
１．臨時休業（６月７日～６月１８日）に伴う自宅学習の課題内容（１年特進クラス） 
 

英語 

★コミュ英Ⅰ★ 

1. Work Book    Lesson 3 (p18~23), Lesson 4 (p24~31), Lesson 5 (p32~39) 

2. Seek neo 1    Lesson1 (p4~7), Lesson 2 (p8~11) 

＊即戦ゼミ(p.24～p.31)：休校明けに第３回のテストをします 

＊Value1400(p.64～p.89)：休校明けに第４・５回のテストをします 

★英表Ⅰ★ 

１．Step Up 1,2,3!   p2~9 

 

国語 

・意見文 

・『羅生門』教科書 P26～ 

 芥川龍之介の新聞づくり（作り方、サンプル、提出用プリント） 

・ダブルクリア（P８～P17） 

※ダブルクリアの期末考査の範囲は P13 までですが、休耕期間中の課題の範囲は多くなりますので気を付けましょう。 

 

数学 

・Study-up ～P41 まで解くこと 

・プリント 4 枚 

 

理科 

★化学基礎★ 

休校中の化学基礎の課題ですが、以下の通りです。 

＜ニューサポート＞ P4～P１１ 

解答はすでに配布しているので、それを見ながら解いてください。中間テストの範囲も入っています。 

勉強の仕方を３つ Teams にて掲載しているので、必ずチェックしてください。 

★生物基礎★ 郵送する配布プリント両面２枚 

指定の範囲を終了して時間が余った場合は、予習としてリード Light ノートを教科書を読みながら、で

きるだけ先に解き進んでください。頑張った分を評価します。休校あけの最初の授業で提出です。 

 

現代社会 

 “新現代社会ノート“を見開き 2 ページ分づつ 

・2 単位の授業⇒2週間休校なので 4 時間分の授業 １年全員 

1 時間分の授業課題：見開き 2 ページ分、教科書を見ながら各自解くこと。 

①ｐ１０～１１ 

②ｐ１２～１３ 

③ｐ１４～１５ 

④ｐ１６～１７ 

※休校が延長された場合、見開き 2 ページ分を同じように各自解き進めて下さい。 



保健 

教科書 Ｐ８  １．健康の考え方と成り立ちから 

教科書 Ｐ１４ ３．健康に関する意志決定行動選択と環境づくりまで読んで、保健ノートの左 

側の問題を解いてください。 

 

家庭科 

 プリント（B4 2 枚） 

 ・高齢社会に生きる私たちの暮らし 教ｐ６０～６１ 

 ・高齢者を知る 教ｐ６２～６５ 

 

芸術 

音楽Ⅰ 

プリント 

・世界の諸民族の音楽～声による表現 

美術Ⅰ 

・身近なものをスケッチ（A４サイズ～はがきサイズ） 

＊教科書 p6 の「身近なものを描く」、p128 の「鉛筆デッサン」「静物デッサン」をよく見て参考にしてくださ

い。 

書道Ⅰ 

＊書道に関しては、追って連絡します。 

 

情報 

情報のノート p.14～p.21 

 

総合的な探究の時間 

・おうちで SDGs！（ワークシート①）…新聞記事（別紙 A3）を読んで記入。 

 ＊印刷の関係上、記事内には見えづらい箇所があります。 

・休校中、身近な生活の中から SDGs の取組を探してみよう！（ワークシート②） 

＊ワークシートの内容は、７月に予定されている一日体験学習の事前学習になります。ぜひ、身の回りに

目を向けて SDGs を探してみましょう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．臨時休業（６月７日～６月１８日）に伴う自宅学習の課題内容（１年普通クラス） 
 

英語 

★コミュ英Ⅰ★ 

1. Work Book    Lesson 3 (p18~23), Lesson 4 (p24~31), Lesson 5 (p32~39) 

2. Value        p12~19 

＊Value1000(p.12～p.23)：休校明けに第 1 回のテストをします 

★英表Ⅰ★ 

１．新高校英語の基礎   p36~43 

 

国語 

・意見文 

・『羅生門』教科書 P26～ 

 芥川龍之介の新聞づくり（作り方、サンプル、提出用プリント） 

・ダブルクリア（P８～P17） 

※ダブルクリアの期末考査の範囲は P13 までですが、休耕期間中の課題の範囲は多くなりますので気を付けましょう。 

 

数学 

・各担当者から休校前の出された課題 

・配布プリント１枚（両面） 

 

理科 

★物理基礎★ 

①教科書 p.15 を学習し、例題１を解いてください。 

②ネオパルノート p.４～７の問題を解いてください。（※p.７の 26.27.はやらなくてよい。） 

★化学基礎★ 

休校中の化学基礎の課題ですが、以下の通りです。 

＜ニューサポート＞ P4～P１１ 

解答はすでに配布しているので、それを見ながら解いてください。中間テストの範囲も入っています。 

勉強の仕方を３つ Teams にて掲載しているので、必ずチェックしてください。 

★地学基礎★ 

① ネオパルノート P８～１７を教科書 P２２～３５を読みながら解答して下さい。休校あけにチェッ

クと解答と要点チェックを行います。 

② 配布された上記範囲のプリントを用いてノート作りをしておいて下さい。休校明けにチェックと解

説を行います。 

★生物基礎★ 

 郵送する配布プリント両面２枚 

指定の範囲を終了して時間が余った場合は、予習としてリード Light ノートを教科書を読みながら、で

きるだけ先に解き進んでください。頑張った分を評価します。休校あけの最初の授業で提出です。 

 



現代社会 

“新現代社会ノート“を見開き 2 ページ分づつ 

・2 単位の授業⇒2週間休校なので 4 時間分の授業 １年全員 

1 時間分の授業課題：見開き 2 ページ分、教科書を見ながら各自解くこと。 

①ｐ１０～１１ 

②ｐ１２～１３ 

③ｐ１４～１５ 

④ｐ１６～１７ 

※休校が延長された場合、見開き 2 ページ分を同じように各自解き進めて下さい。 

 

保健 

・teams で課題を出します。 

 

家庭科 

プリント（B4 ２枚） 

 ・高齢社会に生きる私たちの暮らし 教ｐ６０～６１ 

 ・高齢者を知る 教ｐ６２～６５ 

 

芸術 

★音楽Ⅰ★ 

プリント 

・世界の諸民族の音楽～声による表現 

★美術Ⅰ★ 

・身近なものをスケッチ（A４サイズ～はがきサイズ） 

＊教科書 p6 の「身近なものを描く」、p128 の「鉛筆デッサン」「静物デッサン」をよく見て参考にしてくださ

い。 

★書道Ⅰ★ 

＊書道に関しては、追って連絡します。 

 

情報 

情報のノート p.14～p.21 

 

総合的な探究の時間 

・おうちで SDGs！（ワークシート①）…新聞記事（別紙 A3）を読んで記入。 

 ＊印刷の関係上、記事内には見えづらい箇所があります。 

・休校中、身近な生活の中から SDGs の取組を探してみよう！（ワークシート②） 

＊ワークシートの内容は、７月に予定されている一日体験学習の事前学習になります。ぜひ、身の回りに

目を向けて SDGs を探してみましょう。 

 

 



３．臨時休業（６月７日～６月１８日）に伴う自宅学習の課題内容（２年特進クラス） 

 

英語 

・Vista II ワークブック Lesson3(p20～p27) 

・Value1400 (p64～p89)の単語練習を、練習用紙に練習する 

 ※休校明けに第 3 回～4 回のテストをします。 

・Seek Neo P4~P19 

 

国語 

★現代文★ 

・意見文 

・『水かまきり』教科書 P20～ 

 課題のプリント（B4 両面 1 枚） 

・ダブルクリア（P66～P75） 

※ダブルクリアの期末考査の範囲は P71 までですが、休耕期間中の課題の範囲は多くなりますので気を付けましょう。 

★古典 B★ 

・故事成語 教科書 P204～ 

 「書き下し文のプリント」（B４両面１枚） 

・月の異名／干支のプリント（1 枚） 

・品詞のプリント（1 枚） 

 

理科 

★物理基礎★ 

①教科書 p.15 を学習し、例題１を解いてください。 

③ ネオパルノート p.４～７の問題を解いてください。（※p.７の 26.27.はやらなくてよい。） 

★化学基礎★ 

休校中の化学基礎の課題ですが、以下の通りです。 

＜ニューサポート＞ P4～P１１ 

解答はすでに配布しているので、それを見ながら解いてください。中間テストの範囲も入っています。 

勉強の仕方を３つ Teams にて掲載しているので、必ずチェックしてください。 

★地学基礎★ 

① ネオパルノート P８～１７を教科書 P２２～３５を読みながら解答して下さい。休校あけにチェッ

クと解答と要点チェックを行います。 

② 配布された上記範囲のプリントを用いてノート作りをしておいて下さい。休校明けにチェックと解

説を行います。 

★生物基礎★ 15~29 ページまで 

教科書を読みながら、リード Light ノートの指定したページを解くこと。指定の範囲を終了して時間が

余った場合は、予習としてできるだけ先に解き進んでください。頑張った分を評価します。休校あけの最

初の授業で提出です。 

 



数学 

・Study-up の 81～103 番までの奇数問題と 104、106 は週末課題ノートに解くこと。 

・Study-up の 82～102 番までの偶数問題を問題集に解くこと。 

 

世界史 

・プリント課題 3 枚（p.8～9 ／ p.10～11 ／ p.12～13） 

 教科書を見ながら、各自で解答してください。 

 

保健 

・保健の教科書 P64～P73 までの単元１～４までのプリント 4 枚(６／４配付済み) 

 

家庭科 

基礎縫いセット（並縫い・本返し縫い・まつり縫い） 

 

芸術 

★音楽Ⅱ★ 

プリント 

1. 世界の諸民族の音楽～身振りによる表現 

2. 日本の“うた”の作曲家たち 

★美術Ⅱ★ 

・身近なものをスケッチ 

（A４サイズ～はがきサイズ） 

★書道Ⅱ★ 

＊書道に関しては、追って連絡します。 

 

総合的な探究の時間 

・おうちで SDGs！（ワークシート①）…新聞記事（別紙 A3）を読んで記入。 

 ＊印刷の関係上、記事内には見えづらい箇所があります。 

・休校中、身近な生活の中から SDGs の取組を探してみよう！（ワークシート②） 

＊ワークシートの内容は、７月に予定されている一日体験学習の事前学習になります。ぜひ、身の回りに

目を向けて SDGs を探してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．臨時休業（６月７日～６月１８日）に伴う自宅学習の課題内容（２年普通クラス） 
 

英語 

・Vista II ワークブック Lesson3(p20～p27) 

・Value1000 (p54～p93)の単語練習を、練習用紙に練習する 

 ※休校明けに第 2 回～3 回のテストをします。 

 

国語 

★現代文★ 

・意見文 

・『水かまきり』教科書 P20～ 

 課題のプリント（B4 両面 1 枚） 

・ダブルクリア（P66～P75） 

※ダブルクリアの期末考査の範囲は P71 までですが、休耕期間中の課題の範囲は多くなりますので気を付けましょう。 

★探究古典★ 

・「なよ丈のかぐや姫」教科書 P205～ 

 ※しっかり音読しておくこと。 

・月の異名／干支のプリント 1 枚 

・品詞のプリント 1 枚 

 

理科 

★物理基礎★ 

①教科書 p.15 を学習し、例題１を解いてください。 

③ ネオパルノート p.４～７の問題を解いてください。（※p.７の 26.27.はやらなくてよい。） 

★化学基礎★ 

休校中の化学基礎の課題ですが、以下の通りです。 

＜ニューサポート＞ P4～P１１ 

解答はすでに配布しているので、それを見ながら解いてください。中間テストの範囲も入っています。 

勉強の仕方を３つ Teams にて掲載しているので、必ずチェックしてください。 

★地学基礎★ 

① ネオパルノート P８～１７を教科書 P２２～３５を読みながら解答して下さい。休校あけにチェッ

クと解答と要点チェックを行います。 

② 配布された上記範囲のプリントを用いてノート作りをしておいて下さい。休校明けにチェックと解

説を行います。 

★生物基礎★  

理選①17~18 ページ、25~26 ページまで 

理選②15~16 ページ、24~25 ページの 22 番の問題まで 

教科書を読みながら、リード Light ノートの指定したページを解くこと。指定の範囲を終了して時間が

余った場合は、予習としてできるだけ先に解き進んでください。頑張った分を評価します。休校あけの最

初の授業で提出です。 

 



数学 

・休校前(6 月 4 日)に配布したプリント 

・今回配布するプリント 1 枚（両面） 

 

世界史 

・プリント課題 3 枚（p.8～9 ／ p.10～11 ／ p.12～13） 

 教科書を見ながら、各自で解答してください。 

 

保健 

・保健の教科書 P64～P73 までの単元１～４までのプリント 4 枚(６／４配付済み) 

 

家庭科 

基礎縫いセット（並縫い・本返し縫い・まつり縫い） 

 

芸術 

★音楽Ⅱ★ 

プリント 

1. 世界の諸民族の音楽～身振りによる表現 

2. 日本の“うた”の作曲家たち 

★美術Ⅱ★ 

・身近なものをスケッチ 

（A４サイズ～はがきサイズ） 

★書道Ⅱ★ 

＊書道に関しては、追って連絡します。 

 

情報 

ワークシート「文字、音の表現」「画像の表現」「動画の表現」「1 章章末問題」 

 

総合的な探究の時間 

・おうちで SDGs！（ワークシート①）…新聞記事（別紙 A3）を読んで記入。 

 ＊印刷の関係上、記事内には見えづらい箇所があります。 

・休校中、身近な生活の中から SDGs の取組を探してみよう！（ワークシート②） 

＊ワークシートの内容は、７月に予定されている一日体験学習の事前学習になります。ぜひ、身の回りに

目を向けて SDGs を探してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 



５．臨時休業（６月７日～６月１８日）に伴う自宅学習の課題内容（３年特進クラス） 

 

英語 

★コミュ英Ⅰ★ 

・Take Up ①～④(p.6～p.15):解き終わったら本文を各 10 回音読 

・即戦ゼミ(p.12～p.31)：休校明けに第２・３回のテストをします 

・Value1400(p.64～p.89)：休校明けに第４・５回のテストをします 

★英表Ⅱ★ 

・Lesson 9 Exercises (p51), Lesson 10 Exercises (p59)をノートにやる 

 

国語 

★現代文★ 

・意見文 

・『ピクニックの準備』 

 授業プリント①～③ 

・ダブルクリア（P138～P147） 

 ※ダブルクリアの期末考査の範囲は P143 までですが、休耕期間中の範囲は多くなっていますので、注意しましょう。 

★古典 B★ 

・『沙石集』「児の飴食ひたることを」教科書 P113～ 

 ※しっかり音読しておくこと 

★国語表現★ 

・語句のワーク集（毎時の授業で取り組んでいるプリントです） 

P12 まで（最終項まで） 

・敬語に関する穴埋めの問題（プリント 1 枚） 

 

理科 

★物理★ ◇休校前に配布した内容と同じです。 

①配布プリント 2 枚(両面刷り) ※解答のプリントも配布しています。 

  ＊1 学期期末考査の試験範囲になりますので、しっかり学習してください。 

②教科書の問題の復習   ＊授業中に黒板で解いた問題は必ず復習しておきましょう。 

③ 模試の復習など受験に向けての学習   ＊各自で計画的に取り組んでください。 

★化学★ 

休校期間中の「化学」の課題ですが 

A４プリント２枚表裏に、中間テスト以降の範囲についてテスト勉強を兼ねたまとめを行ってください！

詳細は Teams に掲載しているので、必ずチェックしてください！ 

★地学★ 

 ① ネオパルノート P７０～７３を教科書 P１３０～１３５を読みながら解答して下さい。休校あけにチ

ェックと解答と要点チェックを行います。 

② 新生代①、新生代②（人類の進化）、大気の構成、大気圏の特徴、対流圏における水の変化について

配布されたプリントを用いてノート作りをしておいて下さい。休校明けにチェックと解説を行います。 



★生物★ 37~43 ページまで 

教科書を読みながら、リード Light ノートの指定したページを解くこと。指定の範囲を終了して時間が

余った場合は、予習としてできるだけ先に解き進んでください。頑張った分を評価します。休校あけの最

初の授業で提出です。 

 

数学 

★総合数学★ 

・休校前に指示した内容と今回配布するプリント 1 枚 

★数学Ⅲ★ 

・プリント 3 枚（両面）解答も行う 

 

地歴公民科 

★世界史 B（全員）★ 

・ワークシート No.5（ルネサンス）、No.6（宗教改革） 教科書を見ながら全ての欄を埋めること 

・レポート 1：有名なシェイクスピア作の悲劇『ロミオとジュリエット』について 

 ＊どのようなストーリーか（登場人物も含む） ＊この作品のメッセージは何だと考えるか 

 以上、2 点について、A4 用紙 1 枚で作成 

・レポート 2：ルネサンス期イタリアの有名な芸術家である次の①～④について、自分が最も魅力的だと 

感じた作品をそれぞれについて 1 つ（4 作品）選び、魅力を感じた理由について、1 分 30 秒でプレゼ 

ンテーションができるよう A4 用紙 1 枚程度にまとめる。 

＊レオナルド・ダ・ヴィンチ  ＊ミケランジェロ  ＊ラファエッロ  ＊ボッティチェッリ 

★日本史 B（選択）★ 

・プリントＢ４、３枚を解く（配布済み） 

★地理 B（選択）★ 

・ワークシート No.12～No.15（世界の気候区～土壌） 教科書を見ながら全ての欄を埋めること 

★政治経済（選択）★ 

・小テスト No.3（配布済み）および No.4（自主作問）を自習する（期末考査の範囲です） 

・ワークシート No.7（金融①） 教科書を見ながら全ての欄を埋めること 

 

芸術 

★音楽Ⅲ★ 

・教科書 p34～p36 

自分が演奏発表（弾き歌い）する曲の写譜 ＊歌詞以外すべてを五線ノートに写譜する。 

★キーボード★ 

・楽典プリント（A４サイズ両面）２枚 

 

 

 

 



６．臨時休業（６月７日～６月１８日）に伴う自宅学習の課題内容（３年普通クラス） 
 

英語 

★実用英語★ ・Lesson6・７(p.12～p.15)のプリントと問題ノートをやる 

★英会話★ プリント両面３枚 ＊期末テストに含みます。特に表現はしっかり覚えて下さいね。 

★英語応用★ 英検総合トレーニング P18～P27 

 

国語 

★現代文★ 

・意見文 

・『ピクニックの準備』 

 授業プリント①～③ 

・ダブルクリア（P138～P147） 

 ※ダブルクリアの期末考査の範囲は P143 までですが、休耕期間中の範囲は多くなっていますので、注意しましょう。 

★国語表現★ 

・語句のワーク集（毎時の授業で取り組んでいるプリントです） 

P12 まで（最終項まで） 

・敬語に関する穴埋めの問題（プリント 1 枚） 

 

数学 

・休校前（6 月 4 日）に配布したプリント 

・今回配布するプリント（2 枚） 

 

理科 

★物理★ ◇休校に入る前に授業で伝えた内容と同じです。 

  プリント 3 枚（1 枚は片面、2 枚は両面刷り） 

・ ４運動量と力積   ・ ３力のモーメント(１)  ・ ５剛体にはたらく力の合力 

  ・ ６重心       ・ ３剛体にはたらく力 

★化学★ 

休校期間中の「化学」の課題ですが 

A４プリント２枚表裏に、中間テスト以降の範囲についてテスト勉強を兼ねたまとめを行ってください！

詳細は Teams に掲載しているので、必ずチェックしてください！ 

★地学★ 

① ネオパルノート P７０～７３を教科書 P１３０～１３５を読みながら解答して下さい。休校あけにチ 

ェックと解答と要点チェックを行います。 

② 新生代①、新生代②（人類の進化）、大気の構成、大気圏の特徴、対流圏における水の変化について配 

布されたプリントを用いてノート作りをしておいて下さい。休校明けにチェックと解説を行います。 

★生物★ 37~43 ページまで 

教科書を読みながら、リード Light ノートの指定したページを解くこと。指定の範囲を終了して時間が

余った場合は、予習としてできるだけ先に解き進んでください。頑張った分を評価します。休校あけの最

初の授業で提出です。 



地歴公民科 

★世界史 B（全員）★ 

・ワークシート No.5（ルネサンス）、No.6（宗教改革） 教科書を見ながら全ての欄を埋めること 

・レポート 1：有名なシェイクスピア作の悲劇『ロミオとジュリエット』について 

 ＊どのようなストーリーか（登場人物も含む） ＊この作品のメッセージは何だと考えるか 

 以上、2 点について、A4 用紙 1 枚で作成 

・レポート 2：ルネサンス期イタリアの有名な芸術家である次の①～④について、自分が最も魅力的だと 

感じた作品をそれぞれについて 1 つ（4 作品）選び、魅力を感じた理由について、1 分 30 秒でプレゼ 

ンテーションができるよう A4 用紙 1 枚程度にまとめる。 

＊レオナルド・ダ・ヴィンチ  ＊ミケランジェロ  ＊ラファエッロ  ＊ボッティチェッリ 

★倫理（全員）★ 

・プリントＢ４両面刷りを１枚＋Ａ４を１枚（２枚） 配布済み 

★日本史 B（選択）★ 

・プリントＢ４、３枚を解く 配布済み 

★地理 B（選択）2 組 齊藤担当★ 

・ワークシート No.12～No.15（世界の気候区～土壌） 教科書を見ながら全ての欄を埋めること 

★地理 B（選択）3 組 多和田担当★ 

・プリント 6 枚（p.20～21／p.22～23／p.24～25／p.26～27／p.28～29／p.30～31） 

★政治経済（選択）★ 

・NIE プレゼンテーションシート 4 枚 作成し、休校明けのプレゼンテーション準備 

 

家庭科 

★フードデザイン★ 

食物検定 4 級の対策：きゅうりの半月切りの練習 

★子どもの発達と保育★ 

造形表現３級の対策：折り紙と描写を加えた作品の提出 

 

芸術 

★キーボード★ 

・楽典プリント（A４サイズ両面）２枚 

 

情報 

★表現メディアの編集と表現★ 

・ワークシート「幾何形体、有機的形態」 

・ゲシュタルト要因レポート 

 


