２学年課題通信～休校中の宿題大作戦リターンズ～
『２学年課題通信』編集部発行
２年生の皆さんお久しぶりです。
『２学年課題通信』編集部です。ここまでの休校中はしっかり勉強出来ま
したか。さらにさらに５月末まで休校が続くので、健康管理に注意してしっかり勉強して下さい。大事な連絡
が４つあります。
（連絡１）さらにスタディサプリを利用して学習する場面が増えます。docomo、ａｕ、SoftBank、Y モバイル
等のキャリアは 25 歳以下のユーザーに対して５０ギガまで使用出来るように仕様を変更し、これも５／３１
まで延長されました。５０ギガまでの増量方法はキャリアによって様々です。必ずＨＰ等で確認して下さい。
スタディサプリの動画は低で視聴すれば、計算上は１日５時間動画を視聴しても１ヶ月での消費は２０ギガ
未満となります。動画視聴の際の画質に引き続き注意して下さい。
（連絡２）各クラスのＴｅａｍｓに参加してくれていると思います。連絡や追加の課題がＴｅａｍｓで届けら
れるので連絡に注意して下さい。
（連絡３）休校中に課された課題は全てが評価の対象となります。中間考査が実施出来ないので休校中の課題
が大きく成績に関わる事となります。その事にも留意して下さい。ただしスタディサプリに関しては、提出期
限内に提出したのに提出と認識されなかった、動画を視聴したのに視聴と認識されなかった、等の連絡を受け
ています。提出期限は守るのが原則ですが、様々な不具合もあるのでとにかく提出して下さい。動画に関して
もギガが大丈夫であれば、指示があった場合には観るようにして下さい。
（連絡４）上にも載せましたがスタディサプリは現在、日本中の多くの高校生が利用してもの凄い負荷がかか
っています。特にＧＷ最後の６水や５月最後の２９金は、日本中の高校生が課題を提出しようと殺到するので
不具合が起こる可能性が大です。そこでお願いです。課題は余裕を持って提出して下さい。
下の表に５／８からの新しい課題を掲載しました。重ねてのお願いとなりますが、健康管理に注意してしっ
かり勉強して下さい。

全クラス共通課題（選択者のみの課題を含む）
１．英語（
）←終了したら○印を入れて感動しよう。(悲報)英語Ⅱの追加課題あり
コミュ英Ⅱ
・スタディサプリ【高１・高２ スタンダードレベル英語】＜文法・読解編＞ 第１８講～第２３講
☆動画を視聴し問題を解いて下さい。月曜配信の期限は木曜日、木曜配信の期限は日曜日になります。
・Focus on Listening ～Training Book～
☆Training11～20 を解いて自己採点までして提出。音源は前回郵送した QR コードから読み取る。
・教科書 Lesson1（PRO-VISIONⅡ)
☆teams で、「第２学年英語科 学年全体チーム」という名前のチームを作成したので、このチームに参加。
チームコードは[r m i c 0 x 5]。チームスの課題で問題を配信するので教科書を読んで解答。期限は次の配信
の前日。わからない単語はワードリストを郵送するのでそこに記入。学校が始まったら提出になるのでしっかり取
り組む事。
英表Ⅱ
・教科書（Vision Quest Ⅱ Ace）
☆教科書の解説を読み、郵送した問題を解いて採点して下さい。問題は教科書のpracticeです。解答は「第２
学年英語科 学年全体チーム」のフォルダに随時掲載しますので、そこから見て下さい。この課題について
は、必修と任意の範囲があります。必修の範囲は必ず全員終わらせて下さい。任意の範囲は授業でもう一
度扱う予定ですので、授業の予習がしたい人は活用して下さい。
必修：１，３，４，６，８，９，１０，１２ 任意：２，５，７，１１
・ＧＴＥＣスキルアップワーク
☆範囲はＴｅａｍｓで連絡します。
□提出日 スタディサプリで指定した期日及び登校再開となったら各担当者に提出。
２．国語（
）←終了したら○印を入れて感動しよう。
現代文Ｂ ○現代文Ｂ教科書Ｐ２２～３５『山月記』の読解問題を 毎週月曜日に配信木曜日までに提出

○「頻出漢字２５００」Ｐ９６～１０３、Ｐ１２０、１２１を練習
○「現代文単語 げんたん」Ｐ８～３７を練習
古典Ｂ ○古典Ｂ教科書Ｐ１２～１３『小式部内侍が大江山の歌の事』の読解問題を毎週月曜日に配信木曜日
までに提出。
○スタディサプリ「高１・高２ 古文＜文法編＞ 」第１講～第１０講 毎週火・金曜日配信
（わからない部分は「高１・高２ ベーシックレベル 古文＜文法編＞」で復習できます
○「みるみる覚える古文単語３００」Ｐ２６～４９を練習
□提出日 スタディサプリで指定した期日及び登校再開となったら各担当者に提出。
３．数学（
）←終了したら○印を入れて感動しよう。（朗報）数Ｂは追加課題なし
数学Ⅱ スタディサプリで毎週月曜日に課題を配信。期限は各配信の次の日曜日。
配信予定
１１日 高２ベーシックレベル数学ⅡB
１講 ２講
高２スタンダードレベル数学ⅠAⅡB
28 講 29 講
１８日 高２ベーシックレベル数学ⅡB
３講 ４講
高２スタンダードレベル数学ⅠAⅡB
30 講 31 講
２５日 高２ベーシックレベル数学ⅡB
５講 ６講 ７講
高２スタンダードレベル数学ⅠAⅡB
19 講 20 講 21 講
高２ベーシックレベル数学ⅡB は必ず取り組んでください。
高２スタンダードレベル数学ⅠAⅡB は取り組み状況を教科の評価に反映するので、各自の力に合わ
せて取り組んでください。
□提出日 上記の指定した期日。
４．社会（
）←終了したら○印を入れて感動しよう。
世界史Ａ 選択クラス ２Ａ ２Ｃ ２Ｄ ２Ｆ
課題 隔週木曜日に配信 「高２ スタンダードレベル世界史」第２０～第２１講 動画を視聴し確認
テストを実施。
世界史Ｂ 選択クラス ２Ｂ ２Ｅ ２Ｇ ２Ｈ
課題 毎週金曜日に配信 「高２ スタンダードレベル世界史」 第１１～第１３講 動画を視聴し確
認テストを実施。
□提出日 スタディサプリで指定した期日。
５ 理科（
）←終了したら○印を入れて感動しよう。
物理基礎 ※前回のまとめたレポートをＴｅａｍｓで画像提出します。Ｔｅａｍｓに参加してください。レポ
ート本体は授業再開時に提出しますので保管しておいてください。
物理基礎 教科書 P34～56
ｽﾀﾃﾞｨｻﾌﾟﾘ【高 1,高 2,高 3 物理基礎 第 2 講 力のつり合い】配信日 5 月 11 日（月）
☆提出内容
①ｽﾀﾃﾞｨｻﾌﾟﾘは確認テストを解いてネット上で提出する。
※分からなかった場合は動画を視聴するか、教科書で学び直しをする。
②対象の教科書の範囲の問題集の問題を解き、勉強した過程が分かるように用紙またはノー
トにまとめる。（最低大問５つ以上）
※teams を使って前回の課題の範囲の復習問題を配信予定です。必ず参加してください。
地学基礎 ※前回のまとめたレポートをＴｅａｍｓで画像提出します。Ｔｅａｍｓに参加してください。レポ
ート本体は授業再開時に提出しますので保管しておいてください。
○教科書 P16～24，P27～29，P32～33，P35
〇スタディサプリ配信 地学基礎第 1 章２講活動する大地 4 月 9 日（木）配信予定
チャプター１（教科書 P16～21），チャプター２（P21～24），チャプター３（P32～33）
チャプター４（P35），チャプター５（カット），チャプター６（P27～２９）

☆提出内容
①教科書やサプリを参考に学習内容を図と文章でまとめ B5 の紙で提出。
②サプリのテキストにある演習問題を解く。③配信されたアプリの確認問題を解く。
☆提出方法 ①②はホッチキスなどでまとめて各担当に提出，③はアプリ内で提出
※teams で質問を受けつけます。コードはサプリの宿題コメントでお知らせしています。
□提出日 スタディサプリで指定した期日及び登校可能となったら提出。
６．保健／体育（
）←終了したら○印を入れて感動しよう。
・保健ノート P.68～72（⑦高齢者のための社会的取り組み～⑨医療制度とその活用）
・体育理論：保健ノート P.106～110（①人間にとって動くとは何か～③文化としてのスポーツ）
・自分の家や周辺でできるトレーニングやランニングなどを週 3 日以上を目標に取り組む。
→健康や学校再開後の体育の授業についていくための体力維持のため
□提出日 定期的にＴｅａｍｓを通じて進捗状況を確認するアンケートを配信するので回答して下さい
７．芸術（
）←終了したら○印を入れて感動しよう。 選択者のみ
音楽Ⅰ 課題プリント 7 枚です。（表紙＋課題４枚＋資料２枚）鑑賞はショパンのピアノ曲で YouTube 等を使って進め
て下さい。その際もしも何か不都合な事がありましたら初回授業で伝えて下さい。基礎問題は教科書を参考
にして下さい。初回授業で解説、説明をしてから提出となります。
美術Ⅰ 美術Ⅰのふりかえりプリント。紙立体「魚」アイデア資料の記入。提出は初回授業にて。
書道Ⅰ 課題プリント計 4 枚（課題について・１枚、プリント①～⑤・３枚）をよく読み、教科書・アプリ（教科書 AR）・NHK
高校講座「書道Ⅰ」を用いながら学習しましょう。プリント③・④・⑤は学校再開後の初回授業で提出です。
□提出日 学校再開後に各担当者に提出
８．家庭（
）←終了したら○印を入れて感動しよう。 選択者のみ
子ども保育
Teams を活用し、課題①～④を配信します。
課題① ５月８日配信 Teams 上で提出 締切１２日 課題②・③ ５月１３日配信 学校再開後初回授業で提
出 課題④ ５月２０配信 提出時期は配信時に連絡します。
フード
Teams を活用し、毎週水曜日に課題を配信します。課題の内容は、フードデザインの教科書から問題が約 10～
15 問出題されます。指定された教科書のページを勉強した上で、締め切りまでに問題を解いて下さい。締め切り
は毎週日曜日となります。
課題① 自己紹介 課題② 教 p.28～29・p.31～33（５月１１日の週）：課題締め切り５月１７日（日）
課題③ 教 p.34～p.37（５月１８日の週）
：課題締め切り５月２４日（日）・課題⓸ 教 p.38～39（５月２５日の週）：課題締め切り５月３１日(日)
□提出日 上記の指示通りに提出
９．社会と情報（
）←終了したら○印を入れて感動しよう。
科書を見ながら、問題集（「社会と情報」学習ノート）の穴埋めをすること。
範囲は第１章「情報社会」の範囲すべて（P2～17、章末問題まで）
□提出日 学校再開後に各担当者に提出
☆連絡：総探 スタディサプリ（国数英）朝学習指定配信学習 ③5/11(月)-5/24 ④5/25(月)-5/31 確認テストは
繰り返し解くことができます。満点を目指し取り組んでください。

