・地学基礎 

①教科書 p.26～31 までを学習し、ネオパルノート p.10～13 を解いてください。 
 
□社会 

現代社会 
①右の QR コードを読み込んで、ラジオ番組を視聴して下さい。  【NHK 高校講座】 
 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、「情報化の進展と生活」を選択して視聴して下 
さい。  

②視聴した上で、教科書Ｐ22～２５を熟読し、重要な部分を蛍光 
ペ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 P１４～1５ をまとめ     【単元の問題】 
なさい。 

④最後に右の QR コードを読み込むか、下をクリックし問題を解 
答し送信して下さい。 

 
【単元の問題のアドレス】 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI
5FRm601Ak9dqZuc--J9UREZBWFZHMFgxRzJHRUU4N1FLSEFLMUQ3Ri4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI5FRm601Ak9dqZuc--J9UREZBWFZHMFgxRzJHRUU4N1FLSEFLMUQ3Ri4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI5FRm601Ak9dqZuc--J9UREZBWFZHMFgxRzJHRUU4N1FLSEFLMUQ3Ri4u


※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 

 
□家庭 

家庭総合（プリント 1 枚） ～郷土料理や行事食について調べ実際に作ってみよう～ 
 
□体育 

保健教科書「感染症とその予防」P36～P39 を読んで表１を保健体育ノートの P150 
を利用し写本して下さい。（1 学期評価対象） 

 
□音楽 
・花（教 p.22～）（プリント１枚） 
 
【１年普通クラス（１－２、１－３】 
□国語 

・文章の書き方講座 トレーニングノート（冊子全てに取り組む） 
・トレーニングノート終了後、問題に取り組む 

  ※体験作文のテーマは選択となっています。どの問題を選んだか、問題番号を解答用紙    
   の指定の欄に記入すること。 

☆学校に提出するのは、「トレーニングノート」「《体験作文を書こう》解答用紙」の２
つです。 

  ※提出は、最初の授業日です。 
 
□英語 

Value1000 Drill Book① P2～P11 
 
□数学 

数Ⅰ第 1 章１節教科書ｐ.１９までの範囲の練習プリント裏表刷り２枚 
 
□理科 

・物理基礎 
 教科書 p.10～12 まで学習し、ネオパルノート p.4 を解いてください。 
 （教科書の問も解くこと。解答は教科書の p.171～にあります。） 

・化学基礎 
普通クラス（オンライン学習）ネット環境 PC・スマホで 
①NHK 高校講座で検索 /化学基礎 第６回「原子」～第８回「同位体」各 20 分を視聴す



る。（３回分）  
②教科書などを活用して、ニューサポート化学基礎（副読本）p.12～p.13 問題演習 

・生物基礎 
①教科書 第５章「生態系とその保全」（182 ページ～205 ページ）を読んでリード Light 

ノート 90 ページ～103 ページを解く。 
・地学基礎 

①教科書 p.26～31 までを学習し、ネオパルノート p.10～13 を解いてください。 
 
□社会 

現代社会 
①右の QR コードを読み込んで、ラジオ番組を視聴して下さい。  【NHK 高校講座】 
  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、「情報化の進展と生活」を選択して視聴し 
て下さい。  

②視聴した上で、教科書Ｐ22～２５を熟読し、重要な部分を蛍 
光ペ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 P１４～1５ をまとめ   【単元の問題】 
さい。 

④最後に右の QR コードを読み込むか、下をクリックし問題を解答 
し、送信して下さい。 

 
【単元の問題のアドレス】 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI5F
Rm601Ak9dqZuc--J9UREZBWFZHMFgxRzJHRUU4N1FLSEFLMUQ3Ri4u 
※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 
 
□家庭 

家庭総合（プリント 1 枚）～郷土料理や行事食について調べ実際に作ってみよう～ 
 
□体育 

保健教科書「感染症とその予防」P36～P39 を読んで表１を保健体育ノートの P150 
を利用し写本して下さい。（1 学期評価対象） 

 
□音楽 

・花（教 p.22～）（プリント１枚） 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI5FRm601Ak9dqZuc--J9UREZBWFZHMFgxRzJHRUU4N1FLSEFLMUQ3Ri4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI5FRm601Ak9dqZuc--J9UREZBWFZHMFgxRzJHRUU4N1FLSEFLMUQ3Ri4u


 
【２年特進クラス（２－１）】 
□国語 

・ステップ基礎小論文 書き方ノート（冊子全てに取り組む） 
・書き方ノート終了後、問題に取り組む。 

 ※選択問題となっています。どの問題を選んだか、問題番号を解答用紙の指定の欄に記入 
すること。 

☆学校の提出するのは「書き方ノート」「解答用紙」の２つです。 
 ※提出は最初の授業日です。 
 
□英語 

VistaⅡ Workbook  Lesson3 ( P20～P27) 
 
□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。 
 ②数Ⅱ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ください。 
 
□理科 

・物理基礎 
 教科書 p.10～12 まで学習し、ネオパルノート p.4 を解いてください。 
 （教科書の問も解くこと。解答は教科書の p.171～にあります。） 

・化学基礎 
①オンライン学習（ネット環境 PC・スマホで）  

NHK 高校講座で検索 /化学基礎 第６回「原子」～第８回「同位体」各 20 分を視聴す
る。（３回分）  

②スタディサプリ 高１高２高３ 化学基礎 第１講 物質の構成粒子 チャプター１ 
③教科書などを活用して、ニューサポート化学基礎（副読本）p.12～p.13 問題演習  

・生物基礎 
教科書 第５章「生態系とその保全」（182 ページ～205 ページ）を読んでリード Light 
ノート 90 ページ～103 ページを解く。 

・地学基礎 
①教科書 p.26～31 までを学習し、ネオパルノート p.10～13 を解いてください。 

 
□社会 

世界史～課題プリント（B4、1 枚）を、教科書 p.14～27 を参照しながら解答する。 



 
□家庭 

家庭総合（プリント 1 枚）～家にある材料で手作りマスクを作ろう～ 作品提出 
 
□体育 

保健教科書「感染症とその予防」P36～P39 を読んで表１を保健体育ノートの P150 
を利用し写本して下さい。（1 学期評価対象） 

 
□音楽 

・浜辺の歌（教 p.10～）＆著作権について 両面プリント１枚 
 
【２年普通クラス（２－２、２－３）】 
□国語 

・ステップ基礎小論文 書き方ノート（冊子全てに取り組む） 
・書き方ノート終了後、問題に取り組む。 

  ※選択問題となっています。どの問題を選んだか、問題番号を解答用紙の指定の欄に記     
   入すること。 

☆学校の提出するのは「書き方ノート」「解答用紙」の２つです。 
  ※提出は最初の授業日です。 
 
□英語 

Value1000 Drill Book② P2～P11 
 
□数学 

数Ⅱ教科書ｐ.８～１１、１５～３０の練習問題のプリント裏表刷り 1 枚 
 
□理科 

・物理基礎（１年・２年） 
  教科書 p.10～12 まで学習し、ネオパルノート p.4 を解いてください。 
 （教科書の問も解くこと。解答は教科書の p.171～にあります。） 

・化学基礎 
①オンライン学習（ネット環境 PC・スマホで） 
②NHK 高校講座で検索 /化学基礎 第６回「原子」～第８回「同位体」各 20 分を視 

聴する。（３回分）  
③教科書などを活用して、ニューサポート化学基礎（副読本）p.12～p.13 問題演習 

・生物基礎 



教科書 第５章「生態系とその保全」（182 ページ～205 ページ）を読んでリード Light 
ノート 90 ページ～103 ページを解く。 

・地学基礎 
教科書 p.26～31 までを学習し、ネオパルノート p.10～13 を解いてください。 

 
□社会 

世界史～課題プリント（B4、1 枚）を、教科書 p.14～27 を参照しながら解答する。 
 
□家庭 

家庭総合（プリント 1 枚） ～家にある材料で手作りマスクを作ろう～ 作品提出 
 
□体育 

保健教科書「感染症とその予防」P36～P39 を読んで表１を保健体育ノートの P150 
を利用し写本して下さい。（1 学期評価対象） 

 
□音楽 

・浜辺の歌（教 p.10～）＆著作権について 両面プリント１枚 
 
 
【３年特進クラス（３－１）】 
□国語 

進路から出ている志望理由書の作成 
 
□英語 

My WayⅢ Workbook （ｐ26～31 ） 
 
□数学 

①数Ⅲスタディアップノートｐ.２７～４４ 
 ②総合数学プリント裏表刷り 2 枚配布（マーク模試第 5 問） 

→2 年生で購入した A４ノートに解き、解答・見直しをして提出する。 
 
□理科 
・物理 

教科書 p.24～33 まで学習し、スタディノート p.2～3 を解いてください。 
 （教科書の例題や問も解くこと。解答は教科書の p.473～にあります。） 
・化学 



①オンライン学習（ネット環境 PC・スマホで） 
②NHK 高校講座で検索/化学基礎/２学期 第 25 回「酸と塩基」～第 28 回「指示薬と pH

の測定」各 20 分を視聴する。（４回分）  
③スタディサプリ 高１高２高３ 化学基礎 第３講 酸と塩基① 

・生物 
教科書 第９章「生物の系統」（396 ページ～427 ページ）を読んでリード Light ノート 
172 ページ～183 ページを解く。 

・地学 
これまでで学習した内容（１～２年の地学基礎）を復習し、ネオパルノート p.68～69 の
章末問題を解いてください。 

 
□社会 
・世界史 B 

課題プリント（A4、1 枚、新学期に予定していたテスト）を、教科書 p.76～98 を熟読し
ながら解答する。 

・地理 B 
教科書ｐ36～44 を熟読するとともに、下記 QR コードをもとに番組 １本を視聴した上で、
要点を A4 サイズ 2 枚以上 3 枚以内でまとめなさい。     【番組 QR コード】  

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

  
  
QR ｺｰﾄﾞが読めない場合は、下からアクセスするか、下の名称でネット検索して視聴して下
さい。 
https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/chiri/archive/chapter004.html 
番組名：NHK 高校講座地理「世界の地形を見てみよう（２）～ざまざまな地形～」  
・日本史 B 

一問一答（A4、1 枚）を、教科書 p.12～27 を参照しながら解答する。 
・倫理 

「大切な命を守る」ことをテーマに作文をまとめる。400 字詰め原稿用紙 3 枚以上 4 枚以
内。1 枚目の 1 行目に題名、2 行目に学校名、3 枚目に学年と氏名・ふりがなを明記する
こと。（原稿用紙配布） 

・政治経済 
①「１ 政治と法の機能」（教科書ｐ6～９）、「２ 人権保障と法の支配」（p10～17） を

熟読し、大切なポイントと思われる個所に蛍光ペンなどでチェックを入れなさい。 
※わからない用語などは、理解を深める意味からもしっかりと辞書や携帯などで検索

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/chiri/archive/chapter004.html


し調べること。 
②下記 QR コードをもとに、それぞれの確認テスト問題を回答し、送信しなさい。 

※QR コードが読めない場合は、下のアドレスからそれぞれアクセスすること。 
※①２つの確認テストの点数は１学期の評価対象なので、しっかり取り組むこと。 
※②上記、教科書範囲の単元テスト実施 →１学期評価対象 

【確認テスト１】      【確認テスト２】 
 
  
 
 

【確認テスト１】 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI
5FRm601Ak9dqZuc--J9UN0dNREczU0dYUFgxUERCRFRVWEw3NkRYUi4u 
【確認テスト２】 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI
5FRm601Ak9dqZuc--J9URFo5WjlQOUNFTUdTSzNOS0gxNlJIMVJOUS4u 

 
□家庭 

・子どもの発達と保育 
（プリント 1 枚）～自分の乳幼児時代を振り返ってみよう～ 

  
・フードデザイン（プリント 1 枚）～宜野座村の特産物を使ったレシピをつくろう～ 

 
□体育 

感染症（新型コロナなど）について調べて、ノートなどを利用し、レポート提出（A4 
用紙 1 枚以上）（1 学期評価対象） 

 
□音楽 

・音楽Ⅲ 
かやの木山の（教 p.１２～１３）＆日本の作曲家たち（教 p.100）両面プリント 
・キーボード 

楽典（『ジュニアクラスの楽典問題集』p.６～p.９）コピー 両面プリント１枚 
 
【３年普通クラス（３－２、３－３）】 
□国語 

進路から出ている志望理由書の作成 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI5FRm601Ak9dqZuc--J9UN0dNREczU0dYUFgxUERCRFRVWEw3NkRYUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI5FRm601Ak9dqZuc--J9UN0dNREczU0dYUFgxUERCRFRVWEw3NkRYUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI5FRm601Ak9dqZuc--J9URFo5WjlQOUNFTUdTSzNOS0gxNlJIMVJOUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI5FRm601Ak9dqZuc--J9URFo5WjlQOUNFTUdTSzNOS0gxNlJIMVJOUS4u


□英語 
Hello there! Lesson4 & Sakura’s Adventure 2 （プリント 3 ページ） 

 
□数学 

教科書第 1 章平面ベクトルのプリント裏表刷り 1 枚 
（例５、練習７、例８、練習１１、例９、練習１４、例題２、練習１５、ｐ.３５の確認問 
題より抜粋） 
※必ず計算過程も書いてください。 

 
□理科 
・物理基礎 

教科書 p.134～137（３章「電気」の分野 直列接続と並列接続まで）を学習しておいてく
ださい。（教科書の例題や問も解くこと。解答は教科書の p.181 にあります。） 

・化学 
オンライン学習（ネット環境 PC・スマホで） 
NHK 高校講座で検索/化学基礎/２学期 第 25 回「酸と塩基」～第 28 回「指示薬と pH
の測定」各 20 分を視聴する。（４回分） 

・生物 
教科書 第９章「生物の系統」（396 ページ～427 ページ）を読んでリード Light ノート 
172 ページ～183 ページを解く。 

・地学 
これまでで学習した内容（１～２年の地学基礎）を復習し、ネオパルノート p.68～69 の 
章末問題を解いてください。 

 
□社会 

世界史 B 
課題プリント（A4、1 枚、新学期に予定していたテスト）を、教科書 p.76～98 を熟読し
ながら解答する。 

 地理 B 
教科書ｐ36～44 を熟読するとともに、下記 QR コードをもとに番組 １本を視聴した上
で、要点を A4 サイズ 2 枚以上 3 枚以内でまとめなさい。  【番組 QR コード】 
※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）  

  
 

QR コードが読めない場合は、下からアクセスするか、下の名称でネット検索して視聴し



て下さい。 
https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/chiri/archive/chapter004.html 
番組名：NHK 高校講座地理「世界の地形を見てみよう（２）～ざまざまな地形～」  

 ・日本史 B 
一問一答（A4、1 枚）を、教科書 p.12～27 を参照しながら解答する。 

・倫理 
「大切な命を守る」ことをテーマに作文をまとめる。400 字詰め原稿用紙 3 枚以上 4 枚以
内。1 枚目の 1 行目に題名、2 行目に学校名、3 枚目に学年と氏名・ふりがなを明記する
こと。（原稿用紙配布） 

・政治経済 
①「１ 政治と法の機能」（教科書ｐ6～９）、「２ 人権保障と法の支配」（p10～17） を

熟読し、大切なポイントと思われる個所に蛍光ペンなどでチェックを入れなさい。 
※わからない用語などは、理解を深める意味からもしっかりと辞書や携帯などで検索

し調べること。 
②右の QR コードをもとに、それぞれの確認テスト        【確認テスト１】 

問題を回答し、送信しなさい。 
※QR コードが読めない場合は、下のアドレスか 

らそれぞれアクセスすること。 
※①２つの確認テストの点数は１学期の評価対象 

なので、しっかり取り組むこと。 
※②上記、教科書範囲の単元テスト実施 →１学期評価対象    【確認テスト２】 
 

 
 

【確認テスト１】 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTD
RI5FRm601Ak9dqZuc--J9UN0dNREczU0dYUFgxUERCRFRVWEw3NkRYUi4u 

 
【確認テスト２】 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTD
RI5FRm601Ak9dqZuc--J9URFo5WjlQOUNFTUdTSzNOS0gxNlJIMVJOUS4u 

 
□家庭 

・子どもの発達と保育 
プリント 1 枚～自分の乳幼児時代を振り返ってみよう～ 

・フードデザイン 

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/chiri/archive/chapter004.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI5FRm601Ak9dqZuc--J9UN0dNREczU0dYUFgxUERCRFRVWEw3NkRYUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI5FRm601Ak9dqZuc--J9UN0dNREczU0dYUFgxUERCRFRVWEw3NkRYUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI5FRm601Ak9dqZuc--J9URFo5WjlQOUNFTUdTSzNOS0gxNlJIMVJOUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTDRI5FRm601Ak9dqZuc--J9URFo5WjlQOUNFTUdTSzNOS0gxNlJIMVJOUS4u


プリント 1 枚～宜野座村の特産物を使ったレシピをつくろう～ 
□体育 
 感染症（新型コロナなど）について調べて、ノートなどを利用し、レポート提出（A4 

用紙 1 枚以上）（1 学期評価対象） 
 
□音楽 
・音楽Ⅲ 

かやの木山の（教 p.１２～１３）＆日本の作曲家たち（教 p.100）両面プリント 
・キーボード 

楽典（『ジュニアクラスの楽典問題集』p.６～p.９）コピー 両面プリント１枚 
 


