
令和２年度  ３学年  臨時休業中課題 文系 （4/20～5/6） 
 

科 目 
提出課題 ＴＭテスト 

提出先 
学習のポイント 

現代文 

【AⅠ】『現代文グレートラーニング４０』p.７４～ｐ.８9  

【ＡⅡ】『現代文解法のテクニック』ｐ.３８～ｐ.４９ 
有 

１組：赤井 

２・４・５組：乾 

３組：中島 
【ＡⅠ･ＡⅡ共通】解答して終わるのではなく、解説を利用し、本文のどの箇所を使って解

答しているのか等をしっかり理解してください。解説をうまく利用することが大切です。 

古典 

【ＡⅠ】『古典グレートラーニング４８』ｐ.２２～ｐ.３５ 

【ＡⅡ】『完成古文』p.12～p.23  『錬成漢文』p.12～p.19 

『重要古文単語３１５』『一問一答式日本文学史ノート』「花山院の出家」の予習にも引き

続き取り組んでください。 

有 

１・３組：乾 

２組：小野田 

４・５組：水野 
【ＡⅠ】解説を利用し、古文単語や文法知識、古文常識などを整理し直すことが大切。解答

して終わるだけでは不十分です。 

【ＡⅡ】ただ解答して終わるのではなく、同じ知識や考え方で解ける問題があったら確実に

解けるように、重要なことを身につけることを意識して学習すること。学習したことは、目

で見てわかる形で残すこと。すなわち、書き込むこと。 

日本史Ｂ 
研究ノートＰ７１～Ｐ８１（Ｐ７７までを特にしっかりと取り組むこと。） 

有 教科担当へ Ｐ７１～Ｐ７７の範囲からＴＭテストを行います。元禄文化の範囲はまだ学習していない範

囲ですが、教科書や図説などをしっかりと確認しながら学習すること。 

世界史Ｂ 

マスター問題集 P112 ～ P121 

有 永田 まで 
TMテストの範囲は、5/7から学校が再開されたとして、P89～P91(ロシア史を除く)の

予定です。教科書・図説を読み込んで、学校再開後、スムーズに授業が進められるように、

学習してください。 

現代社会 

教科書をよく読んで、実践！ノート型問題集ステップアップ現代社会(P44～P63)を解く。 

有 各教科担当へ 

① 空欄の重要語句を自力で埋め、分からなければ教科書（「現代社会」第一学習者）を見て

解答する。空欄の語句以外でも自分で重要と思った語句、説明には下線を引き、さらに

教科書からも重要語句、説明も書き加えること。 

② ウォーミングアップは自分で考えて解答し、間違えた箇所は、添削をして必ず正しい答

えを書き、解説書の重要ポイントも余白に書き込むこと。 

※下線部は前回の課題でもやっておくこと 

総合数学Ｋ 

ジュニア演習数学Ⅰ・Ａ p.13,14,15,17,18,19 を実施し、答え合わせすること。 

有 竹内（直）先生へ 
①途中式や説明もきちんと書き自力で答案を作成すること。②教科書・チャートなどの関連

する部分をみて復習をしておくこと。③TM テスト・定期考査等で類題が出題された場合、

解けるようにしておくこと。 

数学ⅠA 
（総合数学Ｘ） 

追加課題なし 
有 

 

  

数学ⅡB 
（総合数学Ｙ） 

「ニューステージ数学演習ⅠAⅡB」の数学Ｂのチェック問題を実施（確率分布の範囲を除

く） 

p.118～134 （途中式も含め赤ペンで添削まですること。） 有 クラスでまとめて髙山へ 

※数学ⅠＡ（総合数学Ｘ）と数学ⅡＢ（総合数学Ｙ）の課題ノートは別々にすること。 

  自力で解けなくても、教科書・ﾁｬｰﾄ等でポイントを確認し、できる限りの努力をすること。 

理科基礎 

生物基礎(A 類型)：休校中の課題及び授業プリント No３、Nｏ４ 

無 教科担当へ 

解答を直接プリントに書き込む。 授業の初めに解答を渡します。 

１年生で使用した教科書をしっかり読み返し、復習すること。 

化学基礎(Ａ類型)：問題集：「フォローアップドリル化学基礎：物質量・化学反応式」   

  Ｐ．２４～Ｐ．２５－「１１ 化学反応の量的関係(１)」 

  Ｐ．３０～Ｐ．３１－「１４ 化学反応の量的関係(４)」 

   ・ 赤ペンで解答合わせをした「フォローアップドリル」に、赤ペンで解答合わせをした先の休業

課題のプリントをはさんで提出。 

   ・ 提出は、学校休業日明けの最初の授業時。 

２年生で使用した教科書をしっかり読み返し、復習すること。 

コミュ英Ⅱ 

SKYWARD LAND 予習復習ノート Unit１1-２０ 

 ※ただし、Let’s try の要約部分はやらなくてもよい 

有 

コ英教科担当へ 

赤で答え合わせをして提出。解答解説をしっかりと読み、しっかり理解すること。 

英表Ⅱ 
なし 

 
なし 

実践英語 
WRITING MASTER ①基本時制(p.4～６)と②完了形(p.8～10)の A～Ｄを解く。

（Advanced はやらない。）初回の授業で確認するのできちんと取り組むこと。 初回授業で教科担当へ 

自力で解いてわからないところは Next Stage(1)時制を参考にすること。 

体育 
腕立て伏せ・腹筋・背筋・スクワット（それぞれ男子３０回、女子２０回） 

ランニング８００ｍ、東南体操１回  以上を週３回以上おこなう 無  

東南体操は指先・かかと・腕を伸ばすところ・気をつけの姿勢等を意識すること。 

 

 



令和２年度  新３学年  臨時休業中課題 理系(4/20～5/6) 

科 目 
提出課題 ＴＭ 

テスト 
提出先 

学習のポイント 

現代文 

『現代文ウィニングクリア３』p.12～p.23  p.56～p.63 漢字プリント（５枚）裏面 

有 水野 ただ解答して終わるのではなく、同じ知識や考え方で解ける問題があったら確実に解

けるように、重要なことを身につけることを意識して学習すること。学習したことは、

目で見てわかる形で残すこと。すなわち、書き込むこと。 

古典 

『古典ウィニングクリア３』p.14～p.19  p.44～p.49 

有 中島 
① 問題をやるだけでなく、解説書の「読み方・考え方」をしっかり見て理解する。 

② 古文は問題だけでなく「古語サポート」「文法サポート」、漢文は「漢文サポート」

「句形サポートもしっかり見てくること。 

現代社会 

教科書を熟読し、実践！ノート型問題集ステップアップ現代社会（P44～P63）を解く。 

無 教科担当へ 

③ 空欄の重要語句を自力で埋め、分からなければ教科書（「現代社会」第一学習者）を

見て解答する。空欄の語句以外でも自分で重要と思った語句、説明には下線を引き、

さらに教科書からも重要語句、説明も書き加えること。 

④ ウォーミングアップは自分で考えて解答し、間違えた箇所は、添削をして必ず正しい

答えを書き、解説書の重要ポイントも余白に書き込むこと。 

※下線部は前回の課題でもやっておくこと 

数学ⅢＢⅠ 
（ＢⅠ類型） 

４プロ「微分法とその応用」p.2～12 のＡ問題を課題ノートに実施。 

（途中式も含め赤ペンで添削まですること。） 
無 

春期休業中課題と 

合わせて坂井まで。 ※課題ノートは黄チャートの課題を実施したノートと同じものでよい。 

 この範囲も授業で実施する。予習として実施すること。途中式をきちんと書くこと。 

数学Ⅲ③ 
（ＢⅡ類型） 

４プロ「微分法とその応用」p.2～２７のＡ問題を課題ノートに実施。 

（途中式も含め赤ペンで添削まですること。） 
有 

春期休業中課題と合わせて 

クラスごとに教科担任へ 

36→澤 37→髙山  

38→富田 
※課題ノートは黄チャートの課題を実施したノートと同じものでよい。 

 この範囲も授業で実施する。予習として実施すること。途中式をきちんと書くこと。 

数学α 
（ＢⅠ・ＢⅡ共通） 

「キートレーニング数学演習ⅠAⅡB」の数学Ｂ 

（第１４章ベクトル～第１５章数列）のGetReadyの問題すべて。 

（途中式も含め赤ペンで添削まですること。） 有 

春期休業中課題と合わせて 

クラスごとに教科担任へ 

36→坂井 37→竹内  

38→髙山 ※４プロの課題ノートは別々にすること。自力で解けなくても、教科書・ﾁｬｰﾄ等でポイ

ントを確認し、できる限り努力すること。途中式をかくこと。 

数学β 
（ＢⅠ類型） 

「ニューステージⅠAⅡB」の数学Ｂのチェック問題を実施（確率分布の範囲を除く） 

p.118～134 （途中式も含め赤ペンで添削まですること。） 

有 クラスでまとめて澤へ ※キートレの課題ノート、黄チャート・４プロの課題ノートとは別々にすること。 

  自力で解けなくても、教科書・ﾁｬｰﾄ等でポイントを確認し、できる限り努力すること。 

 途中式をかくこと。 

物理 

教科書を読み、教科書の“問”“例題”“類題”を解く。 p.242～p.253 

無 なし 
※前回に加えて予習範囲を追加します。内容は、中学校の理科でも学んだ基本的なもの

が大部分です。しっかり思い出して問題を解いてきてください。新学期の授業はこの予

習をしている前提で早いペースで進めていきます。必ず予習をしてきてください。 

化学 

教科書「第３編：無機物質」Ｐ．２１４～２４５ を熟読する。それを受けて、以下の問題集の問

題を解く。   

(1) 問題集「フォローアップドリル：無機物質」   

  Ｐ．１０～Ｐ．２１ の予習。→ 春休み用課題ノートに。 

 (2) 問題集「リードα 化学基礎＋化学」  

Ｐ．１８４－基礎チェック問題：ＮＯ．６～ＮＯ．１３ 

  Ｐ．１８６－基本例題ＮＯ．３７、基本例題ＮＯ．３８  Ｐ．１８７－基本問題ＮＯ．２０７ 

  Ｐ．１８８－基本問題ＮＯ．２１２  Ｐ．１９０－基本問題ＮＯ．２２１ 

  Ｐ．１９１－基本問題ＮＯ．２２６  Ｐ．２００－基礎チェック問題：ＮＯ．１～ＮＯ．３ 

  Ｐ．２００－基本例題ＮＯ．４０  Ｐ．２０１－基本例題ＮＯ．４１ 

  Ｐ．２０１－基本問題ＮＯ．２３５、ＮＯ．２３６ 

  Ｐ．２０２－基本問題ＮＯ．２３７、ＮＯ．２３８  の予習。 

＊ 以上の問題の解法、解答等を、春休み用課題ノートに記入し、赤ペンで解答合わせをする。間

違った部分は、しっかりと赤ペンで解法、解答等を記入すること。 

＊ 提出は、学校休業日明けの最初の授業時。 

有 
春休み課題ノートに解答し、 

赤ペンで丸付けをし、 

教科担当に提出 

既習部分ではない「無機物質」分野になります。知識を覚える項目が非常に多くなります。 

できる限りの努力をすること。 

生物 

① 教科書 p.240～255 の内容をノートにまとめる。 

② セミナーp.198～211 の各問を解答する。 
無 初回の授業で教科担任へ 

・①②ともにセミナー用ノートを使用する。 

・生物は知識量の勝負です。用語等は丁寧に確実に覚えること。 

コミュ英Ⅱ 

SKYWARD LAND 予習復習ノート Unit１1-２０ 

 ※ただし、Let’s try の要約部分はやらなくてもよい 

有 

コ英教科担当へ 

 赤で答え合わせをして提出。解答解説をしっかりと読み、しっかり理解すること。 

英表Ⅱ なし  

体育 
腕立て伏せ・腹筋・背筋・スクワット（それぞれ男子３０回、女子２０回） 

ランニング８００ｍ、東南体操１回  以上を週３回以上おこなう 
無  



東南体操は指先・かかと・腕を伸ばすところ・気をつけの姿勢等を意識すること。 

提出日は文系・理系ともに次回登校日（５月７日） 

 

☆『自ら学び自ら伸ばす～どんなときもゆるがない～』 

どんな難局であろうとも、ゆるぎなく自ら学び自ら伸ばそう。 

 
＊ＴＭテストとは 

１学期中間考査の代わりとなるものです。実施時期は５月２０日から。 

 

＊学校が再開してからの授業やＴＭテストに向け、「課題にしっかり取り組む」こと。 

 


