
学年 教科 科目 該当クラス 担当者名

3 国語 国語γ 1～2組 加島、川口 最初の授業

3 国語 現代文 1～2組 堀内 最初の授業

3 国語 現代文 3～4組 加島 最初の授業

3 国語 漢検 3～4組 佐藤 最初の授業

3 国語 現代文 5～6組 加島、堀内 最初の授業

3 国語 国語β 5～6組 佐藤、加島 最初の授業

3 数学 数学β 1～2組 古川　龍樹 最初の授業

3 数学 数学γ 3～4組 相馬史歩 最初の授業

3 数学 数学β 5～6組

５組長島　仁

６組原田圭一朗・杉本

幸司

最初の授業

3 英語 英会話 1～2組 Tarkus,Dan 登校日

3 英語 英語表現 1～6組 三宅、千葉 登校日

3 英語 英語β 1,2,5,6組 三宅、小里、山口 登校日

3 英語 英検 3～4組 渡邊

3 英語 英語β 5～6組 小里、山口 登校日

3 理科 理科基礎α 1～2組 佐藤正、佐藤景 最初の授業

3 理科 化学β 5～6組 吉田 最初の授業

休校中課題一覧

この授業では問題練習を行います。まずは自分の力で問題を解

いてみましょう。特に記述式の問題は安易に諦めず間違えても

よいのでなんらかの答えを作ってみましょう。

文章を読んで要旨をまとめる力、漢字を正確に書く力はどのよ

うな進路を選んでも、社会で生きていく上で基本となる能力で

す。高校でしっかりと身につけましょう。

文章を読んで要旨をまとめる力、漢字を正確に書く力はどのよ

うな進路を選んでも、社会で生きていく上で基本となる能力で

す。高校でしっかりと身につけましょう。

漢字を正確に読み書きできるようにするだけではなく、その言

葉の意味も覚えましょう。そしてその言葉を実際に使ってみま

しょう。

文章を読んで要旨をまとめる力、漢字を正確に書く力はどのよ

うな進路を選んでも、社会で生きていく上で基本となる能力で

す。高校でしっかりと身につけましょう。

この授業では問題練習を行います。まずは自分の力で問題を解

いてみましょう。特に記述式の問題は安易に諦めず間違えても

よいのでなんらかの答えを作ってみましょう。

コメント

たとえできなかったとしても、苦労し、悩み、つまずきなさ

い。乗り越えれないなら、どうしたら良いか自分で考える。最

後は自分ですよ。自分を大切に。

英検自体が開催されるかわからない状態です。問題集に自主的

に取り組む場合は、書き込まずノートにやってください。

テキストをよく読み、不明な点がある場合調べるなどして指示

通り取り組んでください。

３組の皆さん、４組の皆さん、こんにちは。

課題は２枚１セットし、丸付けをして提出して下さい！皆さん

と元気に会えるのを楽しみにしています！

5組：長い休校期間ですが、健康には十分留意して，決して無

理せず頑張りましょう！！

6組：こんな事態でも準備は必要！！規則正しい生活、健康管

理端の息抜き。みんなで乗り切りましょう

課題プリントに記載されている通りです。着実な実力をつける

重要な過程です。もれなく取り組んでください。

頑張ってもれなく取り組んでみてください！

Finish th eprint and practice your self-introduction. You will

present your self-introductions to the class in the first

lesson.

単位認定にかかわりますので、教科書Lesson 3～7までのノー

ト作成をしっかり行ってください。

適宜分からない単語を調べるなどして、全ての問題に指示通

り、取り組んでください。



3 理科 化学基礎β 5～6組 大熊 最初の授業

3 理科 生物基礎β 5～6組 河瀬 最初の授業

3 理科 生物 5～6組 佐藤景 最初の授業

3 地歴・公民 政治経済 1～6組
高石

齊田
登校日

3 地歴・公民 世界史B 1～2組
横関

伊東
登校日

3 地歴・公民 日本史β 1～2組 高石 登校日

3 芸術 総合音楽 1～6組 金村 最初の授業

3 芸術 総合美術 1～6組 中鉢 最初の授業

3 芸術 総合書道 1～6組 吉田・松山 最初の授業

3 芸術 保育音楽 1～4組 金村 最初の授業

3 芸術 デザインⅠ 1～4組 河野 最初の授業

3 芸術 デザインⅡ 1～4組 岩瀨 最初の授業

3 芸術 実用書道 3～4組 吉田 最初の授業

3 情報 情報処理Ⅰ 3～4組 川又　英弘 最初の授業

3 情報 情報処理Ⅱ 3～4組 福田　有花 最初の授業
課題は配布した資料の通り、タイピングの練習になっていま

す。キーの配置やホームポジションを覚えて、打ち込みのス

ピードを鍛えてください。共に頑張りましょう。

課題は配布した資料の通り、タイピングの練習になっていま

す。キーの配置やホームポジションを覚えて、打ち込みのス

ピードを鍛えてください。共に頑張りましょう。

問26で楽譜の基本的な読み方を確認しましょう。問28は、そ

れぞれどんな作曲家で、課題の文中に出てくる作品はどんな音

楽なのか、インターネットで調べて聴いてみましょう。

曲線で構成されているので、「なめらかに」「ゆったり大きく

（文字の中の空間が狭くならないように）」を意識して習って

ください。また、仮名文字の字母（元になっている漢字）につ

いても、漢字を意識して書くと上手にかけます。

教科書を見て空欄に当てはまる語句を記入してください。不要

な外出は控え、家で課題に取り組みましょう。元気に登校して

くるのを待ってます。

教科書を見て、空欄に当てはまる語句を記入してください。

ディープかつ受験にも対応した歴史の世界をみんなと過ごせる

日を心待ちにしています。

教科書を見て空欄に当てはまる語句を記入してください。不要

な外出は控え、家で課題に取り組みましょう。元気に登校して

くるのを待ってます。

課題の絵画はカラーで描かれたものです。インターネットで元

の作品を見てみましょう。作品の雰囲気がよりつかめると思い

ます。

課題の絵画はカラーで描かれたものです。インターネットで元

の作品を見てみましょう。作品の雰囲気がよりつかめると思い

ます。

一点一画を丁寧に、参考となる文字を「よく見る」事が大切で

す。間隔の幅や、線のくっついてる・離れているといったとこ

ろをよく観察して書きます。課題は、朱を入れ添削します。常

に「自己最高」の文字を意識して書きましょう。

西洋音楽の曲の種類を勉強する課題です。それぞれどんな音楽

でどんな作品があるのか、インターネットで調べて聴いてみて

ください。

課題の絵画はカラーで描かれたものです。インターネットで元

の作品を見てみましょう。作品の雰囲気がよりつかめると思い

ます。

生物カルテは君たちの実力の分析する資料になります。手を抜

かず解答してください。レポート部分は君がわかる範囲で構い

ません。新たな視点を養うという観点で取り組んでみてくださ

い。

配布したプリント範囲の内容に該当するリードα生物の問題を

解いておいてください。

休み明けに課題の範囲で小テストを行いますのでしっかり勉強

してきてください。



3 保体 体育 1～6組 横山、吉田、小倉、渡辺

3 国語 現代文B 7組 岡部 最初の授業

3 国語 古典B 7組 山内 最初の授業

3 国語 国語β 7組 加島 最初の授業

3 数学 数学β 7組 桑原修平 最初の授業

3 数学 数学β(文系) 7組 桑原修平 最初の授業

3 英語 英語β 7組 千葉 登校日

3 英語 C英語Ⅱ 7組 渡邊 登校日

3 理科 理科基礎β 7組 佐藤正 最初の授業

3 理科 生物基礎β 7組 河瀬 最初の授業

3 理科 化学基礎β 7組 大熊 最初の授業

3 理科 物理 7組 佐々木

3 理科 生物 7組 佐藤景 最初の授業

3 理科 化学β 7組 吉田 最初の授業

3 地歴・公民 日本史β 7組 木内 登校日

静修体操の練習をしていますか？学校再開後にテストをしま

す。

この授業では問題練習を行います。まずは自分の力で問題を解

いてみましょう。特に記述式の問題は安易に諦めず間違えても

よいのでなんらかの答えを作ってみましょう。

課題（数学Ⅰの部分）が終わったら、数学Ａの予習を進めてく

ださい。（確率・図形の性質・整数の性質）

出された課題についてはしっかりと、空欄のないように取り組

むこと。特に４００字で意見文を書く課題は、受験に向けての

練習として、小論文の形態をインターネット等で勉強しながら

取り組むようにしてください。チェックは厳しいですよー。が

んばってね！

休校開けに前回同様の確認テストを行います。自分がしている

勉強が実りあるものなのかどうか、考えながら勉強してくださ

い。やっつけ仕事にならないように。

3月の課題に引き続き、今回もしっかり取り組んでください。

課題（数学Ⅰの部分）が終わったら、数学Ａの予習を進めてく

ださい。（確率・図形の性質・整数の性質）

単位認定にかかわりますので、課題をしっかり行ってくださ

い。

課題プリントに指示した通りに提出してください。

納得いくまで調べ、考えることが大切です。

今は問題演習に取り組めませんが、焦らないでください。登校

できたとき、最大限の支援をします。心配するな！

課題プリントに記載されている通りです。着実な実力をつける

重要な過程です。もれなく取り組んでください。

頑張ってもれなく取り組んでください！

課題プリントに記載されている通りです。着実な実力をつける

重要な過程です。もれなく取り組んでください。

生物カルテは君たちの実力を分析する要素を含んでいます。実

力で取り組んでみてください。レポート部分は君なりに調べた

報告で構いません。新たな視点を養い科学と人間生活のつなが

りを意識して将来の進路に活かしてください。

休み明け最初の授業で小テストを行いますのでしっかり勉強し

てきてください。

プリントの空欄に当てはまる語句を全て埋めよう。答えは教科

書に！もっと勉強したいという人は『山崎圭一 日本史』と

youtubeで検索して自習しよう。授業スタートは教60p～



3 地歴・公民 地理β 7組 山内

3 地歴・公民 政治経済 7組 横関 最初の授業

3 地歴・公民 倫理 7組 齊田 登校日

3 保体 体育 7組 横山、渡辺

3 英語 総合英語B 8～9組 渡邊 登校日

3 英語 英語β 8～9組 千葉 登校日

3 英語 EPDB 8～9組 Tarkus, Dan 登校日

3 英語 国際文化 8～9組 Tarkus, Dan 登校日

3 国語 現代文B 8～9組 漆崎 最初の授業

3 国語 古典A 8～9組 堀内 最初の授業

3 保体 体育 8～9組 横山、小倉、渡辺

3 理科 科学と人間生活 8～9組 佐藤正 最初の授業

3 地歴・公民 世界史B 8～9組 横関 登校日

3 地歴・公民 日本史β 8～9組 高石 登校日

教科書を見て、空欄に当てはまる語句を記入してください。不

安な気持ちがあると思いますが、まずは家でできることをして

過ごしましょう。

ワークブック『地理力ＵＰ23』持っている生徒

→2年次の復習を行いましょう。特に、地形と気候。

ワークブック『地理力ＵＰ23』持っていない生徒

→教科書168～179を読み、ゴシック文字の意味をまとめよう。

テキストを用いて予習を進めてください。受験に向けて気持ち

を切らないように。ここが踏ん張りどころです。

静修体操の練習をしていますか？学校再開後にテストをしま

す。

3月の課題に引き続き、今回もしっかり取り組んでください。

単位認定にかかわりますので、課題をしっかり行ってくださ

い。

Complete and check yourconstruction speeches. Use the

internet to research information to support your ideas.

Use the internet to research information for your food

presentations. Practice your presentation so that you can

present your information with confidence.

「こころ」は「私」とKの心情の動きをノートなどでもう一度

見直してみましょう。「情報の彫刻」の意見文はこれから進路

を決定する上で特に必要なトレーニングです。

本文を写すときはしっかりと読みながら書くこと、現代語訳す

るときは今まで習った文法知識を振り返りながら行うこと、こ

れらを意識して有意義な学習をしましょう。

教科書を見て、空欄に当てはまる語句を記入してください。

ディープかつ受験にも対応した歴史の世界をみんなと過ごせる

日を心待ちにしています。

教科書を見て空欄に当てはまる語句を記入してください。不要

な外出は控え、家で課題に取り組みましょう。元気に登校して

くるのを待ってます。

静修体操の練習をしていますか？学校再開後にテストをしま

す。

卒業必修単位です。しっかりともれなく取り組みましょう。


