
       令和２年度 73回生 学習課題一覧（5/7～） 新しい課題一覧です。 

 

 

 

 

科目 課題内容 備考欄 

国語 

① 「ニューグレード読解漢文 Lv.3」 5～8 

② 「完成古文」 5～8 

③ 「現代文読解問題 基礎編」評論 8・随筆 4・小説 4 

④ 教科書  『現代文Ｂ下巻 ｐ164～「伊豆の踊り子」』 の予習(語句の意味調べ・指示語の確認 など) 意味調べはプリントあり。 

⑤ 古典 B(スタディサプリ)の「高 3 古文〈文法編〉」「高 3 スタンダードレベル漢文」のプリントを仕上げる。  

★余力のある者には、現代文の教科書(国語総合現代文編・現代文 B 上巻・現代文 B 下巻)に掲載されている全ての文章を精読することを勧める。 

①～④は提出不要。 

中間考査の試験範囲とするので、しっかりと自学自習する

こと。 

⑤は次回の登校日に提出すること。 

 

国語の探究選択者 

○現代文・古文・漢文それぞれ２種類（プリント枚数は 24 枚） 
左上をホチキスで留めて、最初の授業で提出 

世界史 

今回の予習課題に関わる前文、初回のプリント授業の内容（今後の見本となる内容）、これから担当してもらう担当範囲の割り当てプリント、予習として学習すべきプリント

No40～53、５問小テスト用紙も加えて配付させていただきます。計画的に学習してください。平日一日プリント２枚ぐらいを目安に実況中継のような形で文字による授業を進

めていきます。５月１２日火曜日から始めます。担当にあたっている人は、自分で調べてわかる範囲でプリントに沿って説明してください。その折の内容の光島への送信は、前日

の昼までにお願いします。わかりやすい文による講義を期待しています。第１回は「大航海時代 インド航路開拓」～です。授業の始めに前回の復習として５問の小テストを実

施します。 

担当が回ってきたら、 google の classroom を通じて担当

の光島まで内容を送信提出 

日本史 ★google の classroom にアップしている Web 授業を視聴して、まとめを google form で送信して下さい。 
視聴できない場合は nihonshi@docomo.ne.jp に連絡下

さい。 

地理 Google classroom で随時、指示します。スタディサプリの映像や確認テストは、「実施済み」などの情報が教師側に届くため、特に提出・連絡する必要はありません。 提出なし。 

倫理 
① 配布された要点マスターの P2～P57 を教科書を見ながら自習してください。できた人は先に進んでおいてください。 

② 配布された授業プリントを教科書を見ながら完成してください。 ５月はギリシア思想です。 
 ６月の最初の授業。クラス氏名を忘れないこと。  

政治・

経済 
Google classroom で随時、指示します。スタディサプリの映像や確認テストは、「実施済み」などの情報が教師側に届くため、特に提出・連絡する必要はありません。 授業が再開されてから、改めて指示します。 

数学 

文系 数学Ⅱα選択者 以下の①~③に加えて、数学の探究Ⅰと数学の探究Ⅱの各自の選択科目の課題を行うこと。 

① 教科書 p.223∼p.231 をよく読み，練習 34~41 を解く。（補足と練習の答えを加えた教科書の PDF を G suite に載せています） 

② プリント（今回郵送した両面印刷のもの１枚）を①教科書の練習問題を終えた後に取り組むこと。 

③ スタディサプリの動画を配信しますので確認してください。（①，②の教科書とプリントの後に見てほしいものを指定します） 

数学の探究Ⅰ：数学 2021 共通テスト p.48~p.110 

 

数学の探究Ⅱ：メジアン数学演習 p.16~p.27 の Check と A 問題（前回分の範囲については解答に補足説明を加えたものを G suite に載せています） 

   数学Ⅱβ選択者 プレウィナー数学Ⅰ・A 「２次関数」 p.24~p.35 左側の例題をもとに右側の問題を解くこと。  

G suite で課題等の連絡をするので，こまめに確認してくださ

い。質問は G suite の各授業の Classroom で質問してく

ださい。 

文系数学Ⅱα，理系数学Ⅲαについて，新しい範囲も課題

に入っていますが，学校が再開したら授業でも少し取り扱いま

す。 
理系 共通の課題 １．クリアー数学演習  P.16~P.27（Clear は除く）（前回分の範囲については解答に補足説明を加えたものを G suite に載せています） 

            ２．スタディサプリの動画を配信しますので確認してください。 

    数学Ⅲα選択者   

① 数学Ⅲの教科書 p.178~p.181，p.188~p.204 の補足等を加えたものを G suite に載せるので，答え合わせをしておくこと。 

② プリント（今回郵送した両面印刷６枚）を数研出版の動画解説を見ながら解くこと。積分の問題も含まれているので，教科書も読んでおくとよいと思います。 

    数学Ⅲβ選択者  Focus Gold Ⅱ+B 第６章「微分法」 練習 187∼219  例題を参考にしながら練習問題を解くこと。 

mailto:視聴できない場合はnihonshi@docomo.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理 

文系（「物理研究Ⅱ」選択者） 

  ①４月 17 日まで     課題プリントの問題（②の問題集の問題を掲載） 

  ②４月 17 日以降    17 日に配布する問題集（数研出版 「チエック＆演習 物理基礎」）の問題(①の続き)を問題集用ノート（冊子型）に解答する。 

   ・解答の過程（考え方、道筋）を式で表す。 

   ・17 日に配布した問題集の解答を参考に、丁寧に添削する。 

        ・分からない場合、物理量（加速度、変位、質量等々）の定義や意味、解法の基本事項（ 等加速度運動の基本式、運動方程式の立て方等）について、

教科書・ノートに戻り、理解を深め、要点をまとめて問題集用ノートに付け加えよう。この繰り返しが、理解不足箇所の補強になる。分からない、間違ったときこそ、

補強のチャンス！ 

  ③５月７日以降 ②の課題を継続する。 

    範囲の目安はｐ2～ｐ19（理解度に応じて、基礎事項の復習を確実にしながら、進めて下さい。） 
春休みの課題は最初の授業日に提出。(文系) 

２①/②は最初の登校日に提出。(理系) 

Gsuite 配信の Excel シミュレーションは 5/29 までに提出。 

理系 

つぎの１，２ともに計画立てて取り組むこと。 

 １．教科書の予習をする。例題、問、練習を考えて解く。 

 ２．既習範囲を受験レベルに引き上げる努力をする。 

①数研 物理重要問題集 必解問題を演習、研究。 

・演習は 1 問 20 分で時間を区切ること。 

・研究時間はじっくりと腰を据えて考えるようにすること。 

あやふやだった基礎を、問題を通して確実に理解することを演習の目的とするので時間内に解けなくても気にしない。教科書、参考書を傍らにおいて、いつでも戻

れる 1 冊を作る。 

②教科書傍用問題集セミナーを基本、発展問題を丁寧に再演習。 

①からスタートできない場合、②からスタートするとよい。1 回目奇数番、2 回目偶数番などとして工夫すると既習範囲を早く見ることができる。 

上記に加えて、Gsuite で配信した Excel シミュレーションの課題に取り組むこと。提出締切 5/29（金） 

生物 

生物(文系・理系とも)選択者 

問題集リードα p118～p147(リード D を除く)を問題集用ノートに解いておくこと。 

提出なし。 

 

5/6 までの課題も一緒にして 最初の授業で提出。 

センター試験過去問はやっておくこと。提出なし 

生物研究Ⅱ選択者 

 問題集 チェック＆演習 生物基礎 の p14～p29 までを，A4 レポート用紙に解いて提出。 センター試験生物基礎２０２０本試験 

化学 

文系 １．チェック＆演習 化学基礎 新たにノートを作成し、演習する。 (継続課題です。) 

第１章～第 6 章をノートに解答する。(正誤チェック・重要例題・重要演習)  解答を赤でチェックをしておくこと。余力のあるものは第 7 章以降もやっておく。 

２．スタディサプリ 「高１高２高３ 化学基礎」 第 1 講から第 3 講を視聴する。 
授業再開後最初の授業で提出。 

文系→チェック＆演習 化学基礎の解いた範囲 

 

理系→１．重要問題集 

 

 

理系 １．2020 化学重要問題集 新たにノートを作成し、演習する。(継続課題です。) 

       1 章 物質の構成粒子から 9 章 酸化・還元と電池・電気分解 の範囲 のＡ問題をノートに解答する。 解答を赤でチェックをしておくこと。 

    ２．有機化合物のプリントを，教科書を見ながら完成させる。(p1～p27 まで)(授業の予習用) 

    ３．スタディサプリ「高 3 スタンダードレベル化学<有機編>」第 1 講～第 6 講までを視聴し，確認テストを行い、指示された期日までに提出。 

◎ 文系・理系とも G suite と スタディサプリで指示をします。毎日，確認してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語 

【全員共通】 

・CROWN L5,6・・・教科書を読み解釈する。プリント、ワーク(p.32～p.43)を解く。 

・CROWN L5 と L6 の Optional Reading (p.70､71､84､85) 本文を読んで解釈し、プリントの問題を解く。 

・共通テストリスニング・・・Part2 実践演習編・・・第 10 回～第 15 回（トレーニングブックも行う）及び Part1 傾向確認編、第１回～第９回をもう一度復習する。 

・-est 英作文・・・Chapter 13, 14,15 の問題をノートに解く。 

・速読英単語 69 課から 70 課   

・スクランブル英文法語法 p.422～p.431  p.198～p.221 

・スタディサプリ文法編の時制（第1講、第2講）比較（第15講、第16講）に関して、ハイレベルかスタンダードレベルから自分にあうものを選び、動画を視聴し問題を解く。 

【理系生徒】 

・REPS 英文法・語法問題集 ・・・p.16～p.23 Chapter6～9 をノートに解く。 (p.14,15 のランダムチェック, 発音・アクセント・会話は今回はとばします) 

【1～4 組 英語の探究選択者】 

・プリントをしっかりとやる。 自分の読み方を英文に残しながら（     /  →  単語の意味 S V O …）読み、問いに答える。 

 読んだ後に音読を最低 3 回はすること。 

配信された小テストは G Suite を通じて提出すること。 

体育 
身体・生活活動記録を１週間ごと（毎週日曜日）に提出（１７日・２４日・３１日）。  ５月１１日（月）～３１日（日）までの記録を記入する。 

記録の記入方法と参考資料は、 Google classroom「保健体育」に１０日（日）までに掲載します  ※記録用紙は１１日（月）に掲載します。  
Ｇ Ｓuite にて提出。 

芸術 [器楽]誰にでもわかるコード進行理論講座（youtube）第１０回までを見て、理解すること。 質問があるときはＧＳuite で 

家庭科 

【フードデザイン】ワークノートｐ２～ｐ３（教科書ｐ６～12 参照）をする。 

【子どもの発達と保育】①ワークノートｐ23 の「やってみよう！」（生まれた時のようすを周りの人にインタビューする）別紙（レポート用紙等）に作成する。 

②空き時間に折り紙（紙は何を使ってもよい）を作成し、写メをとっておく。（複数作成のこと） 

＊どちらの科目も今後グーグルクラスルームに連絡を入れていきますので、確認してくださいね。 

いずれも 6 月最初の授業 

情報 classroom の「情報」のページに記載のアンケートに答えること。(google forms へのリンクから回答) 5/22〆切  



 
 

 

令和２年度 73回生 学習課題一覧（4/17～）  

 

 

 

 

 

科目 課題内容 備考欄 

国語 

① 「ニューグレード読解漢文 Lv.3」 １～4 

② 「完成古文」 1～4 

③ 教科書  『古文Ｂ ｐ186～「夢よりもはかなき世の中を」 漢文Ｂ ｐ92～「捕蛇者説」』 の予習(語句の意味調べ・文法句法確認・現代語訳 など) 

④ 教科書  『現代文Ｂ下巻 ｐ30～「虫愛づる姫君」』 の予習(語句の意味調べ・指示語の確認 など) 

①～④は提出不要。 

中間考査の試験範囲とするので、しっかりと自学自習する

こと。 

 

世界史  予習として学習すべきプリント No25～も加えて配付させていただきます。計画的に学習してください。 提出なし。 

日本史 
★要点ノート p92 の空欄 1～25・ｐ102 の空欄 1～18・p104 の空欄 1～20・ｐ108 の空欄 7～19・ｐ110 の空欄 1～27 に適切な語句を教科書・資料集を参考      

  にして記入する。どのページから始めてもかまわない。 
提出不要。最初の授業で確認予定。 

地理 教科書 P.153～P.179 を読み、問題集『新地理の研究』P.57～P.70 を解くこと。 提出なし。 

倫理 

１、資料集（テオーリア）の（要点の整理）の箇所を市販のノートに記して提出。その中のセンター重要用語や赤字は（  ）で囲むこと。 P6～P81 

２、教科書は P６～P72 を並行して読んでおくこと。  

３、倫理自習プリント 倫理①～③ 資料①～③ 補習 ７枚を（ ）を完成してプリント綴りに入れて提出。  

４、自習の仕方 資料集は情報が豊富で、教科書と合わせて読むとセンター試験の知識ができます。市販の参考書も OK。教科書は読解力育成のために慣れてください。 

   1 年の現代社会の復習の内容です。センター試験では、現代文長文読解問題、グラフ読み取り問題で 15 点程度があります。倫理知識は０でも解けますが国語の読

解力が必要で、日ごろから新聞などで長文速読の習慣をつけてください。 その他の指示は後日連絡します。 

 ５月の最初の授業。クラス氏名を忘れないこと。  

政治・

経済 

４ステージ演習ノート 政治・経済を使って、1 年生の現社の範囲を復習して、学習再開に備えてください。 

Point Stage A Stage B Stage C のうち、Point から Stage B までについて、次の予定で学習してください。 

演習ノートに直接記入してください。その際、色シートを使うことを想定し、赤や青のボールペンで記入しても構いません。 

第 1 週  民主政治の基本原理 

第 2 週  日本国憲法と基本的人権 

第 3 週  日本の政治機構 

第 4 週  政治参加と民主政治の課題 

臨時休業が伸びる場合は、登校日や学校ホームページを通じて指示します。 

授業が再開されてから、改めて指示します。 

数学 

文系 数学Ⅱα選択者（受験に数学が必要な者）数学の探究Ⅰと数学の探究Ⅱの各自の選択科目の課題を行うこと。 

数学の探究Ⅰ：数学 2021 共通テスト p.7~p.47 

数学の探究Ⅱ：メジアン数学演習 p.4~p.15 の Check と A 問題 

    数学Ⅱβ選択者（受験に数学が必要でない者）  

プレウィナー数学Ⅰ・A 「数と式」 p.4~p.23 左側の例題をもとに右側の問題を解くこと。      

星陵高校の臨時特設ホームページの休業期間中の学習支

援サイトで紹介されている数研出版の動画を利用しましょう。 

 ※ 数Ⅲα選択者は微分の応用以降を見ておいてください。 

 

前回配布した課題考査の解答は今回郵送していますので，

各自で確認し，できなかったところは復習しておくこと。 

課題以外でもできることは各自で進めること。 

理系  １．微分の練習プリント（４枚） 

     ２．クリアー数学演習  P.4~P.15（Clear は除く） 

     数学Ⅲα選択者（受験に数学Ⅲが必要な者）は，数学Ⅲの教科書 p.178~p.181，p.188~p.204 を教科書をじっくり読み，練習問題を解くこと。 

     数学Ⅲβ選択者（受験に数学Ⅲが必要でない者）は，数学 IAⅡB までの内容の苦手なところ等を選び取り組んでおくこと。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理 

文系（「物理研究Ⅱ」選択者） 

  ①４月 17 日まで     課題プリントの問題（②の問題集の問題を掲載） 

  ②４月 17 日以降    17 日に配布する問題集（数研出版 「チエック＆演習 物理基礎」）の問題(①の続き) 

  を問題集用ノート（冊子型）に解答する。 

   ・解答の過程（考え方、道筋）を式で表す。 

   ・17 日に配布する問題集の解答を参考に、丁寧に添削する。 

        ・分からない場合、物理量（加速度、変位、質量等々）の定義や意味、解法の基本事項（ 等加速度運動の基本式、運動方程式の立て方等）について、

教科書・ノートに戻り、理解を深め、要点をまとめて問題集用ノートに付け加えよう。この繰り返しが、理解不足箇所の補強になる。分からない、間違ったときこそ、

補強のチャンス！ 
春休みの課題は最初の授業日に提出。(文系) 

春休みの課題は最初の登校日に提出。(理系) 

 

理系 

つぎの１，２ともに計画立てて取り組むこと。 

 １．教科書の予習をする。例題、問、練習を考えて解く。 

 ２．既習範囲を受験レベルに引き上げる努力をする。 

①数研 物理重要問題集 必解問題を演習、研究。 

・演習は 1 問 20 分で時間を区切ること。 

・研究時間はじっくりと腰を据えて考えるようにすること。 

あやふやだった基礎を、問題を通して確実に理解することを演習の目的とするので時間内に解けなくても気にしない。教科書、参考書を傍らにおいて、いつでも戻

れる 1 冊を作る。 

②教科書傍用問題集セミナーを基本、発展問題を丁寧に再演習。 

     ①からスタートできない場合、②からスタートするとよい。1 回目奇数番、2 回目偶数番などとして工夫すると既習範囲を早く見ることができる。 

生物 

生物(文系・理系とも)選択者 

問題集リードα p118～p147(リード D を除く)を問題集用ノートに解いておくこと。 

提出なし。 

 

 

最初の授業で提出。 
生物研究Ⅱ選択者 

 問題集 チェック＆演習 生物基礎 の ～p13 までを，A4 レポート用紙に解いて提出。 

化学 

文系 チェック＆演習 化学基礎 新たにノートを作成し、演習する。  

第１編 第１章から第３章 をノートに解答する。(正誤チェック・重要例題・重要演習)  解答を赤でチェックをしておくこと。 

第 3 章まで終了した者は，第４章以降も解答すること。 

提出なし。 理系 2020 化学重要問題集 新たにノートを作成し、演習する。 

    1 章 物質の構成粒子から 9 章 酸化・還元と電池・電気分解 の範囲 のＡ問題をノートに解答する。 解答を赤でチェックをしておくこと。 

    余力の有る者は、Ｂ問題を解答する。 これも終了した者は，10 章以降も演習しておくこと。 

 ◎理系の生徒は，セミナー化学及び重要問題集をしっかりとやり込んで下さい。この 2 冊が絶対です。(休校があければ，質問できるように整理をしておくこと。) 

英語 

【全員共通】 

・CROWN L４・・・教科書を読み解釈する。プリント、ワーク(p.26～p.31)を解く。 

・CROWN L2 と L4 の Optional Reading (p.28､29､56､57) 本文を読んで解釈し、プリントの問題を解く。 

・共通テストリスニング・・・Part1 傾向確認編・・・第４回～第９回  音源に関しては送付されるプリントを参照。 

・-est 英作文・・・Chapter 11, 12 の問題をノートに解く。 

・速読英単語 66 課から 68 課   

・スクランブル英文法語法 p.386～p.421 

【理系生徒のみ】 

・REPS 英文法・語法問題集（送付します）・・・Chapter1～５をノートに解く。 

休校中の課題は提出なし。 

春休みの課題（SPRINT4 と CROWN ワークブック）は新ク

ラスと番号を記入し、5月７日（または最初の登校日）に提

出すること。 



 

令和２年度 73 回生 年度当初の課題一覧（４/８） 

 

 

 

 

科目 課題内容 
提出日 

提出方法 

国語 

① 「現代文読解問題 基礎編」 評論５～７・随筆３・小説３ 

② 「ニューグレード読解漢文 Lv.2」 29･30 

③ 教科書  『古文Ｂ ｐ147～「上にさぶらふ御猫は」 漢文Ｂ ｐ85～「愚公移山」』 の予習(語句の意味調べ・文法句法確認・現代語訳 など) 

④ 教科書  『現代文Ｂ下巻 ｐ15～「文明と文化の教育」』 の予習(語句の意味調べ・指示語の確認 など) 

⑤ 春課題考査を解答する。 

①～④は提出不要。 

中間考査の試験範囲とするので、各自しっかりと自学自習

すること。 

⑤は必ず提出。 

世界史  授業に向けての予習として学習しておいてもらうプリントを配付させていただきます。計画的に学習しておいてください。 提出なし 

日本史 
★要点ノート p92 の空欄 1～25・ｐ102 の空欄 1～18・p104 の空欄 1～20・ｐ108 の空欄 7～19・ｐ110 の空欄 1～27 に適切な語句を教科書・資料集を参考      

  にして記入する。どのページから始めてもかまわない。 
提出不要。最初の授業で確認予定。 

地理 教科書 P.153～P.179 を読み、問題集『新地理の研究』P.57～P.70 を解いてみること。 提出なし 

倫理 

１、資料集（テオーリア）の（要点の整理）の箇所を市販のノートに記して提出。その中のセンター重要用語や赤字は（  ）で囲む事 P6～P81 

２、教科書は P６～P72 を並行して読んでおくこと  

３、倫理自習プリント 倫理①～③ 資料①～③ 補習 ７枚を（ ）を完成してプリント綴りに入れて提出  

４、自習の仕方 資料集は情報が豊富で、教科書と合わせて読むとセンター試験の知識ができます。市販の参考書も OK。教科書は読解力育成のために慣れてください 

   1 年の現代社会の復習の内容です。センター試験では、現代文長文読解問題、グラフ読み取り問題で１５点程度があります。倫理知識は０でも解けますが国語の読

解力が必要で、日ごろから新聞などで長文速読の習慣をつけてください。 その他の指示は後日連絡します。 

 ５月の最初の授業。クラス氏名忘れない  

政治・

経済 

４ステージ演習ノート 政治・経済を使って、1 年生の現社の範囲を復習して、学習再開に備えてください。 

Point Stage A Stage B Stage C のうち、Point から Stage B までについて、次の予定で学習してください。 

演習ノートに直接記入してください。その際、色シートを使うことを想定し、赤や青のボールペンで記入しても構いません。 

第 1 週  民主政治の基本原理 

第 2 週  日本国憲法と基本的人権 

第 3 週  日本の政治機構 

第 4 週  政治参加と民主政治の課題 

臨時休業が伸びる場合は、登校日や学校ホームページを通じて指示します。 

授業が再開されてから、改めて指示します。 

数学 

文系 １．数学Ⅱα選択者（受験に数学が必要な者）  

               Focus Gold I+A 場合の数   練習 177～194    例題を参考にしながら練習問題を解くこと。                  

       数学Ⅱβ選択者（受験に数学が必要でない者）  

4STEP 数学 I+A  数学 A：確率の STEP A の問題   82～87，92～98，104，105      

      ２．課題考査を解く 

17 日にすべて提出すること。 

課題考査以外は，課題をノートに解いて，そのノートを提出

すること。 

春休みの課題も 17 日に提出。 
理系  １．4STEP 数学Ⅲ 270～274，282 

     ２．Focus Gold Ⅱ+B 式と計算 1～15  例題を参考にしながら練習問題を解くこと。 

      ３．課題考査を解く 

    ※ 数学Ⅲα選択者（受験に数学Ⅲが必要な者）は，上記の提出課題に加えて，この期間中に数学Ⅲの教科書ｐ178～195 を読んで予習しておくこと。 



 

 

 
 

 

 

 

 

物理 

文系（「物理研究Ⅱ」選択者） 

  ①４月１７日まで     課題プリントの問題（②の問題集の問題を掲載） 

  ②４月 １７日以降  １７日に配布する問題集（数研出版 「チエック＆演習 物理基礎」）の問題(①の続き) 

  を問題集用ノート（冊子型）に解答する。 

   ・解答の過程（考え方、道筋）を式で表す。 

   ・１７日に配布する問題集の解答を参考に、丁寧に添削する。 

        ・分からない場合、物理量（加速度、変位、質量等々）の定義や意味、解法の基本事項（ 等加速度運動の基本式、運動方程式の立て方等）について、

教科書・ノートに戻り、理解を深め、要点をまとめて問題集用ノートに付け加えよう。この繰り返しが、理解不足箇所の補強になる。分からない、間違ったときこそ、

補強のチャンス！ 
春休みの課題は最初の授業日に提出。(文系) 

春休みの課題は 17 日に提出。(理系) 

 

理系 

つぎの１，２ともに計画立てて取り組むこと。 

 １．教科書の予習をする。例題、問、練習を考えて解く。 

 ２．既習範囲を受験レベルに引き上げる努力をする。 

①数研 物理重要問題集 必解問題を演習、研究。 

・演習は 1 問 20 分で時間を区切ること。 

・研究時間はじっくりと腰を据えて考えるようにすること。 

あやふやだった基礎を、問題を通して確実に理解することを演習の目的とするので時間内に解けなくても気にしない。教科書、参考書を傍らにおいて、いつでも戻

れる 1 冊を作る。 

②教科書傍用問題集セミナーを基本、発展問題を丁寧に再演習。 

     ①からスタートできない場合、②からスタートするとよい。1 回目奇数番、2 回目偶数番などとして工夫すると既習範囲を早く見ることができる。 

化学 

文系 チェック＆演習 化学基礎 新たにノートを作成し、演習する。  

第１編 第１章から第３章 をノートに解答する。(正誤チェック・重要例題・重要演習)  解答を赤でチェックをしておくこと。 

余力の有る者は、第４章以降も演習しておくこと。 
提出なし。 

理系 2020 化学重要問題集 新たにノートを作成し、演習する。 

    1 章 物質の構成粒子から 9 章 酸化・還元と電池・電気分解 の範囲 のＡ問題をノートに解答する。 解答を赤でチェックをしておくこと。 

    余力の有る者は、Ｂ問題を解答する。 

英語 

☆まず本日配布されたプリント、１０枚（課題考査 4枚、教科書内容問題 2枚、-est英作文解答 1枚、リスニング解答 3枚）に不足がないか確認してください。 

以下の課題に 4 月 19 日までに計画的に取り組むこと。 

・春休み課題考査を解く 

・CROWN L2・・・教科書を読み解釈する。プリント、ワーク(p.10～p.17)を解く。 

・STARTING LINE はじめての大学入学共通テスト・・・ 各問題の傾向と対策を読み、第 1 回の練習問題を解く。 

（p.4～9、14,15, 20～23、28～30、38～41、46～47、52～57,66～71,80～84,91～93） 

・共通テストリスニング Part1 傾向確認編・・・第 1 回～第３回 

・-est 英作文・・・L9, L10 の問題をノートに解く 

春休みの課題（SPRINT 4）は 17 日に提出。 

その他は提出なし 


