
令和２年度  ３学年  臨時休業中課題 文系 （5/8～5/31） 

科 目 
提出課題 

提出先 
学習のポイント 

現代文 
【AⅠ】プリント(両面印刷有)２枚 後日配布の解答を使って答え合わせしてから提出。  

【ＡⅡ】プリント(両面印刷有)２枚 後日配布の解答を使って答え合わせしてから提出。 
１組：赤井 

２・４・５組：乾 

３組：中島 【ＡⅠ･ＡⅡ共通】模範解答と自分の解答の違いを意識してください。なおしも大切な学習です。 

古典 

【ＡⅠ】プリント(両面印刷有)２枚 自分でできる限り、丁寧に解答すること。空欄を作らないよう努力し

よう。 

【ＡⅡ】『完成古文』p.24～p.32  『錬成漢文』p.20～p.29  古文単語一学期期末不合格課題１枚 

『一問一答式日本文学史ノート』p.20～p.29  教科書「花山院の出家」読解（詳細は別紙） １・３組：乾 

２組：小野田 

４・５組：水野 
【ＡⅠ】自身の古典の知識を総動員して解答してください。特に、研究の部分はしっかり考えて解答するこ

と。 

【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 
プリント4枚 

教科担当へ 
詳細は郵送されたプリントに記載されています。よく確認してください。 

世界史Ｂ 
マスター問題集 P162 ～ P181 プリント1枚 (教科書 P416 考えてみよう②のレポート) 

永田 まで 上記の部分は、授業ではもう十分消化できない可能性があります。授業代替としてしっかり取り組んでく

ださい。 

現代社会 

実践！ノート型問題集ステップアップ現代社会(P10～P27、P128～P133) 

プリント（Ａ3 サイズ 1 枚） 

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 ①をやり終えたら、ウォーミングアップを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。 

③ ②を終えたらプリント（Ａ3 サイズ 1 枚）の指示に従い、学習を深めること。 

＝評価規準＝ 

A：設問の意味をよく理解し、適切に解答できている。 

B：設問の意味を概ね理解し、解答できている。 

C：設問の意味を理解できておらず、よって解答が的外れである。 

総合数学Ｋ 

ジュニア演習数学Ⅰ・A 受験編ページ２１、２２、２３、２５、２６、２７、２９、３０、３１のすべての

問題を解き、添削・復習をする。 

教科担当へ ① 解くに当たり途中式や説明などを自分の言葉で書き、自力で結論を導くこと。 

② 教科書や参考書（チャートなど）の関連する部分を読み解いてみること 

③ 既習事項を利用して結論が導き出せるようにしておくこと。 

数学ⅠA 
（総合数学Ｘ） 

「ニューステージ数学演習ⅠＡⅡＢ」の数学Ⅰ（p.4～21 の範囲）のＳＴＥＰ問題を実施。 

数学Ｙの課題ノートと別の課題ノートを使うこと。 クラスでまとめて 

冨田へ 途中式を記述し、解答に至る道筋を明確にすること。 

教科書やチャートを活用し解法の基本を整理すること。 

数学ⅡB 
（総合数学Ｙ） 

「ニューステージ数学演習ⅠＡⅡＢ」の数学Ⅱ（p.76～95 の範囲）のＳＴＥＰ問題を実施。 

数学 X の課題ノートと別の課題ノートを使うこと。 クラスでまとめて 

髙山へ 途中式を記述し、解答に至る道筋を明確にすること。 

教科書やチャートを活用し解法の基本を整理すること。 

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の答え合わせと、Nｏ5 の解答と答え合わせ。 

つまり、プリント５枚すべてを行い、答え合わせをするということです。解答はレターパックで郵送します。 

教科担当へ 

解答を直接プリントに書き込み、最初の授業で提出する。  

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)：両面プリント２枚  

 ・ ５月６日までの休業課題である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 

した今までの休業課題のプリント、及び今回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。 

授業時に小テストを実施します。 

 

※英語と体育は裏面へ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

コミュ英Ⅱ 

①大学入学共通テストリスニング分野別 10min. 第１回～第９回(p.p.2-19) 

②共通テストリスニング分野別 10min. トレーニングブック 第１回～第９回(p.p.2-10) 

コ英教科担当へ 

付属の CD を使い、音声を聞きながら本冊の問題に答える。その後、答えを確認し、②のトレーニングブッ

クでディクテーションを行う(複数回聞くこと)。最後に再び答えを確認し、聞き取れない箇所がないように、

必要に応じて複数回音声を聞きなおす。①、②のどちらも間違えた箇所は、添削をして必ず正しい答えを書

くこと。答えを丸写しして提出することがないように！ 

※万一、CD を再生できる機器がなく、課題をやることが不可能な場合は 

eigo@tokaiminami-h.aichi-c.ed.jp に生徒番号４ケタ(31R1 番→3101)のみを本文に入力し、メールを

送ること。後日、生徒個票に書かれている自宅番号に対応の電話をかけます。 

英表Ⅱ 

① Dual Scope L21 

※レターパック内に提出用紙と答えを入れておくので、それにやること。 

② ネクステマラソン ４枚 

※ レターパック内に入っているので、各自活用すること。(こちらは希望者参加。学校再開後、各自提出) 
コ英教科担当へ 

教科書の解説や、Dual Scope の参考書を見ながら、自分の力で解く。その後、赤で丸付けをし、間違えた

問題については正しい答えを必ず書くこと。 

実践英語 

① READING NAVI Standard Lesson1,2 を p.4,8 を参考に解き、配布された解答・解説のプリントを見

て答え合わせをする。 

② WRITING MASTER の予習済みの箇所を配布された解答・解説のプリントを見て答え合わせをし、間違

えたところの解説をしっかりと読む。 
初回授業で教科担当

へ 

READING NAVI 実践問題はページ上部の目標時間内に解けるようにする。解説を読んでもわからない

ところは学校が始まってから、質問に答えます。 

体育 
① 東南体操 ②補強運動 ③自宅トレーニング  ①～③を記録用紙に記入する。（別紙参照） 

体育担当者 
＊再開後最初の体育の授業で提出    自分で検索して毎日しっかり取り組むこと 

５月７日以降の課題について 

○５月７日以降の課題は授業の代わりとなるものです。 

○課題で学習したことは適切に評価し、取り組みが十分でないと判断された場合は 

  補充の指導に取り組んでもらうこととなります。 

○自ら考え学ぶ力をしっかり伸ばし、学力をつけること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年度  新３学年  臨時休業中課題 理系(5/8～5/31) 

科 目 
提出課題 

提出先 
学習のポイント 

現代文 
教科書「ぬくみ」学習プリント（１枚） 漢字プリント（６枚）表面 

水野 間違っていてもいいから必ず答えを出すこと。思考の過程はできるだけ残すこと、すなわち書き込み

をすること。文字は読む人への思いやりをもって、一画ずつ明瞭に書くこと。 

古典 

教科書７２～７３ページ｢弓争ひ｣を、プリントの指示に従って学習する。 

中島 課題についてのプリント及び予習プリント(併せて裏表印刷２枚)の指示に従って取り組む。 

難しい設問もあるが、自分の力で取り組んで、できるだけ多くの空欄を埋めるようにする。 

提出日などの指示をしっかり守る。 

現代社会 

実践！ノート型問題集ステップアップ現代社会(P10～P27、P128～P133) 

プリント（Ａ3 サイズ 1 枚） 

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 ①をやり終えたら、ウォーミングアップを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。 

③ ②を終えたらプリント（Ａ3 サイズ 1 枚）の指示に従い、学習を深めること。 

＝プリントの評価規準＝ 

A：設問の意味をよく理解し、適切に解答できている。 

B：設問の意味を概ね理解し、解答できている。 

C：設問の意味を理解できておらず、よって解答が的外れである。 

数学ⅢＢⅠ 
（ＢⅠ類型） 

４プロ「微分法とその応用」第５章微分法第２節いろいろな関数の導関数(p.13～27)のＡ問題を実施。 

数学αおよび数学βの課題ノートとは別の課題ノートを使うこと。 
クラスごとに坂井へ 

教科書の内容を確認し、教科書の例題やチャートの例題の解法の基本を整理して、解答を作成すること。 

途中式を記述し、解答に至る道筋を明確にすること。 

数学Ⅲ② 
（ＢⅡ類型） 

４プロ「微分法とその応用」第１章複素平面(p.2～24)のＡ問題を実施。 

数学αおよび数学Ⅲ③の課題ノートとは別の課題ノートを使うこと。 
クラスごとに教科担当へ 

教科書の内容を確認し、教科書の例題やチャートの例題の解法の基本を整理して、解答を作成すること。 

途中式を記述し、解答に至る道筋を明確にすること。 

数学Ⅲ③ 
（ＢⅡ類型） 

４プロ「微分法とその応用」第５章微分法 p.2～２７のＢ問題の＊のついた問題を実施。 

数学αおよび数学βの課題ノートとは別の課題ノートを使うこと。 クラスごとに教科担任へ 

36→澤 37→髙山  

38→富田 教科書の内容を確認し、教科書の例題やチャートの例題の解法の基本を整理して、解答を作成すること。 

途中式を記述し、解答に至る道筋を明確にすること。 

数学α 
（ＢⅠ・ＢⅡ共通） 

「キートレーニング数学演習ⅠAⅡB」の数学Ⅰ（p.4～19）のTraining問題すべてを実施。 

数学ⅢＢⅠ、数学Ⅲ②、数学Ⅲ③の課題ノートと別の課題ノートを使うこと。 クラスごとに教科担任へ 

36→坂井 37→竹内  

38→髙山 途中式を記述し、解答に至る道筋を明確にすること。 

教科書やチャートを活用し解法の基本を整理すること。 

数学β 
（ＢⅠ類型） 

「ニューステージ数学演習ⅠＡⅡＢ」の数学Ⅱ（p.76～95 の範囲）のＳＴＥＰ問題を実施。 

数学αおよび数学ⅢＢⅠの課題ノートと別の課題ノートを使うこと。 
クラスごとに澤へ 

途中式を記述し、解答に至る道筋を明確にすること。 

教科書やチャートを活用し解法の基本を整理すること。 

 

※理科・英語・体育は裏面へ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

物理 

課題プリント 15 枚 教科書 P.206～P.228 を見て穴埋めをし，問と類題を解く。問と類題は自己採

点をすること（解答は教科書巻末に掲載されています）。途中式を書くこと。 
クラスごとにまとめて

教科担当へ 

36，37→村井 

38→水野 

・以前に課題として出した範囲です。再度教科書を熟読しプリントに取り組みながら，できる限り理解

するよう努めること。 

・１ページ目のみ記名してください。 

・後日 HP に解説動画を掲載する予定です。教科書だけでは分かりにくい内容を解説しますので，ぜひ

活用してください。 

化学 

１ 教科書「第３編：無機物質」Ｐ．２４６～２７７ の熟読 をする。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．２２～Ｐ．３１ 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．２１０－基礎チェック問題全問、基礎ドリル問題全問 

   Ｐ．２１１－基本例題全問、Ｐ．２１２－基本例題ＮＯ．４５ 

   Ｐ．２１３－基本問題ＮＯ．２５１、基本問題ＮＯ．２５２、基本問題ＮＯ．２５３ 

   Ｐ．２１４－基本問題ＮＯ．２５７、基本問題ＮＯ．２５８、基本問題ＮＯ．２５９ 

   Ｐ．２１５－基本問題全問 

＊ 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。 

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。 

授業時に小テストを実施します。 

生物 
① 教科書 p.214～277 の範囲でプリント３枚（要点チェックと問題演習）。 今回の分は、プリント 3

枚を初回の授業で教科担

任に提出 
・空欄がなくなるよう粘り強く取り組むこと。 

・HP 等で、後日推奨動画について紹介します。、 

コミュ英Ⅱ 

①大学入学共通テストリスニング分野別 10min. 第１回～第９回(p.p.2-19) 

②共通テストリスニング分野別 10min. トレーニングブック 第１回～第９回(p.p.2-10) 

コ英教科担当へ 

付属の CD を使い、音声を聞きながら本冊の問題に答える。その後、答えを確認し、②のトレーニング

ブックでディクテーションを行う(複数回聞くこと)。最後に再び答えを確認し、聞き取れない箇所がな

いように、必要に応じて複数回音声を聞きなおす。①、②のどちらも間違えた箇所は、添削をして必ず

正しい答えを書くこと。答えを丸写しして提出することがないように！ 

※万一、CD を再生できる機器がなく、課題をやることが困難な場合は 

eigo@tokaiminami-h.aichi-c.ed.jp に生徒番号４ケタ(31R1 番→3101)のみを本文に入力し、メール

を送ること。後日、生徒個票に書かれている自宅番号に対応の電話をかけます。 

英表Ⅱ 

① Dual Scope L21 

※レターパック内に提出用紙と答えを入れておくので、それにやること。 

② ネクステマラソン ４枚 

※ レターパック内に入っているので、各自活用すること。(こちらは希望者参加。学校再開後、各自提

出) 
コ英教科担当へ 

教科書の解説や、Dual Scope の参考書を見ながら、自分の力で解く。その後、赤で丸付けをし、間違

えた問題については正しい答えを必ず書くこと。 

体育 
①東南体操 ②補強運動 ③自宅トレーニング  ①～③を記録用紙に記入する。（別紙参照） 

体育担当者 
＊再開後最初の体育の授業で提出    自分で検索して毎日しっかり取り組むこと 

５月７日以降の課題について 

○５月７日以降の課題は授業の代わりとなるものです。 

○課題で学習したことは適切に評価し、取り組みが十分でないと判断された場合は 

  補充の指導に取り組んでもらうこととなります。 

○自ら考え学ぶ力をしっかり伸ばし、学力をつけること。 

 

 


