
令和２年度 高校１年生 休校期間中の学習課題一覧（分散登校での確認） 

課題内容 分散登校での提出物や学校再開後の確認について 

【国語総合（古典）】 

①  教科書 P１２～「袴垂、保昌に会ふ事」の予習。 

② 『力をつける古文ステップ２』１～６ 

③ 助動詞の復習 

④ 漢文再読文字の学習 

4月 20日（月） ： ①を終わらせる 

         ②は P４～７までは終わらせる。 

         ③と④は継続して学習。 

4月 27日（月） ：②は P１１までは終わらせる。 

         ③と④は継続して学習。 

学校再開時  ：①と ②（P15 まで終了）はテキストを休業明け最

初の授業時に授業担当者へ提出すること。③と④は

授業内小テストおよび定期試験内で取り組み状況を

確認します（実施予定は授業内で指示します）。 

【現代文 B】 

①『力をつける現代文 標準演習』１～９の問題 

②『思考力・判断力錬成問題集』最初～P３３ 

③『即戦ゼミ』第１章の学習 

4月 20日（月） ：①は３まで、②は P１１までは終わらせる。 

          ※この日は提出不要 

4月 27日（月） ：①は７まで、②は P２５までは終わらせる。 

※この日は提出不要 

学校再開時  ： ①・②共にテキストを休業明け最初の授業時に授

業担当者へ提出すること。③は授業内小テストおよ

び定期試験内で取り組み状況を確認します（実施予

定は授業内で指示します）。 

【世界史 A】 

教科書 詳説世界史 B  

P10～P13・P16～P27L6（序章 先史の世界 ／ 第 1 章－１ 古代オリエント世界） 

世界史１０分間テスト  

P１（１ 序章 先史の世界）～P６（３ オリエントと地中海世界２）   

総合マスター世界史Ｂ 

 P２（２ 化石人類と文明の始まり）～P６（７ 古代のイラン） 

※流れ図プリントと強化プリントも追加で配布しています

ので、そちらも計画的に取り組んでみて下さい。 

4月 20日（月） ：流れ図①(人類の出現と文明への歩み)まで進める 

（参考：教科書 P10～P13 ／ 10分間 P1～P2） 

4月 27日（月） ：流れ図②(古代オリエント世界)までやって提出 

（参考：教科書 P16～P21L11 ／ 10分間 P3～P4） 

※ホチキス留めされたプリントをはずし、表面（流れ図①）の左上に年・

組・番・氏名を忘れずに記入の上、担任に提出して下さい。 

学校再開時  ：最初の授業で１０分間テストの範囲(P1～P6)から中

テストを実施します。平常点に組み込みますので、

学力の土台を作って下さい。 

【現代社会】 

〇 倫理  予習 ４Stage を取り組んでください。 

 第 1編 全て 

 第 2編 ２ 西洋思想の源流  

 〇 政経  復習 中 3の教材 

 

4月 20日（月） ：目安ｐ４～８ のうち、 

実際取り組んだページと質問等を課題進捗状況報告書に記入し提出 

4月 27日（月） ：目安ｐ９～１５  のうち、 

実際取り組んだページと質問等を課題進捗状況報告書に記入し提出 

学校再開時  ：目安ｐ１６～２２  のうち、 

実際取り組んだページと質問等を課題進捗状況報告書に記入し、 

課題テキストを一緒に提出 

※余裕のある人は自主的にどんどん進んでください。 

※学校再開後、報告書の理解が不十分な分野については、授業内で取

り扱います。 

【数学】 

休校中の課題プリント 

4月 20日（月） ：課題進捗状況報告書を提出 

          （目安 5 ページまで） 

4月 27日（月） ：課題進捗状況報告書を提出 

          （目安 10ページまで） 

学校再開時  ：〇休校中の課題プリントを提出 

           〇現状の実力確認のために外部模試の過去問を使

用したテストを授業内で実施。 

          範囲 数学Ⅰ ※成績には反映しない 

【科学と人間生活】 

教科書「化学基礎 p134～163 第 2章 酸と塩基の反応」 

基本セレクト p46～53 

新編センサー化学基礎 p88～107 

4月 20日（月） ：課題進捗状況報告書①を記入して提出(全員) 

最低ラインは 

教科書：～p141,基本セレクト～p47,センサー～p91 

4月 27日（月） ：課題進捗状況報告書②を記入して提出(全員) 

最低ラインは 

教科書：～p148,基本セレクト～p49,センサー～p98 

学校再開時  ：授業で解説後、基本セレクト、センサーの点検実施

予定。（左記該当範囲全て） 



 

 

 ※ 分散登校の際は、原則、登校した教室で提出をしてもらうことになります。 

 ※ 提出物が有る場合は、それぞれの科目で書かれている日時、指示に従って提出をして下さい。 

 ※ 分散登校日をペースメーカーにして、計画的な学習を心がけて下さい。  

 

 

 

【物理基礎】 

配布冊子の問題をすべて解答し、不明な点は教科書や問題集

のまとめのページ等を学習し理解を深める。圧力と浮力につ

いては予習となるので、まず初めに教科書を読み、理解を深

めたうえで解答してください。 

4月 20日（月） ：ページ番号 2～13の提出 

4月 27日（月） ：ページ番号 14～29の提出 

学校再開時  ：ページ番号 30～45 の提出＋確認テスト ※テスト

はプリントの問題から 13問（解答個所は約 30か所）

出します。不合格の場合、合格するまで再試験を行

います。合格の基準は 80%以上の正解率です。合格

するまで再試験を行います。 

【生物基礎】 

リード Light ノート≪復習≫p63～基本問題 68～92、p74～

章末総合問題 99～101 

《予習》p30～38、および p39用語 CHECK、P58～60、および

p61 用語 CHECK⑳～ 

 リード Light ノート≪復習≫の実施結果を次の日程に分けてレポート

としてまとめて提出してください。 

4月 20日（月） ：問題番号 68～76と 99 

4月 27日（月） ：問題番号 77～83と 100 

学校再開時  ：問題番号 84～92と 101 

休業明けに上記の範囲の同じ問題で確認テストを行

います。 

※提出物は当日中の返却ができません。よって提出の際はレポート用紙かルーズリー

フなどに書いて提出（提出の際はホチキス留めをして名前を書くこと）。 

【コミュニケーション英語Ⅰ】 

『Vision Quest English Grammar 24 New Edition』          

① P.74-P.95は必須。 

（P.96-P.97は除く） 

②P.98-P.121は自由。 

【英語表現Ⅰ】 

『Unlock 2 Unit 6』 

Listening 1 Pages 108 ~ 110 

Post Listening Page 110 Exercise 12 

Language development Pages 111 ~ 112 

【コミュニケーション英語Ⅰ】 

4月 20日（月） ： P.74～P.83を完了させる。提出は不要。ただし、

この範囲の発展問題プリントをこの日に渡すので、さらに

取り組む。 

4月 27日（月） ： P.84～P.95を完了させる。提出不要。ただし、こ

の範囲の発展問題プリントをこの日に渡すので、さらに取

り組む。 

学校再開時  ：自由課題ではあるが、この日までに、積極的に、P.98

～P.121 に取り組む。必須課題については再開時提

出。平常点に入れる。後日授業内でテスト実施。追

加された発展プリントは提出不要だが、テスト範囲

に入る。 

 

【英語表現Ⅰ】 

学校再開時        : 5 月 7 日に教科書と完成した課題を    シン

クル先生に渡してください。 

【SSH・SGL・MLP】 

探求型学習の課題 

分散登校において提出物はありません。 


