
臨時休校中の課題②（～５/６(水)の課題） 変更・追加は赤字、継続は黒字で表記しています。 

【1学年普通科】 

休校期間の有効利用に努めて下記の課題に取り組みましょう。 

課題の提出は当該科目の最初の授業です。 

国語 

・新現代文単語……P6～37   ・古文単語 330……P26～66 

上記に追加（～５/６(水) 

 新 1年：教科書『国語総合』ｐ10～14「わたしでありあなたでなくちゃ」……100字で要約 

 ノートに書いてくる。 

地歴 

世界史 A：世界史 Aノート P.２～５  ＜追加＞ 世界史 Aノート P６～１３ 

数学 

問題集「Study-Upノート数学 I+A」の p.4-11を解いてきてください。 

また、春休みの宿題(スタディサポート活用 Book)も繰り返し解いてください。登校後に実力テストがあ

ります。 

理科 

化学基礎：①教科書 P16～37までを読みこむ。 

②教科書 P16～29を参照しながら、プログレス P4～9までの問題を解く。 

※解答を見ずに!! 

教科書 P16～41を参照しながら、プログレス P4～15までの問題を解く。 

※NHK 高校講座、その他映像授業等を活用しながら取り組むこと 

生物基礎：教科書 P.９～19 を３回読んで興味を持った語句や現象

を５つ書き出しさらに調べよう。右記の動画を参考に取

り組みなさい。 

 

 

 

 

①教科書 P.20～27 をよく読んで興味を持った語句や現象を５つ書き出しさらに調べよう。

下記の NHK高校講座動画を参考に取り組みなさい。 

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/seibutsukiso/index.html 

第３回   生命活動を支える代謝 

第４回   代謝を進める酵素 

第５回   光合成 

②自然・生物を「考えながらよく見る」 

http://www.nago-h.open.ed.jp/R2-seibutukadai-tsuika.pdf←クリックして詳細を確認すること 

保健体育 

体育（実技） 

 健康のための体力の維持向上として 

トレーニング、体操、ストレッチなど週 3回 30分程度で自宅でできるものを実施 

例）腕立て、腹筋、スクワット、ラジオ体操など 

保健（ノートまとめ） 

 １ 現代社会と健康  １２ 現代の感染症 ｐ２４、１３ 感染症の予防 ｐ２６ 

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/seibutsukiso/index.html
http://www.nago-h.open.ed.jp/R2-seibutukadai-tsuika.pdf


追加（５ /6版） 

   １ ６  心身相関とストレス ｐ ３ ２ 、１ ７  ストレスへの対処 ｐ ３ ４  

 

芸術 

美術：Ａ４サイズ程度の白紙（なければノートなどでも可）に鉛筆で「自分の靴」をデッサンして下さ

い。 

美術追加：教科書に掲載されている作品（ジャンル問わない）の中で自分が良いと感じた作品を３点

あげて下さい（掲載ページ・作品タイトル・作者名をメモしていて下さい）。 

音楽：１日１曲（５分程度）、好きな歌を歌うこと。歌のジャンルは自由です。 

【活動のポイント】①顔の表情、口の開け方、息の使い方、体勢などを意識し、楽曲の雰囲気にふ

さわしい発声を研究する。②歌詞の意味や曲の雰囲気をしっかり味わいながら歌う。※歌うと

きは、まわりの迷惑にならない場所を選んで活動してください。 

音楽追加：音名読みの復習⇒教科書 P136～137「いつも何度でも」の楽譜に音名（ドレミ）を書くこ

と。Guiter1のパート（ソラシソレで始めるメロディーパート）のみ記入し、Guitar2パー

トは書かなくてよい。 

書道：教科書 P2～3『用具・用材』 

   書道の授業で扱う用具について理解しておくこと。 

書道追加：教科書 P2～3を参考に『筆』についての調べ学習。ただし、教科書を丸写しするのではな

く自分なりに分かりやすくまとめて下さい。字数は自由です。(注)ノート、ルーズリーフ、

白紙など、提出用紙はどちらでも可 

         参考：熊野筆、作り方 https://youtu.be/yX9wjeoOAmA   

 

英語 

１．Vision Quest English Expression I workbook の Get Ready ①～④（p.４～p.11） 

  ※最初の授業で提出します。 

２．DataBase4500(単語帳)の Level１・２(p.14～p.137)を覚える 

 

１．LANDMARK English Communication I 予習ノート Lesson1（p.3～p.22） 

     ※最初の授業で提出します。 

 

情報  

・行きたい国を決めて、次のことを簡単に調べる（国旗、歴史、経済、文化、教育）。 

今後、PC実習で動画作成（3分程度）を行うので、参考にする資料や Web ページなどを閲覧してお

いてください。 

追加版 

下記の内容に取り組んでください。 

① 教科書 P6～17（1.情報と社会、2.社会の変化と個人の責任、3.情報社会の問題、4.個人情報とそ

の保護）を自習し、P26の章末問題[1]と[2] に取り組む。 

② 教科書 P74～79（7.著作権、8.著作物の利用）を自習し、P80の章末問題[3]と[4] に取り組む。 

 

  

https://youtu.be/yX9wjeoOAmA


臨時休校中の課題②（～５/６(水)の課題） 変更・追加は赤字、継続は黒字で表記しています。 

【1学年フロンティア科】 

休校期間の有効利用に努めて下記の課題に取り組みましょう。 

課題の提出は当該科目の最初の授業です。 

国語 

・新現代文単語   P6～37 

・古文単語 330   P26～66 

・論読現代文１ P6～9 

上記に追加（～５/６(水) 

 新 1年：教科書『国語総合』ｐ10～14「わたしでありあなたでなくちゃ」……100字で要約 

 ノートに書いてくる。 

地歴 

世界史 A：ノート P.２～５ ＜追加＞ 世界史 Aノート P６～１３ 

 

数学 

問題集「４プロセス数学 I+A」の p.6-11の A問題（問題番号 1-7,12-18,28-31）をノートに解いてきて

ください。計算過程もあればきちんと書いてください。 

また、春休みの宿題(スタディサポート活用 Book)も繰り返し解いてください。登校後に実力テストがあ

ります。 

 

理科 

生物基礎：教科書 P.９～19 を３回読んで興味を持った語句や  

現象を５つ書き出しさらに調べよう。右記の動画を

参考に取り組みなさい。 

 

 

①教科書 P.20～27 をよく読んで興味を持った語句や現象を５つ書き出しさらに調べよう。下

記の NHK高校講座動画を参考に取り組みなさい。 

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/seibutsukiso/index.html 

第３回   生命活動を支える代謝 

第４回   代謝を進める酵素 

第５回   光合成 

②自然・生物を「考えながらよく見る」 

http://www.nago-h.open.ed.jp/R2-seibutukadai-tsuika.pdf←クリックして詳細を確認すること 

保健体育 

体育（実技） 

 健康のための体力の維持向上として 

トレーニング、体操、ストレッチなど週 3回 30分程度で自宅でできるものを実施 

例）腕立て、腹筋、スクワット、ラジオ体操など 

保健（ノートまとめ） 

 １ 現代社会と健康  １２ 現代の感染症 ｐ２４、１３ 感染症の予防 ｐ２６ 

追加（５ /6版） 

   １ ６  心身相関とストレス ｐ ３ ２ 、１ ７  ストレスへの対処 ｐ ３ ４  

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/seibutsukiso/index.html
http://www.nago-h.open.ed.jp/R2-seibutukadai-tsuika.pdf


芸術 

美術：Ａ４サイズ程度の白紙（なければノートなどでも可）に鉛筆で「自分の靴」をデッサンして下さ

い。 

美術追加：教科書に掲載されている作品（ジャンル問わない）の中で自分が良いと感じた作品を３点

あげて下さい（掲載ページ・作品タイトル・作者名をメモしていて下さい）。 

音楽：１日１曲（５分程度）、好きな歌を歌うこと。歌のジャンルは自由です。 

【活動のポイント】①顔の表情、口の開け方、息の使い方、体勢などを意識し、楽曲の雰囲気にふさわ

しい発声を研究する。②歌詞の意味や曲の雰囲気をしっかり味わいながら歌う。※歌うときは、まわり

の迷惑にならない場所を選んで活動してください。 

音楽追加：音名読みの復習⇒教科書 P136～137「いつも何度でも」の楽譜に音名（ドレミ）を書くこ

と。Guiter1のパート（ソラシソレで始めるメロディーパート）のみ記入し、Guitar2パー

トは書かなくてよい。 

書道：教科書 P2～3『用具・用材』 

   書道の授業で扱う用具について理解しておくこと。 

書道追加：教科書 P2～3を参考に『筆』についての調べ学習。ただし、教科書を丸写しするのではな

く自分なりに分かりやすくまとめて下さい。字数は自由です。(注)ノート、ルーズリーフ、

白紙など、提出用紙はどちらでも可 

           参考：熊野筆、作り方 https://youtu.be/yX9wjeoOAmA   

 

英語 

１．Perspective English Communication I 本文完成ノート Lesson1(p.1 ～ p.8) 

    ※教科書 Lesson１を読みながら、本文完成ノートを仕上げてください。辞書なども活 

用してください。最初の授業で提出します。 

２．DataBase4500(単語帳)の Level１・２(p.14～p.137)を覚える 

 

以下の１～３を提出します。 

１．Perspective English Communication I 本文完成ノート Lesson2(p.9 ～ p.18) 

    ※予習として、教科書 Lesson2を読みながら、本文完成ノートに取組んでください。辞書なども活 

用してください。 

2．総合英語 Evergreen English Grammar 27Lessons： Lesson１～５(pp.8～17) 

  ※分厚い参考書：総合英語 Evergreenを読みながら頑張って取組んでみましょう。 

3．自己紹介文を英語で 10 文以上紙に書く 

 

家庭科 

１．家族の為に一週間に３回は食事を作る。（朝でも昼でも夜でもかまいません。） 

 ※家族の健康を考えてなるべく栄養バランスを考えてみましょう。継続実施してください。 

  4月 20日から 5月 6日の間、作った料理を携帯等で写真を保存してください。 

授業内でお互い発表しあいます。 

 

追加版． 

家庭総合教科書 P14～P18を見ながらノート P5～P７を解く。 

自分らしい人生とは何か、教科書を参考に、自分をしっかりとみつめてください。 

 

情報 

・行きたい国を決めて、次のことを簡単に調べる（国旗、歴史、経済、文化、教育）。 

今後、PC実習で動画作成（3分程度）を行うので、参考にする資料や Webページなどを閲覧しておいて

https://youtu.be/yX9wjeoOAmA


ください。 

追加版 

下記の内容に取り組んでください。 

③ 教科書 P6～17（1.情報と社会、2.社会の変化と個人の責任、3.情報社会の問題、4.個人情報とそ

の保護）を自習し、P26の章末問題[1]と[2] に取り組む。 

④ 教科書 P74～79（7.著作権、8.著作物の利用）を自習し、P80の章末問題[3]と[4] に取り組む。 

 

 


