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数学Ⅰ スタディサプリ高１高 2 ベーシック数学ⅠA 第 5 講 

チャプター1~8 を見ながらテキスト（郵送予定）を解く。 

※提出は不要だが、自宅待機期間終了後、確認テストを実施予定。 

数学 A スタディサプリ高１高 2 ベーシック数学ⅠA 第１２講 

チャプター5~8 を見ながらテキスト（郵送予定）を解く。 

※提出は不要だが、自宅待機期間終了後、確認テストを実施予定。 

コミュ英Ⅰ 課題プリント(Lesson3 Why Do Cats Purr? 小テスト Part１～３・郵送されます。) 

 解答して登校後、最初の授業で提出。 

英語表現Ⅰ 課題プリント(Lesson６ Pastime・郵送されます。 ) 

 解答して登校後、最初の授業で提出。 

生物基礎 教科書 p60-77 の内容（「発展」は除く）をレポート用ノートにまとめる。 

その際、スタディサプリの「高１２３、生物基礎 第４講（チャプター１～２）」を

視聴して板書を写し、参考にすること。 

 また、テキストの問題を解きながら、チャプター３～４で答え合わせをする。最後

に確認テストを行い、自分で丸つけをする。（これもノートに書く） 

登校後（９／１３～）最初の生物基礎の授業時に提出 

物理基礎 教科書ｐ，４５～５１ この範囲の例題や問題を解く。（ノートに記入） 

化学基礎 ・教科書 P.92～P.103 を各自で学習。 

・ニューステップアップ P.65～P.67 を解き、各自で○付けをする（提出不要）。 

社会と情報 ①別紙プリントあり 

②教科書 P82～P101 を熟読。 

NKH の動画を視聴する。 

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/syakaijouhou/archive/chapter004.html 

②について課題等は今はありません。 

保健 課題プリント（2 枚）を教科書とノートを参考に解いてください。(郵送対応) 

単元名 「喫煙と健康」教科書 P22～P23 ノート P16～P17 

単元名 「飲酒と健康」教科書 P24～P25 ノート P18～P19 

 ※提出日は学校登校再開後の最初の授業とします。 

体育 体育課題プリント（4 枚）(郵送対応) 

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/syakaijouhou/archive/chapter004.html


バスケットボール、バレーボール、水泳、卓球の 4 種目についての課題演習問題を解

いてください。※提出日は学校登校再開後の最初の授業とします。 

音楽Ⅰ 自宅待機期間終了後、個別に補習を行います。 

美術Ⅰ Teams に詳細を載せます。確認してください。 

書道Ⅰ プリント「篆刻カード①と②」 （郵送予定） 

１，１学期の休校課題で提出した篆刻の文字を参考に、篆刻カードのワークシート①

②を進めてください。（必要であればもう一度動画を見て理解を深めましょう⇒ 

「NHK 高校講座 書道Ⅰ」と検索 ⇒画面上の「３学期」 ⇒「篆刻と刻字 オリ

ジナルの印を刻もう～篆刻～」） 

２、白紙を準備し、②で書いたものを反転させて（鏡文字）、えんぴつで書いてくだ

さい。 

＊１と２は、休校明けに提出すること。状況により補習も考えます。 

 



学年 授業一覧 課 題 内 容 

2 年生 現代文 B 町田クラス…課題を郵送しています。 

古典 B 町田クラス…課題を郵送しています。 

数学Ⅱ 2～5 組は Study-Up ノート p47-54 

 

発展クラスは教科担任より別で指示あり。 

数学 B 2～5 組基礎クラス・標準クラス：Study-Up ノート p21-22 

2～5 組応用クラス：Study-Up ノート p21-25 

発展クラスは教科担任より別で指示あり。 

コミュ英Ⅱ 郵送にて課題配布しています。 

生物 スタディサプリ高１・２第１１講～第１５講までのすべてを視聴し、レポート用

ノートに板書する。そのあと、第１１講～１５講までのテキストの演習問題と確

認テストを解き（問題は書き写さなくても良い）９月の始めの授業で提出。 

物理 教科書ｐ，３８～４７ この範囲の例題や問題を解く。（ノートに記入） 

化学 １学期に配布したプリント No.1-20 と No.1-22 をもう 1 度解きなおし、各自で○

付けをする（提出不要）。 

物理基礎 教科書ｐ，４５～５１ この範囲の例題や問題を解く。（ノートに記入） 

地学基礎 教科書ｐ.74～79 を参考に地学基礎の基本マスター２６～２９ページを解答。追

加の連絡があれば、Teams で連絡します。 

日本史 B スタディーサプリ「2 年日本史 2 学期分散課題①」 

※動画視聴＋確認テストを回答して提出（締め切り 8/31） 

9/1 以降の動画課題は追って連絡します。（今回同様スタサプでの配信予定） 

地理 B 教科書 p88~95 各テーマごとに A4 用紙にまとめる。原因・結果・影響・対策等

（５Ｗ１Ｈ）を念頭に。〆切登校出来るようになった頃。 

保健 「7.一生を通じての健康」～「8.豊かな高齢社会の実現」（教科書 p.72～p.75）の

練習プリント課題を回答して下さい。 

提出は最初の授業で！ 

体育 体育課題プリント（4 枚） 

バスケットボール、バレーボール、水泳、卓球の 4 種目についての課題演習問題

を解いてください。※提出日は学校登校再開後の最初の授業とします。 

家庭総合 「ホームプロジェクト」の課題をしっかり仕上げておいてください。登校した日

に提出してください。 

音楽Ⅱ 9 月下旬の実技テストに向けて、自宅に楽器等があれば練習しておくこと。楽器 

がなく練習が困難な場合は、自宅待機期間終了後個別に実技試験等の調整を行い 

ます。 

美術Ⅱ 課題を Teams に掲載します。確認するように！ 



書道Ⅱ プリント「篆刻カード①と②」  （郵送予定） 

１，１学期の休校課題で提出した篆刻の文字を参考に、プリント「篆刻カード」

①②を進めてください。 

（必要であればもう一度動画を見て理解を深めましょう⇒ 「NHK 高校講座 

書道Ⅰ」と検索 ⇒画面上の「３学期」 ⇒「篆刻と刻字 オリジナルの印を刻

もう～篆刻～」） 

２、白紙を準備し、②で書いたものを反転させて（鏡文字）、えんぴつで書いてく

ださい。 

＊休校明けに提出すること。状況により補習も考えます。 
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古典 B ①教科書 p98『源氏物語』「光源氏の誕生」を読み、わからない単語を調べておくこと。 

②『最新国語便覧』p106～115『源氏物語』を読んでおくこと。 

③登校後、古単 100 問テストを行う。引き続き古文単語帳第４章範囲を覚えておくこと。 

教科書と便覧の本文は teams にアップします。 

その他、teamsで追加指示をすることがあるので、一日一回確認してください。 

現代文 B 無し 

国語表現 Teams で指示します 

古典 A 対象生徒なし 

数学Ⅲ 教科書 p152-163 の練習 18-30 

探求数学Ⅱ

(5 単位) 

場合の数と確率の問題をできるところまで進める。 

教科書を持ち帰っていない場合は、取りに来るか、同様の範囲の問題（共通テスト過去

問）を自分で探して解く。 

探求数学Ⅰ

(3 単位) 

場合の数と確率の問題をできるところまで進める。 

教科書を持ち帰っていない場合は、取りに来るか、同様の範囲の問題（共通テスト過去

問）を自分で探して解く。 

数学実践 対象生徒なし 

コミュ英Ⅲ ①予習･復習ノート Lesson6 Part1~3 (解く→答え合わせ→やり直し)  

②各授業担当者から授業のプリントなどが送られてきた場合は、それに取り組む。 

 ※各授業担当者から、授業で使うプリントなどが郵送または Teams で送られることが

あります。 

③週テストの範囲を勉強しておく。(DataBase第 7回～９回) 

物理 教科書ｐ，１３２～１４９ 重要語句をノートに抜き出し，その意味を書く。 

物理（継続） 教科書ｐ，２１０～２２３ 重要語句をノートに抜き出し，その意味を書く。 

化学 各自１学期の復習をしておく 

化学（継続） 各自１学期の復習をしておく 

生物（継続２

単位） 

教科書 p.234-245 の内容をレポート用ノートにまとめる。 

その際、スタディーサプリの「高３生物（48 講義）」の第 27 講効果器、29 講神経系を視

聴して板書を写し、参考にすること。 

「演習問題」と「確認テスト」を行い、自分で○付けをする。（これらもレポートノー

トに書く） 

登校後（9／13～）最初の生物の授業時に提出 

地学 対象者無し 

探究物理 対象者なし 

探究生物 ネコ（のらネコ）にまつわる問題、その要因、対処法などについて、また、ネコの習性や

体のつくりについて、A4 白紙 4 枚にまとめなさい。 

登校後（9／13～）最初の生物の授業時に提出 

探究地学 無し 

世界史探究 教科書ｐ１９０～２０１まで読み、ノートにまとめて提出。 

登校後授業の補習など個別対応します。 



日本史探究  

地理探究 教科書 p254~259「ASEAN の変化と課題~インドの農業と農村の変化」を A4 用紙３枚

以上にまとめる。原因・結果・影響・対策等（５Ｗ１Ｈ）を念頭に。〆切登校出来るよう

になった頃 

現代社会 指定課題プリントで対応（    枚）    

倫理 ※該当者なし 

政治経済 指定課題プリントで対応（３枚）   生徒１名 ＝ 3-5-12 笹原でいご  

教科書準拠問題集「政治・経済ノート」Ｐ７９～８７ 

・２７：金融のしくみとはたらき 

・２８：財政のしくみとはたらき 

※２学期中間テスト範囲の内容プリント   

※提出日 → 登校した最初の授業にて課題提出 

時事社会 SDGｓ６「安全な水とトイレを世界中に」について、①「安全でない水」が原因でどの

ようなことが起こっているのか②安全な水を継続して使用するために、どのようなこと

が必要か について、具体例とデータを踏まえてレポートをまとめなさい。（Ａ４2 枚程

度 資料を参照した場合は出典も明記すること） 

体育 体育課題プリント（4 枚）(郵送対応) 

バスケットボール、バレーボール、水泳、卓球の 4 種目についての課題演習問題を解い

てください。※提出日は学校登校再開後の最初の授業とします。 

課題研究 

書道 

「漢字仮名交じりの書」の作品構成を考えよう。別紙ワークシート①②を書いて下さい。

（郵送予定） 

（題材 高村光太郎「道程」より）   ＊自宅待機明けに提出すること。 

郷土の音楽 非常勤講師(譜久盛)より直接連絡する 

家庭総合 「ヘルシーメニューコンテスト」の課題をしっかり取り組み、作品を仕上げておいてく

ださい。（登校日に提出してください。） 

フードデザ

イン 

地域の食材を活用したお弁当づくりについて、資料収集しておいてください。 

子どもの発

達と保育 

フェルトを使った名札作りを行いますので、デザイン・作り方等を検索し、準備しておい

てください。（材料は学校で準備します。） 

服飾手芸 対象者なし 

課題研究情

報 

別紙を参照。 

八重校祭のポスター案を考える。 

 


