課題指示・配付プリントリスト ５月１４日版 3学年（文）
すべての課題は初回の授業で提出すること。（課題は５月中に終わらせておくこと。）
科目名
課題内容
必

配付プリント

使用教材名：教科書・大学入試１２００
現代文B

・『檸檬』語句調べプリント
（Ｂ５折り込み５ページ）
・大学入試１２００年間範囲表
（Ａ４片面１枚）

範囲：教科書ｐ２４４～『檸檬』・大学入試１２００は別紙範囲表参照
学習内容：教科書を読み、別紙語句調べプリントを完成させる。
大学入試１２００は、年間範囲表を見て計画的に勉強を進めておく。
使用教材名：古典文法テキスト・大学入試１２００

古典B

範囲：最終ページの助動詞一覧表

・助動詞一覧表
（Ｂ４片面１枚）

学習内容：別紙「助動詞一覧表」の空欄を埋めて完成させる。助動詞に関する問題を定期テ
ストに出題予定。大学入試１２００に関しては現代文Ｂと同様。
使用教材名：教科書（高校倫理 新訂版）、資料集（テオーリア）
範囲：教科書P12、13・資料集P11のマズローの欲求階層説
倫理

学習内容：上記した部分を読んで、今の自分が持つ「自己実現欲求」を満たすために自らが なし
「すべき」と考えたことに取り組み、その成果を提出せよ。（自己分析、読んだ本の要約、受験
勉強、進路先調べ･･･）
※他教科の課題は含まない。自筆でもパソコンでも構いませんが紙で提出。
※前回指示したレポートとクラス・番号・名前を書いた表紙をつけて提出。
使用教材名：教科書

政治経済(A～C組)

範囲：第3章日本の政治機構

修

憲法

林

B４片面３枚

学習内容：前回指示したレポートと、今回配布のプリント３枚
使用教材名：教科書＋α
（受験で使う人は、どんどん突き進め！質問あれば受け付けます）
政治経済（D～G組）

体育

範囲：自分で課題を１つ決め、独自でまとめ、再開時、紙で提出。
（好きな分野をユーモアに探求してください。成績に加点します。）

菊なし
野

学習内容：前回指示したレポート＋今回のテーマ
使用教材名：配付プリント（体育理論）について調べて解答する。
学校再開後、前回の課題プリントと合わせて提出すること。
また、課題テストを実施して評価の参考とする。

A3 ２枚 A4 １枚
（前回課題のA3両面プリント1枚も同
封してあります）

科
使用教材名：①教科書 ②HyperListening
範囲：① Lesson22 ② Lesson1～4
コミュニケーション英語
Ⅲ

学習内容：
① Lesson 22を教科書とワークシートの１枚目を使って学習する。
ワークシート２枚目を必要に応じて参考にする。
ワークシート１枚目を最初の授業で提出。
（ワークシート３枚目は後日指示する。）
② 各Lessonごとに表ページと裏ページを学習する。
テキスト(ANSWER SHEETだけではない)を最初の授業で提出。
使用教材名：大学入試頻出英文法・語法 実践力ビルダー

A3両面3枚

範囲：P.4 ~P.15 (動詞の語法・時制・助動詞)
英語表現Ⅱ

目

学習内容：初回の授業で提出してもらうため、ノートまたはルーズリーフに問題をやる。答え
合わせをして、問いの中で自分に必要だと思うことは解説を読み、抜き出してまとめること。
問題文と答えをすべてノートに書き写す必要はありません。授業初日に提出・確認テストを
行います。

なし

使用教材名：教科書（『詳説日本史Ｂ』山川出版社）、資料集（『図説日本史通覧』帝国書院）
など
日本史B

範囲：教科書第１章「日本文化のあけぼの」、第２章「律令国家の形成」＊今後、休業が延長 Ａ３両面印刷３枚
した場合はＨｐ等で別途指示
学習内容：配布プリントの表紙に指示あり
使用教材名：セミナー物理基礎＋物理
範囲：基本問題９～１４、１７～２１、２８～３６、３９～４１、６１～６８、７１、８４～８９、９３、９４、
９７～１００

物理

なし

学習内容：ノートやルーズリーフなどに、問題を解答して再開後の初回の授業で提出。途中
式等も残しておくように。丸付けもしてください。間違えた箇所は直すこと。内容は物理基礎
の復習がメインなので、頑張ればできるはず。解説・例題をよく読んでから取り組むことが近
道です。今のうちに基礎基本の定着を目指して頑張ってください！！
使用教材名：配布プリント５枚 Ｂ４両面、教科書（化学・化学基礎）
化学

範囲

：化学基礎の復習及び化学教科書Ｐ６～８９

Ｂ４（両面印刷）
５枚

学習内容：化学基礎復習プリントＮｏ．１・２（両面印刷）の２枚、化学学習プリント１～６の３枚
を完成させ最初の授業で提出する。

理
日
科
本
選
史
択

使用教材名：生物：三訂版リードLightノート「生物」
範囲： 第1編 生命現象と物質（P4～65）
生物

地学

学習内容：上記を解く。☆初回の授業で提出する。
大学入試共通テスト（新テスト）レベルの内容です。進められる人はどんどん進めて なし
もらって構いません。
※赤ペンで記入しても構いません。
※ノート等に解答しても構いません。
※入試で「生物基礎」を使う人は、NHK高校講座「生物基礎」を視聴して復習するとスムー
ズだと思います。
使用教材名：新地学図表と2年次配布したﾌﾟﾘﾝﾄ2枚 および
追加作業ﾌﾟﾘﾝﾄ3枚
範囲：新地学図表 表紙裏の山陰海岸ｼﾞｵﾊﾟｰｸ P39ｳｲｰﾝ変位則
P65参考 C地磁気の逆転 P66A地球の内部
P68 2-A P波の伝わり方 P74ｱﾌﾘｶ大地溝帯 P78
P135縞状鉄鉱層 P146の表の酸素濃度と生物の歴史
P150 ｲｽｱ礫岩 最古の化石 P151
ﾌﾟﾘﾝﾄ ｻｲｴﾝｽﾁｬﾝﾈﾙ「地球の中心ｺｱへの旅」
NHK NEWS WEB｢ﾁﾊﾞﾆｱﾝ｣国際学会が…
※特に27億~25億年前の地球の様子（大陸形成、ﾐﾈﾗﾙ流出、海食台による浅い海の拡
大）とｼｱﾉﾊﾞｸﾃﾘｱのはたらきについてしっかり復習しておいてください。
学校再開後、理解度の確認をします。
また新たに作業ﾌﾟﾘﾝﾄB4 3枚を追加しました。5月中に「山を登ると寒くなる。」「大気の層状
構造」、6月になったら「HR図は星の分類ができる」をやって下さい。
再開後提出できるように丁寧にやって下さい。

B4（片面印刷）
ﾌﾟﾘﾝﾄ 3枚

使用教材名：教科書
国語表現

範囲：ｐ３０～ｐ３７

プリント（原稿用紙）
（Ａ３片面１枚）

学習内容：教科書を参考にしながら、別紙課題「コンビニエンスストアの２４時間営業に対す
るあなたの意見」を６００～８００字で書く。
使用教材名：教科書・便覧
古典研究

範囲：教科書ｐ８６～ｐ８９『平家物語ー忠度の都落ち』
便覧ｐ１３２～１３８

なし

学習内容：前回の課題『宇治拾遺物語』と同様の学習を行う。
便覧の指定範囲を読んでおく。
使用教材名：教科書（『高等学校日本史Ａ』清水書院）、資料集（『図説日本史通覧』帝国書
院）など
日本史A

範囲：教科書第１編 第１章「国際社会の変化と幕藩体制の動揺」
第２章「明治維新と近代国会の形成」
＊今後、休業が延長した場合、Ｈｐ等で別途指示

Ａ３両面印刷２枚

学習内容：配布プリントの表紙に指示あり
使用教材名：教科書、資料集（アカデミア世界史）
世界史研究

範囲：ルネサンスと宗教改革（教科書P１９２～P１９７）

林

B４片面１枚・両面１枚

学習内容：前回指示したレポートと、今回配布のプリント２枚
使用教材名：2021大学入試短期集中ゼミ 基礎からの数学Ⅰ+A Express (副教材)
範囲：ｐ２～ｐ２８
数学研究（文系）

学習内容：① 例題を参考にし，練習問題をノ－トに解く。必ず答えを導
き出す過程を記し，丸付けもすること。
② 学校再開後，この範囲でテストを実施。
③ 数学研究の初回の授業で，
4/24に提示した課題と今回の課題を回収。
使用教材名： 配布プリント インターネット・関連する書籍類

なし
吉

範囲： 課題プリント1～4
湿地に学ぶ

A
群
・
B
群
選
択

プリント3枚
(A4 × 1枚、 A3 × 2枚)

学習内容： プリントに記された指示に従ってそれぞれの課題
（湿地、湿地に関する条約、稲作、畑作）について調べて、調
べたことをプリントに記載してください。課題に関する注意点、
提出の方法はA４のプリントに記載されています。よく読んで
から課題に取り組んでください。
なお、課題の提出は、再開後になります。
使用教材名：Joy of Music

芸術研究 音楽

範囲：Ｐ９７～Ｐ１０８（Ｐ９６の魔王は除く）の鑑賞曲の中から、
4月鑑賞した曲以外のものを1曲鑑賞する。

なし

学習内容：感想文の書き方、提出については前回同様。
※アルトリコーダーで演奏できる曲（８～１６小節）
の作曲をして楽譜の提出に替えても良い。
使用教材名：西洋美術史入門
芸術研究 美術

なし

学習内容：第一章（P14～28）を読む。「スケッチスキル」、「ディスク
リプションスキル」に
ついて練習する（使う画像は任意、A４紙使用、図 はA５サイズ程度。枚数一枚以上）。
使用教材名：書Ⅱ

芸術研究 書道

なし

学習内容：４月２４日に指示した課題をまとめることで、継続して学習しましょう。
使用教材名：プリント冊子『Practical English Class』（内容物は表紙に記載）
実践英語

範囲：冊子に折り込まれている『実践英語を選択しているみなさんへ』に記載されている課題
折り込み冊子プリント １部
①～③を完成させる。方法・提出期日等についても明記されているので確認すること。
学習内容：各課題の１枚目に説明文がついているので、それぞれ熟読し課題を遂行する。評
価のポイント等も記載されているので、よく確認すること。
使用教材名：SKYWARD LAND Course, LISTENING ACE 10

英語研究

範囲： 各々２課ずつ

A4片面１枚

学習内容：プリントの指示をよく読む
使用教材名：いちばんよくわかる刺しゅうの基礎（テキスト）
フランス刺しゅう レッスン１ （教材）
服飾手芸

範囲・学習内容：テキストP4～P9をよく読んでヨーロッパ刺繍の基本を
理解して下さい。教材から2個選び、製作の手引き
およびテキストを参考にして刺しゅうして下さい。
※学校再開後の最初の授業時、忘れずに持ってきて下さい。
使用教材名：フードデザイン（教科書）、配布プリント10枚（B5）
範

なし

囲： 教科書 p6～p20

フードデザイン

B5片面

１０枚

学習内容： 教科書をよく読んで５月末までにNo.1~No.６を完成する。
No.７以降の指示は学校のHP等で追って連絡します。
※学校再開後の最初の授業で前回のとともに提出して下さい。
使用教材名：Ａ４プリント４枚、教科書、問題集
社会と情報
学習内容 ：配布プリント表紙に示した範囲と内容を行う

そ
の
他
の
配
布
物

進路指導部

進路指導部

内容：
（１）分野別進路ガイダンスについて・入試で小論文等が必要な生徒へ
（２）看護医療系進学希望者対象 資料
内容：スタディサプリに関して

Ａ４ ４枚
藤（表紙含む）

（１）冊子になっています (２) 該当者
のみ A3二つ折り１枚

A4 1枚

生徒指導部

内容：そっと悩みを相談してね ＳＮＳ相談＠ちば

A4 1枚

教育情報部

内容：本校HPから学校に連絡するためのIDアドレスと説明書

封筒

