
３３回生 休校期間中課題 一覧（文系） 
教

科 
科目 課題 提出日・備考 

国

語 

現代文 

① 「評論速読トレーニング 2000」の授業で扱っていない問題をすべて解く。 

② 「高校生必修語彙ノート」を復習する。(復習する範囲は全範囲であるが、特に学

校で配布される定期考査範囲を示したプリントを参考にして取り組むこと。) 

③ (17日配布予定の)「錬成現代文」ステップ２(問題番号 11～20と P54～55)を

解き、答合せをして提出。※ステップ１とステップ３はしなくてもよい。 

①②提出はしなくてよいが、課題の一

部を定期考査範囲に含む予定。 

③は 5/7 に提出。 

古典 

① 「古典速読トレーニング基礎」の授業で扱っていない問題をすべて解く。 

② 「標準古文単語」を復習する。(復習する範囲は全範囲であるが、特に学校で配布

される定期考査範囲を示したプリントを参考にして取り組むこと。) 

③ (17日配布予定の)「錬成古典」ステップ２(問題番号 11～20と P46～47)を解

き、答合せをして提出。※ステップ１とステップ３はしなくてもよい。 

①②提出はしなくてよいが、課題の一

部を定期考査範囲に含む予定。 

③は 5/7 に提出。 

数

学 

数学総合Ⅰ 

『ニュースタンダード数学ⅠＡⅡＢ』 

第 1 章（P4）１、２、３，４ 

第２章（P6）５、６、７，８、９ 

◎休校措置が解除された時点で提出 

◎課題の追加や小テストを行うことも

あるので、HPを随時確認のこと。 

数学総合Ⅱ 

『ニュースタンダード数学ⅠＡⅡＢ』 

第２２章（P80）102、103、104，105，106 

第２３章（P82）107、108、109，110、111 

◎休校措置が解除された時点で提出 

◎課題の追加や小テストを行うことも

あるので、HPを随時確認のこと。 

数学総合 B 

『メジアン数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ』 

１「式の計算」 p.4～5 A問題 １，２，４，５ （大問の＊の付いた問題） 

２「恒等式・割り算の問題」 p.６～７ A 問題 ８，１０，１２，１３ （大問の

＊の付いた問題） 

授業用ノートに解き、答え合

わせをする 

地

歴

公

民 

日本史 B 

・授業用に今後使うノート１冊を準備して、「①幕政の改革②宝暦・天明期の文化③幕

政の衰退と近代への道」【教科書ｐ．２１８～２４３】の内容をまとめる。目安は、ノ

ート７～８ページ程度で、資料集１９２～２０３や各種テキストなどを参考にするこ

と。重要だと思う語句などは、適宜カラーペンなどを使うこと。 

提出：５月７日（木）以降の最

初の授業 

備考：定期考査の範囲に含む 

世界史 B 

①いつ課題考査があっても満点が取れるようにすること。 

②2年生の最後に学習したところを復習しておくこと。（教科書 P.250～252） 

⇒後日家庭学習用キットを準備します。（ほくさん学びの広場に 13日必ずログインし

てね！！） 

ノートを１冊準備しておくこと。（使用方法は後日説明します。） 

 

政治経済 
クラスで配布された『春の事前学習課題』冊子を自分で計画を立てて完成させる！ 

内容や注意事項は冊子の表紙に記載しているのでよく読んでから取り組むこと。 

提出：５月７日（木）ST 

備考：７月考査の範囲予定 

外

国

語 

コミュ英 

英語表現 

すべて自主学習とする。 

１．夏休み終了までにすべきこと（長期） 

①ターゲット英単語１９００ 第２ラウンド最重要単語８００を完全マスターする 

②Next Stage (文法・語法) 第 1ラウンド完了させる 

③CRITICAL POINTS（文法・語法）問題集 終了させる 

 

２．臨時休校中に継続的にすべきこと（短期） 

 ①ターゲット英単語１９００ 第 1ラウンド終了 （ｐｐ．324～４８５） 

 ②Next Stage（文法・語法）第 1ラウンド（問題番号１～５１４）  

 ③テキスト PRO-VISION 

    第 1課～第 5 課 各レッスンの英文を辞書を使わずに最後まで通し読みし、各ペ

ージにある英問に英語で答える（時間は 20分をリミットとする） 

 ④CRITICAI POINTS  Chapter 9～１２を終了させる 

 ⑤リスニング演習（手持ちの CD など）最低毎日 10分間 

提出は一切不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３３回生 休校期間中課題 一覧（理系） 
教

科 
科目 課題 提出日・備考 

国

語 

現代文 

①「評論速読トレーニング 2000」の授業で扱っていない問題をすべて解く。 

②「高校生必修語彙ノート」を復習する。(復習する範囲は、学校で配布される定期考査

範囲を示したプリントを参考にせよ)  

③(17 日配布予定の)「錬成現代文」ステップ２(問題番号 11～20 と P54～55)を解

き、答合せをして提出。※ステップ１とステップ３はしなくてもよい。 

①・②提出はしなくてよい

が、定期考査範囲に含む予

定。③は 5/7 に提出。 

古典 

①「古典速読トレーニング基礎」の授業で扱っていない問題をすべて解く。 

②「標準古文単語」を復習する。(復習する範囲は、学校で配布される定期考査範囲を示

したプリントを参考にせよ) 

③ (17日配布予定の)「錬成現代文」ステップ２(問題番号 11～20と P54～55)を解

き、答合せをして提出。※ステップ１とステップ３はしなくてもよい。 

①・②提出はしなくてよい

が、定期考査範囲に含む予

定。③は 5/7 に提出。 

数

学 

数学Ⅲ 
別紙プリントに基づいて教科書を読み進める。 

教科書 p.107～p.110   PRIME p.57 ２２５ ～ p.59 236 
 

数学総合Ⅰ 

『ニュースタンダード数学ⅠＡⅡＢ』 

第 1 章（P4）１、２、３，４ 

第２章（P6）５、６、７，８、９ 

◎休校措置が解除された時点

で提出 

◎課題の追加や小テストを行

うこともあるので、HPを随

時確認のこと。 

数学総合Ⅱ 

『ニュースタンダード数学ⅠＡⅡＢ』 

第２２章（P80）102、103、104，105，106 

第２３章（P82）107、108、109，110、111 

◎休校措置が解除された時点

で提出 

◎課題の追加や小テストを行

うこともあるので、HPを随時

確認のこと。 

数学総合 B 

数学探究 

『クリアー数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・Ｂ』 

２１「点と直線」 p.4４～４5  

Practice２１，WarmUp・StepUp １２１～１２４ 

２２「曲線と直線」 p.4６～４７  

Practice２２，WarmUp・StepUp １２７～１３０ 

授業用ノートに解き、

答え合わせをする 

理

科 

化学 

＜化学の教科書＞ 

P120~P136をよく読み、P123の問 1 

P126の問 2、P128の問 3、P137の節末問題 1～5 

＜セミナー化学基礎・化学＞ 

 P167～P168の 294～301 

 

化学の教科書はよく読

んでおいてください。

問題は授業ノートに解

き、提出のこと。 

提出日 4月 17日（金）

LHR 

 

物理 センサー総合物理 指定の問題 提出用プリントに解答して提出 最初の授業で提出 

生物 配布済みプリントの指示通り  

物理科学 
授業専用ノートを一冊作り、それに 2020物理重要問題集の 

１と２の２問を解いてくる。 

最初の授業の日にチェ

ック 

地

公 
地理 B 

復習プリント２枚（両面） 

解答をノートに記入 
最初の授業で提出 

外

国

語 

コミュ英 

英語表現 

すべて自主学習とする。 

１．夏休み終了までにすべきこと（長期） 

①ターゲット英単語１９００ 第２ラウンド最重要単語８００を完全マスターする 

②Next Stage (文法・語法) 第 1ラウンド完了させる 

③CRITICAL POINTS（文法・語法）問題集 終了させる 

 

２．臨時休校中に継続的にすべきこと（短期） 

 ①ターゲット英単語１９００ 第 1ラウンド終了 （ｐｐ．324～４８５） 

 ②Next Stage（文法・語法）第 1ラウンド（問題番号１～５１４）  

 ③テキスト PRO-VISION 

    第 1 課～第 5 課 各レッスンの英文を辞書を使わずに最後まで通し読みし、各ペ

ージにある英問に英語で答える（時間は 20分をリミットとする） 

 ④CRITICAI POINTS  Chapter 9～１２を終了させる 

 ⑤リスニング演習（手持ちの CD など）最低毎日 10分間 

提出は一切不要です。 

 


