
令和２年度 7４回生 学習課題一覧 

科目 課題内容 
提出日 

提出方法 

国語 

普段の週末課題に準じる。「新成現代文」16～20 と漢字語句（2）、「力をつける古典２」12～15、27～30。 

 

必要に応じて、付属の「要約トレーニング」（現代文）、別冊学習ワーク（古典）、「漢字ＴＯＰ2500」や「体系古

典文法 基本・応用問題」「新明説漢文 演習１～11」などを使い苦手分野の克服につとめる。 

 

地歴 

世界史 B 授業に向けて予習をしておいてもらうプリントを配付。10日分ほどの課題です。計画的に進めてください。 

世界史 A 教科書 P.1~P.31 を参考に『明解 世界史 A ノート』P.1~P.11 を解いてみましょう。提出不要。 

       紙に何も見ずに世界地図を描き、教科書巻頭の地図と見比べ、違いを考えてみましょう。 

日本史Ａ 教科書を一度は開いて授業内容のイメージを自分で考えておいて下さい。 

日本史 Bは教科書に準拠したプリントを配付します。教科書を熟読して解答はプリントに書き込んでください。 

理系地理Ｂ 教科書 P.6～P.35 を読み、問題集『新地理Ｂの研究』P.4～P.11 を解いてみること。 

文系地理 A 

（１）教科書と資料集を参考に、新地理 A ノートを pp1～27 を完成させてください。 

（２）追加の教材やビデオ教材を、Google Drive を使って配布する予定です。 

     別紙で配布するアドレスからのメールが受信できるようにしておいてください。 

文系地理 A 授業が再開されたら、改

めて指示します。 

数学 

数学Ⅱ  ・教科書 pp.25～31 → チャート pp.40～44 

                          チャート pp.47～51 → 完成ノート 42.43.53,54.55 

         ・教科書 pp.38～41 → チャート pp.62～65 → 完成ノート 70.71.72.73.74.75 

  数学 B  ・教科書 pp.6～14 → チャート pp.384～389 → 完成ノート 1.3.4 

 

※ 教科書・チャートを熟読し，上記範囲内の問・問題と完成ノート指定番号を配布したプリントに解答せよ。 

授業再開時，上記範囲の解説より開始するので，十分理解できなくても不安を感じる必要はない。 

この非常事態をきっかけに，できる限り各自で自学・自習法を確立し，どんどん前進することを目指しなさい。 

4 月 16 日（木） 

・プラスノート数学Ⅰ＋A 

・プリント４枚（春休み課題） 

・完成ノートプリント３枚提出 

※クラス・番号・名前を１枚目の 

左上に記入 

物理 

（理系選択者）つぎの１，２ともに計画立てて取り組むこと。 

 １．教科書の力学分野の予習をする。例題、問、練習を考えて解く。 

物理学は力学、熱力学、波動、電磁気学、原子物理の 5 分野からなり、力学はもっとも基礎的な分野で理

解に時間がかかる。そこでこの機会にじっくりと腰を落ち着けて自分の頭で考えて深く読むということにトライしてみよ

う。うわべではなく、本当に読み込むという経験をこの際してください。授業があってもなくてもこの地道な作業を積

み重ねて実力がつくのです。 

 ２．教科書傍用問題集 数研 物理リードαの基礎、応用問題を丁寧に演習する。 

    １で一つのセクションが終わったら次に問題集に取り組んでみよう。間違えた問題は基礎が本当に理解できていな

い場合が多い。間違えた箇所ほど大切に。問題演習を通して基礎を正しく深く理解しよう。  

（文系「物理研究Ⅰ」選択者） 

 １．教科書 p.176～224 を熟読し、内容理解に努める。 

２．問題集（実教出版「ベストフィット物理基礎」）類題、練習問題を解答する。（１日２問を目途に） 

    問題集用ノート（冊子型）に、解答の過程（考え方、道筋）を式で表す。図やグラフを大きく丁寧に描いて、

作用している力や初速度などの条件を記入し、解答の道筋を考えるために活用しよう。 

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、本質的理解につながる。分からない、間違ったときこそ、補強のチャンス！！ 

化学 

（理系選択者） 

プリント 2 枚（両面１枚，片面１枚）を課題として配布。 

プリントの問題１～18 を問題集用ノートに解き，答え合わせをする。 

授業再開時，『電気分解』から始めるので，教科書等目を通しておくのが望ましい。 

また，酸化還元（電池の内容を含む）の範囲の知識が必須なので，課題も含めて各々よく復習しておくこと。 
 

（文系 化学研究Ⅰ選択者） 

ニューグローバル 問題番号 105～125（122,123 は除く），126～132，182～187 を 

問題集用ノートに解き，答え合わせをする。 

 

ニューグローバルの最終ページの『物質の基礎知識』をみて，内容理解に努める。 

保健 

教科書 Ｐ64～65『１思春期と健康』  Ｐ66～67『２性への関心・欲求と性行動』   

Ｐ68～69『３妊娠・出産と健康』 

上記３つの範囲について、以下の①～④を保健ノートに記入すること。 

必ず『１思春期と健康』  『２性への関心・欲求と性行動』  『３妊娠・出産と健康』 を記入の上、書き始めること。 

   ①教科書の内容を「だ・である」調で１８行～２０行で要約する。(ノートの左右に余白を入れないように。) 

   ②内容で気になる語句、考えなどを取り上げる。 

   ③↑の②について調べて感想や考察をまとめる。 

   ④各範囲の 65,67,69 ページの下の『やってみよう』を書きまとめる。 

① 以外は行数の指定は無い。 

最初の授業で提出。必ず、新クラス・

番号を記入すること。 

 

英語 別紙 参照  

探究 別紙 1 枚 次回登校する日 4 月 16 日（木） 
 



 

 

令和２年度 7４回生 学習課題一覧 追加分 

科目 課題内容 提出日等 

地歴 

追加 

世界史 B：授業に向けて予習をしておいてもらうプリント追加分を配付させていただきます。昨年度であれば、配

付した分ほどが中間考査までの範囲であったように思います。計画的に進めてください。 

日本史 B：授業で使用するプリント冊子（コピー用紙）を解説・解答集（更紙）と教科書を参考にしながら

完成させて下さい。空欄に答えを書き写すだけではなく、教科書・解説をよく読んでおくこと。今後続

編作成の必要性が出た場合、WEB上にアップすることで配付にかえることも検討している。 

※プリントは 17 日（金）に郵送します 

 

数学 

追加 

「チャート式 基礎からの数学Ⅱ＋B」の解説動画 http://www.chart.co.jp/sp/ict2020s.html 

数学Ⅱ・B の動画を見ながら、チャートの基本例題の理解を目指して取り組むこと。重要例題については、各自の

段階に応じて取り組むこと。（数学Ⅱは pp.40～、数学 Bは pp.384～） 

今後、皆さんの質問を受け付けることができるように準備を進めているので、それまでは各自で学習すること。 

次回登校する日 

・プラスノート数学Ⅰ＋A 

・プリント４枚（春休み課題） 

・完成ノートプリント３枚 

※クラス・番号・名前を１枚目の 

左上に記入 

生物 

生物（文系選択者、理系選択者ともに） 

  リードα Ｐ２～４９（リードＤはやらなくてよい。） 

  問題集用ノートを用意してそれに解いていく。答え合わせもしておく。 

生物研究Ⅰ（文系選択者） 

 新編センサー Ｐ３～３２ 

  ノートを用意してそれに解いていく。答え合わせもしておく。 

最初の授業時に持参 

 

 

 

最初の授業時に持参 

 

 

保健

体育 
別紙１枚  ←17 日（金）に郵送します  

探究 別紙 1 枚 次回登校する日 

物理 
理系選択者 1. KS 物理講義を視聴し、先の課題にもしっかり取り組むこと。 

2. Gsuite で配信した休校中の推薦図書の中から 1 冊を選んで感想文を提出する。（800 字） 
読書感想文 ５月３０日 正午 

 

 

 

令和２年度 7４回生 学習課題 追加一覧② 

科目 課題内容 
提出日 

提出方法 

国語 

現代文：「新成現代文」21～25 

教科書の評論を用いた課題（①～③程度）を週 1 回のペースでクラスルーム上に上げます。（要提出） 

古典： 「力をつける古典２」31～33、｢力をつける古典 2,5｣1，16    

       スタディサプリで「古文の敬語」を学習し、郵送での「敬語プリント」で確認作業を進めていってください。 

2 回提出があるので、クラスルームをよく見てください。「敬語プリント」は保管のこと。 

 

地歴 

世界史Ｂ 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 No40～50、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。 

日本史 B 今回 Gsuite で配信する、解説を見ながら以前に郵送した冊子の該当箇所を完成させること。 

       今回郵送分の冊子は大切に保存しておいてください。 

地理 B   Google の Classroom で指示していますので確認して下さい。 

世界史Ｂ 担当の範囲が回って

きたら、 google の classroom

を通じて、前日昼までに担当の光

島まで内容を送信提出 

日本史 B 授業再開時に提出 

数学 

数学Ⅱ 教科書 pp.25～35 第１章 式と証明 第２節 等式と不等式の証明 

          pp.38～62 第２章 複素数と方程式 

数学 B 教科書 pp.6～45 第 1 章 平面上のベクトル 
 

上記が当初の中間考査の予定範囲です。５月中にこの範囲の内容を教科書・４STEP 完成ノート・チャート・スタディサプリ等を

駆使して、理解につとめること。細かい課題等は Classroom かスタディサプリで指示をしますので、毎日確認すること。 

 

物理 

物理（理系・生命科学類型） 

 クラスルームですでに配信されている「自己紹介」，「推薦図書感想文」に取り組む。 

 追加があれば，クラスルームから配信するのでよく確認しておくこと。 

クラスルームで提出 

物理研究Ⅰ（文系 物研選択者） 

  これまでの休業中の課題を通じて，自分が苦手だと感じた単元・項目の 

  スタディサプリの高１・高２『スタンダード物理基礎』の講座を視聴し，付属の確認テストも受け，理解に努める。 

  追加があれば，クラスルームから配信するのでよく確認しておくこと。 

 

化学 

化学（理系・生命科学類型） 

 ① スタディサプリの高１・高２『スタンダード化学（理論編）から第 7 講～１０講，２１講～２５講を視聴し， 

付属の確認テストを受ける。指定の講座はクラスルームにも詳しく明記するので確認すること。 

② 郵送された授業冊子内の例題・演習問題を①を参考に解く。解答はクラスルームにて配信（5 月 22 日（金）予定）。 

確認テストは５月２７日（水） 

まで 

授業冊子は学校再開後の 

授業で提出 

化学研究Ⅰ（文系 化研選択者） 

  これまでの休業中の課題を通じて，自分が苦手だと感じた単元・項目の 

  スタディサプリの高１・高２『スタンダード化学基礎』の講座を視聴し，付属の確認テストも受け，理解に努める。 

 

http://www.chart.co.jp/sp/ict2020s.html


生物 

生物（理系・生命科学類型・文系生物選択者） 

  スタディサプリの高１・高２『スタンダード生物』から第１講，２講を視聴し，付属の確認テストを受ける。（予習） 

１年時の生物基礎の分野の中で，自分が苦手だと感じた単元・項目のスタディサプリの高１・高２『スタンダード生物基礎』の講

座を視聴し， 

付属の確認テストも受け，理解に努める。追加があれば，クラスルームから配信するのでよく確認しておくこと。 
前回指定の課題（問題集を解

いたノート）を初回授業に提出 
生物研究Ⅰ（文系 生研選択者） 

これまでの休業中の課題を通じて，自分が苦手だと感じた単元・項目のスタディサプリの高１・高２『スタンダード生物基礎』の講

座を視聴し， 

付属の確認テストも受け，理解に努める。追加があれば，クラスルームから配信するのでよく確認しておくこと。 

保健体育 

【保健の課題】保健ノートを活用 

教科書 Ｐ70～73『４避妊法と人工妊娠中絶』  Ｐ74～75『５結婚生活と健康』   

Ｐ76～77『６中高年期と健康』 

上記３つの範囲について、以下の①～④を保健ノートに記入。 

必ず『４避妊法と人工妊娠中絶』 『５結婚生活と健康』 『６中高年期と健康』を記入の上、書き始める。 

   ①教科書の内容を「だ・である」調で１８行～２０行で要約する。(ノートの左右に余白を入れないように。) 

   ②内容で気になる語句、考えなどを取り上げる。 

   ③↑の②について調べて感想や考察をまとめる。 

   ④各範囲の 73,75,77 ページの下の『やってみよう』を書きまとめる。※Ｐ73 に関しては考えてみよう。    

①以外は行数の指定は無い。 

【体育の課題】Ｇ⁻Suite を活用 

5/11(月)～31(日)までの身体・生活活動量をメッツに換算し、記録する。毎週日曜日、17・24・31 日に提出。 

記録する目的、参考資料は 5/8(金)には保健体育のストリームに投稿。 

提出する記録用紙は毎週月曜日 AM10：00 に投稿します。現在の日常の活動量を記入・作成して下さい。 

●保健の課題は最初の授業で

提出。必ず、新クラス・番号を

記入すること。 

●体育の課題は毎週日曜日、

17・24・31 日に G-Suite で

提出。 

 

英語 

【コ英Ⅱの課題として】 

教科書 Lesson 3 – Saint Bernard Dogs (p. 38~50) を自学自習。 

内容の理解のため，「語彙，表現を調べる」，「文構造の分析をする」，「各 Q&A，単元末の各問に答える」。 

また，近日中に UP される「音声データをもとに音読」。「解答解説をもとに答え合わせをする」のも重要となる。 

評価については，Lesson 2 と同様に「ふり返り」をもって行う。 
 

【英表Ⅱの課題として】 

コ英Ⅱの課題 LESSON 3 の内容を受けて，計 5 問の質問に答える。評価の対象とする。 

詳細は Google Classroom にてアップされるので確認すること。 

また，Scrumble英文法・語法のうち，第 15 章から順に学習を進めておくこと。 

準備ができ次第 Google Classroom 上で小テストを行い，受けたかどうかを評価の対象とする。 

いずれについても， 

Google Classroom 上で指示

する。 

 

必ず確認すること。 

探究 前回課した課題の続きを各自ですすめること。追加があれば G suite で指示します。   

社会と情報 google classroom で配信予定のリンクから動画(約 50 分)を視聴し、課題(感想文)を提出する。 
G-Suite で提出(5 月 29 日〆

切) 

 

 

 


