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74期生（２学年） 

５月臨時休業中課題①（５月 11日～５月 15日分） 

〇国語 

「現代文 B」 

「『自明性の罠』からの解放」（教科書Ｐ８～）に関する以下の（１）～（３）の課題に取り組むこと。 

すべて授業用ノートに記入。 

（１）Ｐ８・Ｐ１０・Ｐ１４の下段にある問（全３問）を解く。 

（２）Ｐ１５「学習」・「言葉と表現」のすべての問を解く。 

（３）段落ごとの要約文を書く。 

本文は以下の５段落に分けることができる。それぞれの段落ごとの要約を簡潔にまとめること。 

  １段落（Ｐ８～Ｐ９Ｌ５） 

  ２段落（Ｐ９Ｌ６～Ｐ１１Ｌ１２） 

 ３段落（Ｐ１１Ｌ１３～Ｐ１３Ｌ１） 

 ４段落（Ｐ１３Ｌ２～Ｐ１３Ｌ１２） 

 ５段落（Ｐ１３Ｌ１３～終わり） 

※２週間分の課題となります。（５/１１～５/２２） 

 ノートにはページ数や問題番号などを明記しましょう。 

 初回授業で宿題チェックを行います。これまでに指示した課題も確実に取り組んでください。 

 

「古典 A」（選択者のみ） 

１、次の語句の意味を調べ、ノートにまとめておく。 

  （内裏(だいり)、参ず、きは、ありがたし） 

 ２、『十訓抄』「文字一つの返し」（教科書Ｐ８）の本文をノートに２～３行あけて写す。 

 ３、本文の２～３行あけた部分（本文の左側）に現代語訳を書く。（インターネット検索可） 

 ４、教科書の下段にある問いの答えをノートに書く。（教科書Ｐ８「さ」とは何をさすか。） 

 ５、教科書Ｐ９の学習一・二を解き、答えをノートに書く。 

 ６、『さくらさく古文単語』Ｐ２６～３７、Ｐ４０～５７を学習しておく。 

１～５を授業用ノートに記入すること。初回授業で宿題チェックを行います。 

ノートにはページ数や問題番号も明記しましょう。 

これまでに指示した課題も確実に取り組んでください。 

 

「国語表現」（選択者のみ） 

・私の好きなもの（食べ物、音楽、漫画などいろいろ）か私の嫌いなもの、どちらか一つ取り上げ、内容に沿

って、タイトルをつけなさい。理由（なぜ、どの点が）を明記し、エピソード、体験などを含めて 600 字から

800 字で書きなさい。原稿用紙またはノートに記入すること。 
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〇数学 

「数学Ⅱα , 数学Ⅱβ」 

教科書：P9～P12(二項定理)、P19～P21 の例題 5 まで(恒等式)、P23～P31  

以上をしっかり読み理解し、次のクリアーの問題を問題集用ノートに解いておく。 

クリアー：(問題番号)7,8,9,36,37,44,45,47 の(1).53,54,55,58 

 

「数学 B」（選択者のみ） 

これまで示してきた課題に取り組む。 

 

〇英語 

「CEⅡ」  

1. 教科書の Lesson 1 の Finish Up!( p.18 )の内容を A4 サイズの紙（ルーズリーフ等）に書いてくる。 

2. ワークブックの Lesson 1（ワークブック p.2～p.7）の問題を解く。 

ワークブックに直接答えを書き込むこと。 

課題は次回登校日にこれまでの課題も含めすべて提出。 

 

「英文講読ゼミ（選択者のみ）」 

〇英語総合問題集 UNITE STAGE 2 

1. 前回課題として提示していた Lesson 1の Grammar ( p.6 )の答え合わせをする。 

答えは下記に示した通り 

④ (1) c (2) a (3) e (4) d (5) b 

⑤ (1) to me (2) for my mother (3) to Andy 

⑥ (1) The news didn’t sound true to me.  

   (2) I found the math problem［question］easy. 

2.Grammarの④の問題( p.6 )や１年生の時に使っていた英語表現Ⅰの教科書・参考書（Vision Quest・FACTBOOK）

を参考にしながら、自分で５文型の例文を考えそれぞれ１文ずつ書いてくる。 

3. 次の日本文を英文に直してくる。 

    a. 彼は私に辞書を貸した。 

   b. 彼女の両親は彼女にドレスを作った。 

     （forを使って）  

2と 3の課題は A4用紙（サイズ以外は自由）１枚に記入すること。 

用紙の一番上に、必ず、クラス・番号・氏名を記載する。 

（提出用紙が 2枚以上になる場合は必ずホッチキス等で止めること。） 

課題は次回登校日にこれまでの課題も含めすべて提出。 
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〇理科 

「生物基礎」 

●NHK 高校講座 「生物基礎」第 1 回、第２回を視聴する。 NHK 高校講座ライブラリーから視聴可能です。

１本２０分ですので問題集を解く前にこちらを見てから取り組むとより理解が深まります。 

(視聴環境が整わない場合は下の課題のみでよい。) 

●教科書Ｐ．２１～Ｐ．３５を読み、リード Light ノート生物基礎のＰ．１０～Ｐ．１４、Ｐ．２０の①～⑦、

Ｐ２１～Ｐ．２３を解く。 

  ワークに直接解くか、ワーク提出用のノートに解くこと。 

  丸付けと間違えたところの直しをして最初の授業で持参。 

 

「物理基礎」 

教科書 p15～P17 をよく読み、教科書の問題を解く。物理基礎用ノートを用意し、問題を書き、答えるように 

する。 

・加速度の定義はノートに書きこむ 

・等加速度直線運動の数式をノートに書き込む。 

 

「化学」（選択者のみ）  

●NHK高校講座 「化学基礎」第 35回を視聴する。 NHK高校講座ライブラリーから視聴可能です。 

１本２０分ですので問題集を解く前にこちらを見てから取り組むとより理解が深まります。 

●B5の課題ノートを用意し、教科書 p171～p176を読み、ノートにまとめる。p176 の問 25を解く。 

●リード Lightノート化学基礎 p86~88の１３６～１４２、p93の１５１、１５２を課題ノートに解く。 

 

〇社会 

「日本史Ａ」 

配付してある授業プリント№４までを教科書、資料集を参考に完成させる。 

 

「世界史Ａ」 

①(前回の課題)教科書 p.96～103の内容（「産業革命」「アメリカ独立革命」）をノートに自分なりにまとめる。

→ 次回の登校日に提出。 

②(前回の課題）教科書 p.104～107 の内容（「フランス革命」「ナポレオンの大陸支配」）を、資料集 p.188～

191 を参考にして、自分なりにノートにまとめる。→ 次回の登校日に提出。 

③教科書 p.108～111 の内容(「ラテンアメリカ諸国の独立」「ウィーン体制」)を資料集 p.192～194 を参考に

自分なりにノートにまとめる。→ 提出は後日指示。 

 

 

「地理Ａ」（選択者のみ） 

配付してある授業プリント№３までを教科書、資料集を参考に完成させる。新地理ノートＰ１～３を完成させる。 

 



4 

 

○芸術 

「音楽Ⅱ」（音楽選択者） 

４月に提示した課題に加えて、以下の点について MUSIC NOTE（副教材）に書いてまとめてくること。 

①沖縄の伝統楽器「三線」の演奏動画または音源を鑑賞し、音色の特徴・演奏法などについて、感じたこと・

気付いたことを書く。 

②アイヌ音楽の伝統楽器（４月の課題で自分で選択したもの）の演奏動画または音源を鑑賞し、音色の特徴・

演奏法などについて、感じたこと・気付いたことを書く。 

※MUSIC NOTEの空いているページ（４月の課題の続き）に、①②それぞれ５行程度で書くこと。ノートがない

人は４月の課題にレポート用紙を追加すること。 

※動画または音源は YouTubeを参考にしてください。三線については BEGINというアーティストのもの、アイ

ヌの楽器については「アイヌ民族博物館」の配信動画がおすすめです。 

→初回授業で提出 

 

「美術Ⅱ（美術選択者）」 

美術レポート １：美術Ⅱ 

＊教科書の目次より以下の、 

A.「資料 色を深く知ろう」P56～57 

B.「デザイン 表現 色を選ぶ」P30～31 

その「内容」をまとめたり写したりし、自分の「考えや感想」を画き提出のこと。 

（文字・図やレイアウト（構成）など読みやすさに留意のこと！） 

＊２つレポート 

＊提出課題として採点します。 

●形式 

1.A4縦長の用紙（レポート用紙、無地、有線など提出できるもの） 

「A.」「B.」それぞれ 1枚 

2.横書き、手描き、鉛筆（シャーペン、色鉛筆、ペン等も可） 

3.必ず明記する項目 

①タイトル：「美術レポート 1：美術Ⅱ」（用紙の一番上の左） 

次の行に「 A.  資料 色を深く知ろう」（レポート 1） 

タイトル：「美術レポート 2：美術Ⅱ」（用紙の一番上の左） 

次の行に「 B.  デザイン 表現 色を選ぶ」(レポート 2) 

②「クラス・番号・氏名」明記（用紙の一番上の右） 

以下の項目（以下の用紙のスペースに、この順番で） 

③1.内容（以下、まとめた文章や図など） 

④ 2.考え・感想（以下、文章など） 

＊次回登校日（クラス等で提出予定） 
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○保健体育 

「体育」 

・前年度の体育授業で取り組んだ種目を振り返り、以下の３つの観点を踏まえ、Ａ４レポート用紙１枚に手書

きでまとめること。 

 

① 一番興味をもった種目は何か。 

② その種目において、どのような態度で取り組んだか。 

③ その種目において、どのような技能を身につけようと努力したか。 

 

＜提出方法および提出期限＞ 

【クラスルーム参加者】 

・完成したレポート用紙を携帯電話等のカメラで撮影し、クラスルームに添付して提出。 

※見やすいように大きく、ぶれないように撮影すること。 

※学校再開時、レポートを回収して照合する。 

※クラスルーム内にコメント等を書き込まないこと。質問があれば電話にて質問すること。 

 

・５月１５日（金）１７時 厳守 

 

【クラスルーム未参加者】 

・５月１１日（月）～５月１５日（金）の９時～１２時または１３時～１６時までに職員室に提出に来ること。 

※提出に来る前に必ず学校に電話を入れ、保健体育科の教員と連絡を取ること。 

 

「保健」 

・保健教科書をよく読み、保健体育ノートｐ５６（１ 思春期と健康）の問題を解くこと。 

 

＜提出方法および提出期限＞ 

【クラスルーム参加者】 

・記入したノートのページを携帯電話等のカメラで撮影し、クラスルームに添付して提出。 

※見やすいように大きく、ぶれないように撮影すること。 

※学校再開時、ノートを回収して照合する。 

※クラスルーム内にコメント等を書き込まないこと。質問があれば電話にて質問すること。 

 

・５月１５日（金）１７時 厳守 

 

【クラスルーム未参加者】 

・５月１１日（月）～５月１５日（金）の９時～１２時または１３時～１６時までに職員室に提出に来ること。 

※提出に来る前に必ず学校に電話を入れ、保健体育科の教員と連絡を取ること。 
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〇総合的な探究の時間 

①4 月 6日付の課題をすすめる。（内容は以下の通り。） 

・書籍やインターネットを利用して自己の課題についてさらに深く調べる。 

・調べた結果をレポート用紙にまとめる。（レポート用紙に 2枚以上。用紙は各自で準備。） 

・学校が再開した最初の授業で提出する。（５月いっぱいをめどに作業を完了させておいてください。） 

②これまでに収集した情報を４～5人のグループ内で発表することを前提に、Ａ４版の用紙に発表用ポスター

を作成する。用紙の種類は問わない。レポート用紙でも画用紙でもケント紙でもよい。ポスターは複数枚に

わたっても構わない。 

・ポスターは「探究ナビ」１０４ページから１０５ページ記載の「ポスター発表」の項目を参考に作成する。 

・学校が再開した最初の授業で提出する。（５月いっぱいをめどに作業を完了させておいてください。） 

 

 

 


