
教科 課題内容 提出期限・提出先

『論読　現代文２』のＰ１０～１１（第３回）
及びＰ６～９（第１回第２回）の答え合わせ。答はクラッシーで配信。

『プログレス古典』のＰ１０～１１（第４回）
及びＰ４～９（第１～３回）の答え合わせ。答はクラッシーで配信。

「漢字テスト」
第１回漢字テストを６月４日(木)に行います。範囲は、Ｐ６８～７７です。それぞれ学習し、必ず合格するこ
と。提出物は特になし。

「古典文法」
クラッシーで配信される、活用表を印刷できる人は印刷して、ひたすら書き込み、用言の活用と助動詞の活用
を覚えること。印刷と提出は任意。

「漢文」
昨年から使っている漢文教材の『新明説漢文基本練習ノート』Ｐ１３～３２について、『新明説漢文』（パン
ダのテキスト）及び、下記youtube動画を参照し、解説されているページまで進めること。パンダのノートのみ
提出。

学校再開後の初日、放課後までに、
各クラス国語係が集めて、
『論読現代文』
１，２組は進路室。
３，４，５組は職員室。
※４、５組は文理分ける。

『プログレス古典』
１，２組は職員室
３，４，５組は進路室。
※４、５組は文理分ける。

授業の予習は前回と同じ。教材配布を待っていてください。
前回と同じ
授業ノートの用意を忘れずに。

数学

○以前指示した、数学Ⅱ第1章の予習をしっかりと行うこと。
　問題を何回も解き、理解すること。
　休校明け初回の数学授業で、テストを行います。
　範囲　教科書：p6-34　　3TRIAL：p6-20
　※最低でもA問題は完ぺきにしましょう。

○お気に入りYouTuberを探せ！（任意課題）
　・高校数学（ⅠA、ⅡB、Ⅲ）や大学入試問題を扱うYouTuberがたくさんいます。
　・様々な講義動画の中から、皆さんが「わかりやすい！」と感じるものを探して、
　　どの点が良いのか教えてください。
　方法　後日、Classi(復旧次第)で、詳細とポートフォリオを配信します。
　　　　そちらに回答してください。

〇数Ⅱ第1章の予習
提出日：学校再開後の初回数学授業時
提出先：新しい授業担当の先生
※ノートには新組番を必ず記入すること

〇お気に入りYouTuber
締切期日：5月6日(水)24：00まで
（ポートフォリオに設けられる回答期日も上記の通り）

化学

・副読本として購入した「Let’s Try Note 化学基礎　Vol.１物質の構成」
　(東京書籍)のp３８までを教科書を参考にして解答し、解答編で答え合わ
　せをすること。
・クラッシーにてこの範囲の動画と確認問題を配信するので、確認し、
　問題を解くこと。※評価の対象とする。
・インターネットで「ＴＲＹ　ＩＴ(トライイット)化学基礎」等の動画を
　見ることができる者は参考になりますので見るようにしてください。

前回と同じ

物理

教科書p6～34
セミナーp7～10,16,18　すべての問題
        p19   基本問題39を除くすべての問題
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ力学　p2,3
※Classiの校内グループにて連絡もします
※ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟは提出不要

セミナーノートに繰り返し解く
※ ノートには計算過程や図を残すこと

生物
(基
礎)

NHK・Eテレ・高校講座・生物講座を検索してください。口座の視聴と教科書を参考に
問題集に取り組みましょう。

講座名「生態系でのエネルギーと物質の流れ」
教科書 P188～197
リードライトノート　No.125～136(課題ノートにやり、赤ペンで〇つけ）

最初の授業で課題ノートを提出

英語

・コミ英Ⅱ
『BIGDIPPER』 Lesson2 Part1 p18,19 (左側：読む　右側：問題解く)

・英表Ⅱ
『DUALSCOPE』 Lesson9 Part1 p88,89　(左側：読む　右側：問題解く)
『Breakthrough』　　　　　  p262-274（読む）

・週末課題・小テスト関連
『AXEL C』    Lesson03 まで  いける人は全部
『Bricks』    Stage4      　 p234-295　１周目
『NextStage』 第1章「時制」  p16-25

☆ICT機器を活用しておうち学習を充実させましょう☆
コミ英・英表・AXEL　→　YouTubeに授業動画をのせますので見てください
AXEL NextStage 　　 →  アプリ『きりはらの森』からテスト問題や音声をDL出来ます。
リスニング対策　　　→　TED Talk など、YouTubeでお気に入りを見つけましょう。
単語                →  アプリ『mikan』でみんなで競争しましょう。

AXEL C  Lesson 03まで
コミ英初回授業時に提出

保健
体育

【保健編】
2年生の範囲は教科書『2,生涯を通じる健康』の「思春期と健康」P64～になります。
スムーズに授業に入れるように教科書P64～P69をよく読み、ノートP56～61を仕上げておきましょう。
【体育編】
年度初めは全学年共通してラジオ体操と体づくり運動です。日々楽しみながら行ってください。
現在では、YouTubeなどで室内でも簡単にできるエクササイズ動画がたくさん配信されています。自身にあった
ものを参考にしながら運動不足にならないように適度な運動を続けましょう！

【保健】
ノート提出時にチェックします。
(提出日は授業内で指示）
【体育】
ラジオ体操の試験を実施します。
(試験日は授業内で指示）

総合
的探
究

☆SDGs(エス・ディー・ジーズ)について調べよう！☆
皆さんがKIPの時間に調べている地域課題探究は、SDGsと関連付けて考えることができます。
後日、Classiでポートフォリオ課題を配信しますので、回答してください。

締切期日：5月6日(水)24：00まで
（ポートフォリオに設けられる回答期日も上記の
通り）

その
他

令和２年度　２学年　臨時休業中課題（理系）4月2０日～25日

国語

授業動画は、クラッシーで配信されているお知らせを参照してください。



教科 課題内容 提出期限・提出先

『論読　現代文２』のＰ１２～１３（第４回）
及びＰ１０～１１（第３回）の答え合わせ。答はクラッシーで配信。

『プログレス古典』のＰ１２～１３（第５回）
及びＰ１０～１１（第４回）の答え合わせ。答はクラッシーで配信。

上記以外は、前回と同じ。

学校再開後の初日、放課後までに、
各クラス国語係が集めて、
『論読現代文』
１，２組は進路室。
３，４，５組は職員室。
※４、５組は文理分ける。

『プログレス古典』
１，２組は職員室
３，４，５組は進路室。
※４、５組は文理分ける。

授業の予習は前回と同じ。教材配布を待っていてください。
前回と同じ
授業ノートの用意を忘れずに。

数学

○以前指示した、数学Ⅱ第1章の予習をしっかりと行うこと。
　問題を何回も解き、理解すること。
　休校明け初回の数学授業で、テストを行います。
　範囲　教科書：p6-34　　3TRIAL：p6-20
　※最低でもA問題は完ぺきにしましょう。

○お気に入りYouTuberを探せ！（任意課題）
　・高校数学（ⅠA、ⅡB、Ⅲ）や大学入試問題を扱うYouTuberがたくさんいます。
　・様々な講義動画の中から、皆さんが「わかりやすい！」と感じるものを探して、
　　どの点が良いのか教えてください。
　方法　後日、Classi(復旧次第)で、詳細とポートフォリオを配信します。
　　　　そちらに回答してください。

〇数Ⅱ第1章の予習
提出日：学校再開後の初回数学授業時
提出先：新しい授業担当の先生
※ノートには新組番を必ず記入すること

〇お気に入りYouTuber
締切期日：5月6日(水)24：00まで
（ポートフォリオに設けられる回答期日も上記の通
り）

化学

・副読本として購入した「Let’s Try Note 化学基礎　Vol.１物質の構成」
　(東京書籍)のp３８までを教科書を参考にして解答し、解答編で答え合わ
　せをすること。
・クラッシーにてこの範囲の動画と確認問題を配信するので、確認し、
　問題を解くこと。※評価の対象とする。
・インターネットで「ＴＲＹ　ＩＴ(トライイット)化学基礎」等の動画を
　見ることができる者は参考になりますので見るようにしてください。

前回と同じ

物理

教科書p35～40
セミナー p17  すべての問題
　　　　 p19  基本問題39のみ
　　　　 p20  すべての問題
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ力学　p4,5
※Classiの校内グループにて連絡もします
※ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟは提出不要

セミナーノートに繰り返し解く
※ ノートには計算過程や図を残すこと

生物
(基
礎)

NHK・Eテレ・高校講座・生物講座を検索してください。口座の視聴と教科書を参考に
問題集に取り組みましょう。

講座名「生態系のバランス(1)～(3)」及び「生物多様性の保全｝
教科書 P199～210
リードライトノート　No.137～142(課題ノートにやり、赤ペンで〇つけ）
※　範囲が長いので5/6までに他の教科とバランスを取りながら取り組んでください。

最初の授業で課題ノート提出

英語

・コミ英Ⅱ
『BIGDIPPER』 Lesson2 Part2 p20,21 (左側：読む　右側：問題解く)

・英表Ⅱ
『DUALSCOPE』 Lesson9 Part2 p90,91　(左側：読む　右側：問題解く)
『Breakthrough』　　　　　  p275-279（読む）

・週末課題・小テスト関連
『AXEL C』    Lesson03 まで  いける人は全部
『Bricks』    Stage4      　 p234-295　２周目
『NextStage』 第2章「態」    p26-29

AXEL C  Lesson 03まで
コミ英初回授業時に提出

保健
体育

前の期間と同じ 前の期間と同じ

総合
的探
究

☆SDGs(エス・ディー・ジーズ)について調べよう！☆
皆さんがKIPの時間に調べている地域課題探究は、SDGsと関連付けて考えることができます。
後日、Classiでポートフォリオ課題を配信しますので、回答してください。

締切期日：5月6日(水)24：00まで
（ポートフォリオに設けられる回答期日も上記の通
り）

令和２年度　２学年　臨時休業中課題（理系）4月26日～5月1日

国語



その他



教科 課題内容 提出期限・提出先

『論読　現代文２』のＰ１４～１５（第５回）
及びＰ１２～１３（第４回）の答え合わせ。答はクラッシーで配信。

『プログレス古典』のＰ１４～１５（第６回）
及びＰ１２～１３（第５回）の答え合わせ。答はクラッシーで配信。

『ＬＴ漢文』Ｐ１２～１３（第５回）及び答え合わせ。答えはクラッシーで配信。

上記以外は、前回と同じ。

学校再開後の初日、放課後までに、
各クラス国語係が集めて、
『論読現代文』
１，２組は進路室。
３，４，５組は職員室。
※４、５組は文理分ける。

『プログレス古典』・『ＬＴ漢文』
１，２組は職員室
３，４，５組は進路室。
※４、５組は文理分ける。

授業の予習は前回と同じ。教材配布を待っていてください。
前回と同じ
授業ノートの用意を忘れずに。

数学

○以前指示した、数学Ⅱ第1章の予習をしっかりと行うこと。
　問題を何回も解き、理解すること。
　休校明け初回の数学授業で、テストを行います。
　範囲　教科書：p6-34　　3TRIAL：p6-20
　※最低でもA問題は完ぺきにしましょう。

○お気に入りYouTuberを探せ！（任意課題）
　・高校数学（ⅠA、ⅡB、Ⅲ）や大学入試問題を扱うYouTuberがたくさんいます。
　・様々な講義動画の中から、皆さんが「わかりやすい！」と感じるものを探して、
　　どの点が良いのか教えてください。
　方法　後日、Classi(復旧次第)で、詳細とポートフォリオを配信します。
　　　　そちらに回答してください。

〇数Ⅱ第1章の予習
提出日：学校再開後の初回数学授業時
提出先：新しい授業担当の先生
※ノートには新組番を必ず記入すること

〇お気に入りYouTuber
締切期日：5月6日(水)24：00まで
（ポートフォリオに設けられる回答期日も上記の通り）

化学

・副読本として購入した「Let’s Try Note 化学基礎　Vol.１物質の構成」
　(東京書籍)のp３８までを教科書を参考にして解答し、解答編で答え合わ
　せをすること。
・クラッシーにてこの範囲の動画と確認問題を配信するので、確認し、
　問題を解くこと。※評価の対象とする。
・インターネットで「ＴＲＹ　ＩＴ(トライイット)化学基礎」等の動画を
　見ることができる者は参考になりますので見るようにしてください。

前回と同じ

物理
教科書p44～60
セミナー p48～51  すべての問題
※Classiの校内グループにて連絡もします

セミナーノートに繰り返し解く
※ ノートには計算過程や図を残すこと

生物
(基
礎)

NHK・Eテレ・高校講座・生物講座を検索してください。口座の視聴と教科書を参考に
問題集に取り組みましょう。

講座名「生態系のバランス(1)～(3)」及び「生物多様性の保全｝
教科書 P199～210
リードライトノート　No.137～142(課題ノートにやり、赤ペンで〇つけ）
※　範囲が長いので5/6までに他の教科とバランスを取りながら取り組んでください。

最初の授業で課題ノート提出

英語

・コミ英Ⅱ
『BIGDIPPER』 Lesson2 Part3 p22,23 (左側：読む　右側：問題解く)

・英表Ⅱ
『DUALSCOPE』 Lesson9 Part3 p92,93　(左側：読む　右側：問題解く)
『Breakthrough』　　　　　  p280-291（読む）

・週末課題・小テスト関連
『AXEL C』    Lesson03 まで  いける人は全部
『Bricks』    Stage4      　 p234-295  ３周目
『NextStage』 第3章「助動詞」p30-39

AXEL C  Lesson 03まで
コミ英初回授業時に提出

保健
体育

前の期間と同じ 前の期間と同じ

総合
的探
究

☆SDGs(エス・ディー・ジーズ)について調べよう！☆
皆さんがKIPの時間に調べている地域課題探究は、SDGsと関連付けて考えることができ
ます。
後日、Classiでポートフォリオ課題を配信しますので、回答してください。

締切期日：5月6日(水)24：00まで
（ポートフォリオに設けられる回答期日も上記の通り）

その他

令和２年度　２学年　臨時休業中課題（理系）5月2日～6日

国語


