
臨時休業の延長に伴う 3 年生の今後の日程について 

 

 

１ 臨時休業中の登校日について 

  臨時休業が 5 月 31 日（日）まで延長されました。3 年生では下記のように登校日を設けますが、新型コロ

ナウイルス感染症予防の観点から強制ではありません。登校の際は保護者の了承を得て登校してください（登

校できない場合の資料は後日郵送します）。 

 

 

登校の日時について 

 日にち クラス ９：３０～ １０：３０～ １３：００～ １４：００～ 

① 

5 月 11 日（月） １３５７９組 
出席番号 

１～９ 

出席番号 

１０～１８ 

出席番号 

１９～２７ 

出席番号 

２８～３６ 

5 月 12 日（火） ２４６８組 
出席番号 

１～９ 

出席番号 

１０～１８ 

出席番号 

１９～２７ 

出席番号 

２８～３６ 

② 

5 月 21 日（木） １３５７９組 
出席番号 

１～９ 

出席番号 

１０～１８ 

出席番号 

１９～２７ 

出席番号 

２８～３６ 

5 月 22 日（金） ２４６８組 
出席番号 

１～９ 

出席番号 

１０～１８ 

出席番号 

１９～２７ 

出席番号 

２８～３６ 

①（5 月 11 日、12 日）は各教科からの学習支援、模試案内について 

 ②（5 月 21 日、22 日）は進路指導、奨学金案内について 

 

※ 登校できない場合は、必ず事前連絡すること。 

※ 登校時には必ずマスクを着用すること。 

※ 登校した際など、こまめに手洗いをすること。 

※ 春休み課題、5 月 6 日までの課題については、5 月 11 日、12 日の登校日に提出すること。ただし、引き続

き 5 月 31 日までの課題に指定されているテキスト等や、〇付けが必要な物は提出しないこと。 

※ 奨学金についての説明会は、6 月 1 日（月）に実施する予定です。 

   

 

 

２ 臨時休業延長に伴う追加課題について 

  次のページから類型別（理系・文Ⅱ・文Ⅰ・体Ⅱ・体Ⅰ）で課題を提示します。間違えないようにしてくだ

さい。不安な気持ちはみんな同じ、友達に会いたい気持ちもみんな同じ。でも今は我慢です。目標を見失わず、

今できることを精一杯頑張りましょう。 

自分の将来のために、コツコツが勝つコツ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 



5/7(木)～5/31(日)休校期間課題一覧 普通科理系 
教科科目 課題内容 取り組み方・注意事項等 

〇提出日 
◎提出先 

現代文 

①力をつける現代文３ ７～１０ 

（ｐ18～28） 

②スタディサプリ（プリント・動画） 

③小論文（原稿用紙・動画） 

①自力で解き、答え合わせをしなさい。解

説をよく読むこと。 

②③指示に従って取り組みなさい。 

※③小論文は提出日が早いので注意。 

○①②休校明

け最初の授

業③２回目

の 登 校 日

(5/21・22) 

◎各教科担任 

古典 

①力をつける古典３ ４・５・１７・１８

（ｐ10～13、38～41） 

②スタディサプリ（プリント・動画） 

③教科書「紀昌貫虱」(ｐ208、209)、

「姨捨」（ｐ48、49）について、右の

指示に従って取り組むこと。 

①自力で解き、答え合わせをしなさい。解

説をよく読むこと。 

②指示にしたがって取り組みなさい。 

③本文をノートに写す。 

 漢文→書き下し文を書く。→ｐ209 脚

注で説明されている句法部分を口語訳

する。 

 古文→現代語訳。 

○休校明け最

初の授業 

◎各教科担任 

日本史Ａ 

ここまでの課題、ワークブック（ｐ４～

１１・１４６～１４９）の答え（５月

11・12 日配布、誤答は赤ペンで修正）

を参考に、教科書（ｐ６～１８・２８～

３５）の重要語句をピックアップし、覚

える（あればフリガナも）。 

休校終了後、最初の授業で簡単な確認テ

ストを行います（予定）。しっかり指示通

り取り組んでください。 

○休校終了後

最初の授業 

◎教科担任 

数学Ⅲイ 

数Ⅲの教科書の予習 

P120～P140、P146～P155 

※スタディサプリの動画や FOCUS Z

の例題・配信される授業動画を参考に

予習をするとよい。 

教科書を隅まで読み、例や例題をノー

トに書きながら理解していく。問も解

き授業動画で採点を行う。 

※休校期間が長くなったため、授業をハ

イペースで進めます。この予習で内容

理解ができている前提で授業を進めて

いきます。 

○最初の授業 

◎授業中に確

認します 

数学Ⅲロ 
はぎとり数学Ⅲ 

第 9 回～16回 

ニューアチーブ同様に取り組みましょ

う 

後日指示 

応用数学

β 

・シニア数学演習ⅠＡⅡＢ 

P48～P102 基本問題（28 題） 

・授業の予習：数学ⅠＡの範囲すべて

を目安に進めること 

（提示した表の問題を順に解く） 

休校期間が長くなったため、授業をハイ

ペースで進めます。基本事項の復習も心

掛けて取り組むこと。（授業ですべての

問題を解説するわけではありません） 

○最初の授業 

◎授業中に確

認します 

物理 

「波動」冊子 

P４４～４９、５５、５６の部分を 

YouTube で配信予定（５月７日～）

です。それを見てプリントを埋めて下

さい。 

動画を見てわからなければ学校が再開

してから質問には受け付けます。 

 

○最初の授業 

◎寺田 



化学 

無機化学教科書 P206～231 分を

YouTube で配信します。登校日にプ

リントを渡すので、配信動画（予定はプ

リント No.82～94）を見てプリント

を埋めること。 

スタディサプリで URL を示す。チェッ

クしてください。必ず、自身で動画を見

てプリントをうめること。授業では、配

信動画の続きを進めていきます。 

○最初の授業 

◎稲垣 

生物 

セミナー生物基礎＋生物 

Ｐ322～Ｐ333 

・自力で解いて答え合わせをし、課題ノ

ートにやって提出すること。 

○最初の授業 

◎饒波 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

英語Ⅲ 

UNITE 英語総合問題集 stage２．５ 

 Lesson ５～６ 

「提出用サポートノート」に解答して赤

ペンで採点、見直しをして提出 

（テキストには書き込まない） 

○最初の授業 

◎コミュ英語 

 授業担当者 

完了している

WordMeister

と UNITE 2

は５月１１or

１２日の出校

日に提出 

英語表現

Ⅱ 

① Blossom 英語総合問題演習 ２ 

  UNIT ６～７ 

② スクランブル英文法・語法 トレ

ーニング問題集 第１９．２０章 

（p６０～６５） 

① 「提出用ノート」に解答して赤ペンで採

点、見直しをして提出 

（テキストには書き込まない） 

② 本冊子第１９．２０章（p２３２～2４５）

を学習したのち問題集に取り組む。登校日

に配布した解答で答え合わせをする。（１

８章～２０章まとめて） 

〇最初の授業 

◎英語表現 

 授業担当者 

完了している

Repeat は５

月１１or１２

日の出校日に

提出 

体育 運動実践表（３週間分） 

週に最低２日以上。プリントの運動例を

参考にして 1 時間程度の運動を実践し、

プリントに記録していく。 

※①３時間程度の運動を分散させても

かまいません。（例：３０分×４日など） 

※②動画サイトなども参考にしながら

似たようなものを見つけ実践してもら

っても可です。 

最初の授業で

回収します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5/7(木)～5/31(日)休校期間課題一覧 普通科文Ⅱ 
教科科目 課題内容 取り組み方・注意事項等 

〇提出日 
◎提出先 

現代文 

①力をつける現代文３ ７～１０ 

（ｐ18～28） 

②スタディサプリ（プリント・動画） 

③小論文（原稿用紙・動画） 

④国語基本問題集（ｐ11～15） 

①自力で解き、答え合わせをしなさい。

解説をよく読むこと。 

②③指示に従って取り組みなさい。 

④前回の分も含めて答え合わせをして

おくこと。 

※小論文は提出日が早いので注意。 

○①②④休校

明け最初の

授業③２回

目の登校日

(5/21・22) 

◎各教科担任 

古典 

①力をつける古典３ ４・５・１７・１８

（ｐ10～13、38～41） 

②スタディサプリ（プリント・動画） 

③教科書「北山の垣間見」（ｐ64～67）

について、右の指示に従って取り組む

こと。 

①自力で解き、答え合わせをしなさい。

解説をよく読むこと。 

②指示にしたがって取り組みなさい。 

③本文をノートに写す。→現代語訳。 

 →敬語について、敬語の種類と敬意の

方向を記入。 

○休校明け最

初の授業 

◎各教科担任 

世界史Ｂ 

応用世界史 

スタディサプリにて動画配信 

（スタディサプリを確認すること） 

昨年度と同様、授業内容をノートにま

とめること。 

 

・昨年度と同様、ノートにまとめるこ

と。 

○６月１日 

 ノートを 

◎豊田まで 

日本史Ｂ 

応用日本史 

①ゼミナール日本史：p64～69 

②ゼミナールの休校中課題全範囲の

答え合わせ 

・5/6 までのゼミナール課題は答え

合わせ前の状態で 5/11・12 の出校

日で提出 

・5/21・22 の出校日でゼミナールを

返却予定 

・①②の課題の提出日は最初の授業 

・①②の課題も早めに取り組める人は

出校日以前から取り組むこと 

○最初の授業 

◎教科担当 

 

政治・経済 
・～５月６日までの課題の復習 

（追加の提出物なし） 

※～５月６日までの分の課題は、予定

通り、最初の授業で提出。 

※受験を意識している人は、演習ノー

ト P59～71（教科書 P80～101） 

 に取り組むこと。（提出はなし。） 

〇 

◎ 

数学Ⅱ 

はぎとり式練習ドリル数学Ⅱ 

第 105 回～第 108 回 

 

予習：教科書 P170～173 

教科書を参考に、はぎとりに取り組む

こと。 

（スタディサプリの動画も参考にす

るとよい） 

○６月１日 

◎教科担当 

化学基礎 

・スタディサプリ配信課題 

 センター化学基礎対策講座 

 第３講、４講 

・全般的な復習ができるので、必ず視
聴をしてから確認テストに臨んでく
ださい。ここで２年次の内容を思い出
しておくと、共通テストで良い点をと
る足掛かりにできます。― 

○５月３１日 



生物基礎 

リードα生物基礎 

pp.18～26 基本例題１～６ 

       リードＣ１.～15. 

pp.42～48 基本例題１～４ 

       リードＣ22.～33. 

pp.65～75 基本例題１～６ 

       リードＣ39.～54. 

※１年次に購入の問題集です。手元に無い者

は学校（教科担任）へ連絡して指示を受け

ること。 

※専用ノートを作って、それにやること。答

えを写しても意味がない。できた問題とで

きなかった問題を選り分け、できなかった

問題をしっかりと理解すること。 

○６月１日 

◎鈴木健 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

英語Ⅲ 

UNITE 英語総合問題集 stage２．５ 

 Lesson ５～６ 

「提出用サポートノート」に解答して

赤ペンで採点、見直しをして提出 

（テキストには書き込まない） 

○最初の授業 

◎コミュ英語 

 授業担当者 

完了している

WordMeister

とUNITE 2は

５月１１or１

２日の出校日

に提出 

英語表現Ⅱ 

③ Blossom 英語総合問題演習 ２ 

  UNIT ６～７ 

④ スクランブル英文法・語法 トレ

ーニング問題集 第１９．２０章 

（p６０～６５） 

③ 「提出用ノート」に解答して赤ペンで採

点、見直しをして提出 

（テキストには書き込まない） 

④ 本冊子第１９．２０章（p２３２～2４

５）を学習したのち問題集に取り組む。

登校日に配布した解答で答え合わせを

する。（１８章～２０章まとめて） 

〇最初の授業 

◎英語表現 

 授業担当者 

完了している

Repeat は５

月１１or１２

日の出校日に

提出 

体育 運動実践表（３週間分） 

週に最低２日以上。プリントの運動例

を参考にして 1 時間程度の運動を実

践し、プリントに記録していく。 

※①３時間程度の運動を分散させて

もかまいません。（例：３０分×４日な

ど） 

※②動画サイトなども参考にしなが

ら似たようなものを見つけ実践して

もらっても可です。 

最初の授業で

回収します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5/7(木)～5/31(日)休校期間課題一覧 普通科文Ⅰ 
教科科目 課題内容 取り組み方・注意事項等 

〇提出日 
◎提出先 

現代文 

①力をつける現代文３ ７～１０ 

（ｐ18～28） 

②スタディサプリ（プリント・動画） 

③小論文（原稿用紙・動画） 

④国語基本問題集（ｐ11～15） 

⑤期末考査漢字小テスト範囲プリント 

※小論文は提出日が早いので注意。 

①自力で解き、答え合わせをしなさい。

解説をよく読むこと。 

②③指示に従って取り組みなさい。 

④前回の分も含めて答え合わせをして

おくこと。 

⑤『漢字と語彙 2400』で答え合わせも

する。 

○①②④⑤休

校後最初の

授業③２回

目の登校日

(5/21・22) 

◎各教科担任 

古典 

①スタディサプリ（プリント・動画） 

②教科書「北山の垣間見」（ｐ64～67）

について、右の指示に従って取り組む

こと。 

①指示にしたがって取り組みなさい。 

②本文をノートに写す。→現代語訳。 

 →敬語について、敬語の種類と敬意の

方向を記入。 

○休校明け最

初の授業 

◎各教科担任 

日本史Ｂ 

ここまでの課題、ワークブック（ｐ４

８～63）の答え（５月 11・12 日配

布、誤答は赤ペンで修正）を参考に、

教科書（ｐ184～232）の重要語句を

ピックアップし、覚える（あればフリ

ガナも）。 

休校終了後、最初の授業で簡単な確認

テストを行います（予定）。しっかり指

示通り取り組んでください。 

○休校終了後

最初の授業 

◎教科担任 

世界史Ｂ 

＜課題＞ 

ゼミナール世界史P.56～P.63、P.68

～P.69 に取り組む 

①教科書 P.201～P.248(L.6)まで 3

回熟読する（資料集該当ページを見

ながら） 

②何も見ないで、ゼミナール世界史を

解く（鉛筆で記入） 

③再度、教科書を熟読（資料集該当ペ

ージを見ながら） 

④何も見ないで、ゼミナール世界史を

解く（鉛筆で記入・修正） 

⑤教科書を見ながら、ゼミナール世界

史を解く（青ペンで記入・修正） 

※ゼミナール世界史に直接記入して

も、授業ノートに記入してもよい 

○休校終了後

最初の授業 

◎教科担任 

政治・経済 
・～５月６日までの課題の復習 

（追加の提出物なし） 

※～５月６日までの分の課題は、予定

通り、最初の授業で提出。 

※受験を意識している人は、演習ノー

ト P59～71（教科書 P80～101） 

 に取り組むこと。（提出はなし。） 

〇 

◎ 

数学Ⅱ 
はぎとり数学Ⅱ 

第 105 回、107回 

教科書の例題、はぎとりの答えを参考

にやってみましょう 

後日指示 

化学基礎 

ニューグローバル化学基礎 

p.13，21，38～39，50～51，59， 

 65，77（Skillup１～７） 

・まとめになっている部分はノートに
まとめ直す。 

・載っている問題はノートに解き，答

○６月１日 

◎鈴木健 



え合わせと間違い直しを行う。 

生物基礎 

課題レポート ・スタディサプリで送信された花の写
真の名前（種名）を同定すること。
その際、なぜその種名なのかそれぞ
れ根拠を示すこと。Ａ４レポート用
紙またはルーズリーフに記述する
こと。 

○6 月 1 日 

◎饒波 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

英語Ⅲ 

UNITE 英語総合問題集 stage２．５ 

 Lesson ５～６ 

「提出用サポートノート」に解答して

赤ペンで採点、見直しをして提出 

（テキストには書き込まない） 

○最初の授業 

◎コミュ英語 

 授業担当者 

完了している

WordMeister

とUNITE 2は

５月１１or１

２日の出校日

に提出 

英語表現Ⅱ 

Blossom 英語総合問題演習 ２ 

  UNIT ６～７ 

 

① 「提出用ノート」に解答して赤ペンで採

点、見直しをして提出 

（テキストには書き込まない） 

本冊子第１９．２０章（p２３２～2４５）を

学習したのち問題集に取り組む。登校日に配

布した解答で答え合わせをする。（１８章～

２０章まとめて） 

〇最初の授業 

◎英語表現 

 授業担当者 

完了している

Repeatは５月

１１or１２日の

出校日に提出 

就職課題 

１ スタサプ配信（一般常識課題）♡ 

①数学：速さの問題４つ 

②国語：漢字・語句の問題４つ 

 

2 「一般常識マイテスト」№2♡ 

 

１「一般常識課題用スタサプノート」

に確認テストだけではなく、例題や

練習問題等、すべての問題をやっ

て、答え合わせ＆直しをして提出。 

２ 答え合わせ＆直しをして提出。 

②   6/1 実施予定の実テの範囲で

す。  

 

○休校明け日 

◎担任の先生 

体育 運動実践表（3週間分） 

週に最低３日以上。プリントの運動例

を参考にして 1 時間程度の運動を実

践し、プリントに記録していく。 

※①３時間程度の運動を分散させて

もかまいません。（例：３０分×６日な

ど） 

※②動画サイトなども参考にしなが

ら似たようなものを見つけ実践し

てもらっても可です。 

最初の授業で

回 収 し ま

す。 

 

 

 

 

 

 



5/7(木)～5/31(日)休校期間課題一覧 スポ科体Ⅱ 
教科科目 課題内容 取り組み方・注意事項等 

〇提出日 
◎提出先 

現代文 

①力をつける現代文３ ７～１０ 

（ｐ18～28） 

②スタディサプリ（プリント・動画） 

③小論文（原稿用紙・動画） 

①自力で解き、答え合わせをしなさい。

解説をよく読むこと。 

②③指示に従って取り組みなさい。 

※③小論文は提出日が早いので注意。 

○①②休校明

け最初の授

業③２回目

の 登 校 日

(5/21・22) 

◎各教科担任 

古典 

①力をつける古典３ ４・５・１７・１８

（ｐ10～13、38～41） 

②スタディサプリ（プリント・動画） 

③教科書「紀昌貫虱」(ｐ208、209)、

「姨捨」（ｐ48、49）について、右の

指示に従って取り組むこと。 

①自力で解き、答え合わせをしなさい。

解説をよく読むこと。 

②指示にしたがって取り組みなさい。 

③本文をノートに写す。 

 漢文→書き下し文を書く。→ｐ209

脚注で説明されている句法部分を口

語訳する。 

 古文→現代語訳。 

○休校明け最

初の授業 

◎各教科担任 

世界史Ｂ 

応用世界史 

スタディサプリにて動画配信 

（スタディサプリを確認すること） 

昨年度と同様、内容をノートにまとめ

ること。 

・昨年度と同様、ノートにまとめるこ

と。 

○６月１日 

 ノートを 

◎豊田まで 

日本史Ｂ 

応用日本史 

①ゼミナール日本史：p42～47 

②ゼミナールの休校中課題全範囲の

答え合わせ 

・5/6 までのゼミナール課題は答え

合わせ前の状態で 5/11・12 の出校

日で提出 

・5/21・22の出校日でゼミナールを

返却予定 

・①②の課題の提出日は最初の授業 

・①②の課題も早めに取り組める人は

出校日以前から取り組むこと 

○最初の授業 

◎教科担当 

 

数学Ⅱ 

はぎとり式練習ドリル数学Ⅰ【基本か

ら標準編】（ピンクの冊子） 

第３３回～第３８回 

第５５回～第６８回  

自力でしっかり取り組むこと。 〇最初の授業 

◎教科担当 

地学基礎 

課題プリント 2枚 ・左上をホッチキスで綴じて、問題集

のコピーになっています。自力で問題

を解き、問題集の答えを見て答え合わ

せをすること。 

○６月 1 日 

◎教科担当 

生物基礎 
必修アクセス生物基礎 P39～45 

 

課題ノートにやって提出すること。 ○６月 1 日 

◎饒波 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

英語Ⅲ 

UNITE 英語総合問題集 stage２．５ 

 Lesson ５～６ 

「提出用サポートノート」に解答して

赤ペンで採点、見直しをして提出 

（テキストには書き込まない） 

○最初の授業 

◎コミュ英語 

 授業担当者 

完了している

WordMeister



とUNITE 2は

５月１１or１

２日の出校日

に提出 

英語表現Ⅱ 

① Blossom 英語総合問題演習 ２ 

  UNIT ６～７ 

② スクランブル英文法・語法 トレ

ーニング問題集 第１９．２０章 

（p６０～６５） 

③ 「提出用ノート」に解答して赤ペンで採

点、見直しをして提出 

（テキストには書き込まない） 

④ 本冊子第１９．２０章（p２３２～2４

５）を学習したのち問題集に取り組む。

登校日に配布した解答で答え合わせを

する。（１８章～２０章まとめて） 

〇最初の授業 

◎英語表現 

 授業担当者 

完了している

Repeat は５

月１１or１２

日の出校日に

提出 

情報 

学習ノート 

ｐ３８～４３、４６，４７、８６～ 

９０ 

教科書を見ながら完成させましょう。

期末考査の範囲です。 

授業時に指示 

スポーツ 

概論 

① 足関節テーピングレポート 

・スターアップ ・フィギュアエイト 

・ホースシュー ・ヒールロック 

② 足関節名称復習 

出校日に書き方のサンプルも一緒に

して配布します。 

 

最初の授業時

に回収します。 

スポーツ

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

① トレーニング計画作成 

 

② トレーニング日誌作成（3 週分） 

別紙プリントを参考にして取り組ん

でください。 

〇最初の授業 

◎各講座担当 

スポーツⅤ 

野外活動（救急法、安全法）につい

てのプリント＆レポート 

出校日にプリントを配布します。その

指示に従って、穴埋め＆レポートに取

り組んでください。 

〇最初の授業 

◎青木 

スポーツⅥ 

・ 

スポーツ 

総合演習 

卒業研究のテーマ設定に関するレポ

ート 

別紙プリントに取り組んでください。 〇最初の授業 

◎畑田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5/7(木)～5/31(日)休校期間課題一覧 スポ科体Ⅰ 
教科科目 課題内容 取り組み方・注意事項等 

〇提出日 
◎提出先 

現代文 

①力をつける現代文３ ７～１０ 

（ｐ18～28） 

②スタディサプリ（プリント・動画） 

③小論文（原稿用紙・動画） 

④期末考査漢字小テスト範囲プリント 

①自力で解き、答え合わせをしなさい。

解説をよく読むこと。 

②③指示に従って取り組みなさい。 

④『漢字と語彙 2400』で答え合わせも

する。 

※③小論文は提出日が早いので注意。 

○①②④⑤休

校後最初の

授業③２回

目の登校日

(5/21・22) 

◎各教科担任 

古典 

①スタディサプリ（プリント・動画） 

②教科書「姨捨」（ｐ48、49）について、

右の指示に従って取り組むこと。 

①指示にしたがって取り組みなさい。 

②本文をノートに写す。 

 現代語訳。 

○休校明け最

初の授業 

◎各教科担任 

日本史Ｂ 

①ゼミナール日本史：p42～47 

②ゼミナールの休校中課題全範囲の

答え合わせ 

・5/6 までのゼミナール課題は答え

合わせ前の状態で 5/11・12 の出校

日で提出 

・5/21・22の出校日でゼミナールを

返却予定 

・①②の課題の提出日は最初の授業 

・①②の課題も早めに取り組める人は

出校日以前から取り組むこと 

○最初の授業 

◎教科担当 

世界史Ｂ 

＜課題＞ 

ゼミナール世界史P.56～P.63、P.68

～P.69 に取り組む 

⑥教科書 P.201～P.248(L.6)まで 3

回熟読する（資料集該当ページを見

ながら） 

⑦何も見ないで、ゼミナール世界史を

解く（鉛筆で記入） 

⑧再度、教科書を熟読（資料集該当ペ

ージを見ながら） 

⑨何も見ないで、ゼミナール世界史を

解く（鉛筆で記入・修正） 

⑩教科書を見ながら、ゼミナール世界

史を解く（青ペンで記入・修正） 

※ゼミナール世界史に直接記入して

も、授業ノートに記入してもよい 

○休校終了後

最初の授業 

◎教科担任 

政治・経済 

ここまでの課題、ワークブック（ｐ2

～31）の答え（５月 11・12 日配布、

誤答は赤ペンで修正）を参考に、教科

書（ｐ６～23）の重要語句をピックア

ップし、覚える（あればフリガナも）。 

休校終了後、最初の授業で簡単な確認

テストを行います（予定）。しっかり指

示通り取り組んでください。 

○休校終了後

最初の授業 

◎教科担任 

数学Ⅱ 

はぎとり式練習ドリル数学Ⅰ【基本か

ら標準編】（ピンクの冊子） 

第３３回～第３８回 

第５５回～第６８回 

自力でしっかり取り組むこと。 〇最初の授業 

◎東園 



地学基礎 

課題プリント 2枚 ・左上をホッチキスで綴じて、問題集

のコピーになっています。自力で問題

を解き、問題集の答えを見て答え合わ

せをすること。 

○６月 1 日 

◎教科担当 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

英語Ⅲ 

UNITE 英語総合問題集 stage２．５ 

 Lesson ５～６ 

「提出用サポートノート」に解答して

赤ペンで採点、見直しをして提出 

（テキストには書き込まない） 

○最初の授業 

◎コミュ英語 

 授業担当者 

完 了 し て い る

WordMeister と

UNITE 2 は５月

１１or１２日の出

校日に提出 

英語表現Ⅱ 

Blossom 英語総合問題演習 ２ 

  UNIT ６～７ 

 

⑤ 「提出用ノート」に解答して赤ペンで採

点、見直しをして提出 

（テキストには書き込まない） 

⑥ 本冊子第１９．２０章（p２３２～2４

５）を学習したのち問題集に取り組む。

登校日に配布した解答で答え合わせを

する。（１８章～２０章まとめて） 

〇最初の授業 

◎英語表現 

 授業担当者 

完了している

Repeatは５月

１１or１２日の

出校日に提出 

就職課題 

１ スタサプ配信（一般常識課題）♡ 

①数学：速さの問題４つ 

②国語：漢字・語句の問題４つ 

 

2 「一般常識マイテスト」№2♡ 

 

１「一般常識課題用スタサプノート」

に確認テストだけではなく、例題や

練習問題等、すべての問題をやっ

て、答え合わせ＆直しをして提出。 

２ 答え合わせ＆直しをして提出。 

  6/1実施予定の実テの範囲です。  

 

○休校明け日 

◎担任の先生 

情報 
学習ノート 

ｐ３８～４３、４６，４７、８６～９０  

教科書を見ながら完成させましょう。

期末考査の範囲です。 

授業時に指示 

スポーツ 

概論 

③ 足関節テーピングレポート 

・スターアップ ・フィギュアエイト 

・ホースシュー ・ヒールロック 

④ 足関節名称復習 

出校日に書き方のサンプルも一緒に

して配布します。 

 

最初の授業時

に回収します。 

スポーツ

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

① トレーニング計画作成 

 

② トレーニング日誌作成（3 週分） 

別紙プリントを参考にして取り組ん

でください。 

〇最初の授業 

◎各講座担当 

スポーツⅤ 

野外活動（救急法、安全法）につい

てのプリント＆レポート 

出校日にプリントを配布します。その

指示に従って、穴埋め＆レポートに取

り組んでください。 

〇最初の授業 

◎青木 

スポーツⅥ 

・ 

スポーツ 

総合演習 

卒業研究のテーマ設定に関するレポ

ート 

別紙プリントに取り組んでください。 〇最初の授業 

◎畑田 

 


