
対象学年 コース 科目 課題

高校２年 特進 現代文B

【教科書P.8~15 村上春樹『自己とは何か（あるいはおいしい牡蠣フライの食べ方）』】

〈4月22日まで〉

①本文を読み、ページ見開き左下の新出語句や、本文中の意味の解らない語句を調べ、ノート

に記入する。

②教科書本文の要約を200文字以内で書く。また、この文章を読んで理解したことを振り返って

書く。タイトルは「『自己とは何か』要約と感想」とすること。

③教科書下段の脚門♢１～３をノートに書き写し、それぞれ自分なりの解答を作成する。

④上記①～③をロイロノート上で提出する。

〈4月29日まで〉

④教科書P.15学習の手引き１～５をノートに書き写し、それぞれ自分なりの解答を作成する。

なお、発展５については文章を書くだけでよい。

⑤予習復習ノート（ワークP.4~6）を解き、解答を見て答え合わせをする。

以上の課題についてはそれぞれの期日までに担当者がロイロノート上に提出箱を作成するの

で、遅れずに提出すること。

高校２年 特進文系
古典B

その①

●4/22（水）１８時まで

①【基礎からのジャンプアップノート古典文法】

⑴ｐ74～ｐ85の敬語の部分を解答し、色ペンで○付けとして間違えたところは正しい解答を記入する。 

⑵採点した該当ページを写真で撮影して、ロイロノートの「古典文法 敬語 採点済み」というフォルダに提出する

②【単語テスト】

⑴古文単語帳の１～３０番までを学習し、２０問が出題される「古文単語テスト①」を１５分以内で解答し、単語帳

で調べて自己採点をし、点数を記入する ※正解の数は成績に入らないので、自分が成⾧できるように取り組むこ

と。⑵ロイロノートの「古文単語テスト①」という提出箱に提出する

●4/29（水）１８時まで

①【教科書：新 探求古典B 古文編】『宇治拾遺物語』歌詠みて罪許さるること

⑴教科書p8,9を見ながら、配信されたプリントの動詞、形容詞、形容動詞には傍線を引き、「活用する行（動詞の

み）・活用の種類・活用形」を書き込む。※カ・下二・未、など省略可。

⑵教科書p8,9を見ながら、配信されたプリントの助動詞には波線を引き、「意味・活用形」を書き込む。※打消・

用、など省略可。

⑶「基礎からのジャンプアップノート」を見ながら、配信されたプリントの囲み線部の右横に敬語の種類「尊敬語・

謙譲語・丁寧語」のいずれかを記入する。※尊、謙、丁、など省略可。

⑷現代語訳を、配信されたプリントの改行に合わせて、ノートまたはロイロノートのカードに「手書きで」記入し

て、ロイロノートの「歌詠みて罪許さるること 予習」という提出箱に提出する。

②【単語テスト】

⑴古文単語帳の３１～６０番までを学習し、そのうち２０問が出題される「古文単語テスト②」を１５分以内で解答

し、単語帳で調べて自己採点をし、点数を記入する ※正解の数は成績に入らないので、自分が成⾧できるように取

り組むこと。

⑵ロイロノートの「古文単語テスト②」という提出箱に提出する

休校中の課題一覧
 現在、ロイロノートへのアクセスが不安定なため、資料や提出箱の作成が遅れる場合があります。取り組むことのできる課題を優

先してください。なお、ロイロノート、Classiの不調によって課題の提出が遅れても不利に扱うことはありません。

 勉強に関する質問には、Classiグループにある各クラスの「授業担当」グループを活用してください。ただし、こちらも現在アク

セスしにくい状況が続いておりますので、それまではロイロノート等を活用してください。



対象学年 コース 科目 課題

高校２年 特進文系
古典B

その②

●5/6（水）１８時まで

①【教科書：新 探求古典B 古文編】衣のたて

⑴教科書p8,9を見ながら、配信されたプリントの動詞、形容詞、形容動詞には傍線を引き、「活用する行（動詞の

み）・活用の種類・活用形」を書き込む。※カ・下二・未、など省略可。

⑵教科書p8,9を見ながら、配信されたプリントの助動詞には波線を引き、「意味・活用形」を書き込む。※打消・

用、など省略可。

⑶現代語訳を、配信されたプリントの改行に合わせて、ノートまたはロイロノートのカードに「手書きで」記入し

て、ロイロノートの「衣のたて 予習」という提出箱に提出する。

②【単語テスト】

⑴古文単語帳の６１～９０番までを学習し、そのうち２０問が出題される「古文単語テスト③」を１５分以内で解答

し、単語帳で調べて自己採点をし、点数を記入する ※正解の数は成績に入らないので、自分が成⾧できるように取

り組むこと。⑵ロイロノートの「古文単語テスト③」という提出箱に提出する

☆多いように見えるかもしれませんが、こつこつ取り組めば、１日ごとの時間は３０分以内で終わるような課題で

す。昨年までで学習した古典文法と、今回予習する「敬語」で全ての文法が終わり、いよいよ文章読解力の養成に入

ります。予習が実力の８割を決める古典、頑張ってください。

高校２年 特進理系 古典A

①【基礎からのジャンプアップノート古典文法】

⑴4/22（水）までに、ｐ74～ｐ85の敬語の部分を解答し、色ペンで○付けとして間違えたところは正しい

解答を記入する。

⑵4/22（水）１８時までに、採点した該当ページを写真で撮影して、ロイロノートの「古典文法 敬語 

採点済み」というフォルダに提出する

②【教科書：古典Aの予習】※一年時の総復習＋古典文法の最後の項目「敬語」の導入。これで理論上は

どの入試問題も解けるようになります

⑴教科書p12,13を見ながら、配信されたプリントの動詞、形容詞、形容動詞には傍線を引き、「活用する

行（動詞のみ）・活用の種類・活用形」を書き込む。※カ・下二・未、など省略可。

⑵教科書p12,13を見ながら、配信されたプリントの助動詞には波線を引き、「意味・活用形」を書き込

む。※打消・用、など省略可。

⑶「基礎からのジャンプアップノート」を見ながら、配信されたプリントの囲み線部の右横に敬語の種類

「尊敬語・謙譲語・丁寧語」のいずれかを記入する。※尊、謙、丁、など省略可。

☆⑴～⑶を4/29（水）１８時までに、ロイロノートの「『大和物語』いはで思ふ 文法予習」という提出

箱に提出する。

⑷5/6（水）１８時までに、配信されたプリントの改行に合わせて、現代語訳を考えて記入し、ロイロ

ノートの「いはで思ふ 現代語訳つき」という提出箱に提出する

◎課題①、②の内容については、初回授業にて基礎確認テストあり。

③※自由課題※

古文単語帳１～最後までのテストを資料箱に入れてある。３０個ずつの範囲から２０問出題で４択記号式

となっているので、国公立・難関大志望者・意欲のある者は、できるところまででいいので自主的に取り

組んでほしい。

5/9（土）１８時までに「※自由課題 古文単語テスト」という提出箱に、まとめて提出をする。提出さ

れたものは、課題点の加点として扱う。初見文章の読解能力は、単語の量に比例するため、ぜひ積極的に

取り組んでもらえることを期待します。



対象学年 コース 科目 課題

高校２年 特進文系 日本史B

【配信課題】ロイロノート→「資料箱」→「学校共有フォルダ」→「課題配信」から各自取り

出す

１．課題の進め方＆授業ノート13回分 ２．小テスト4回分

STEP①

ロイロで配信した授業ノートを、各自用意したノートに書き写す

（用意したノートは学校再開後も使用します）

STEP②

以下の進度に従って授業ノートを書き写し、小テストを提出する

【進度】

4/23までに授業ノート1～3→小テスト①（4/23 23:55まで）

4/27までに授業ノート4・5→小テスト②（4/27 23:55まで）

5/  4までに授業ノート6～9→小テスト③（5 / 4 23:55まで）

5/ 10までに授業ノート10～13→小テスト④（5/10 23:55まで）

※指示している資料集の該当ページは必ず見ること！

※Youtube「日本史ストーリーノート」はおすすめです

高校２年 特進文系 世界史B

【課題の取り組み方】

・教科書を読んで配信されたノートの穴埋めを行う。

・教科書・用語集を用いて、穴埋めした用語や細かい歴史用語の説明を簡潔に記す。

・より理解を深めるつもりで教科書を読む

・取り組んだ穴埋めノートと調べた説明文ノートはロイロノートの提出ボックスへ提出

・ロイロへの提出の締め切りは、下記スケジュールの最終日まで

  

【スケジュール】

①4月15日～4月23日

序章・先史の世界～1章・メソポタミアの統一と周辺地域の動向（教科書p.10~20）

②4月24日～4月30日

1章・エジプトの統一～イラン文明の特徴（教科書p.20~27）

③5月01日～5月10日

ギリシア世界～ギリシアの生活と文化（教科書p.27~40）

高校２年 特進文系 政治経済

【課題の取り組み方】

・ワークの穴埋めをしながら教科書を読む。

・ワークの丸つけをして再度ワークを読む。空欄を中心に理解を深め、用語は覚える。

・より理解を深めるつもりで教科書を読む。

・ClassiのWebテスト３種類に取り組む。（満点になるまで繰り返す。）

・取り組んだワークは写真を撮りロイロの提出ボックスへ提出

・「ClassiのWebテスト」と「ロイロへの提出」の締め切りは、下記スケジュールの最終日まで

  

【スケジュール】

①4月15日～4月23日

第３節日本の政治機構①国会と立法（教科書P50~53ワークP32,33）

②4月24日～4月30日

第３節日本の政治機構②内閣と行政（教科書P54~57ワークP34,35）

③5月01日～5月10日

第３節日本の政治機構③裁判所と司法（教科書P58~63ワークP36~39）



対象学年 コース 科目 課題

高校２年 特進理系 政治経済

【課題の取り組み方】

・ワークの穴埋めをしながら教科書を読む。

・ワークの丸つけをして再度ワークを読む。空欄を中心に理解を深め、用語は覚える。

・より理解を深めるつもりで教科書を読む。

・ClassiのWebテスト３種類に取り組む。（満点になるまで繰り返す。）

・取り組んだワークは写真を撮りロイロの提出ボックスへ提出

・「ClassiのWebテスト」と「ロイロへの提出」の締め切りは、下記スケジュールの最終日まで

  

【スケジュール】

①4月15日～4月23日

第３節日本の政治機構①国会と立法（教科書P50~53ワークP32,33）

②4月24日～4月30日

第３節日本の政治機構②内閣と行政（教科書P54~57ワークP34,35）

③5月01日～5月10日

第３節日本の政治機構③裁判所と司法（教科書P58~63ワークP36~39）

高校２年 特進理系 数学Ⅱ

①教科書「第1章 式と証明」「第2章 複素数と方程式」を読む。必要に応じて、公式や要点

をノートにまとめる。

②例題に目を通して、理解する。分からない部分がある場合は、教科書の該当箇所や参考書、

インターネットを利用すること。

③4STEPのP6～P33におけるSTEPAとSTEPBの問題のうち＊印のついた問題を解き、答え合わ

せをする。これを提出する。提出については以下の通り。

【提出について】

第1回提出：4月25日 (進捗状況の確認をします、終わっていない状態で良いので一度提出する

こと。) 

第2回提出：5月10日 (全て解いたものを提出すること。)

提出はロイロノートの提出ボックスに提出すること。

高校２年 特進理系 数学Ｂ

①教科書「第1章 平面上のベクトル」を読む。必要に応じて、公式や要点をノートにまとめ

る。

②例題に目を通して、理解する。分からない部分がある場合は、教科書の該当箇所や参考書、

インターネットを利用すること。

③4STEPのP114～P132におけるSTEPAとSTEPBの問題のうち＊印のついた問題を解き、答え

合わせをする。これを提出する。提出については以下の通り。

【提出について】

第1回提出：4月25日 (進捗状況の確認をします、終わっていない状態で良いので一度提出する

こと。) 

第2回提出：5月10日 (全て解いたものを提出すること。)

提出はロイロノートの提出ボックスに提出すること。



対象学年 コース 科目 課題

高校２年 特進理系 数学演習

①教科書「第4章 三角関数」の「第1節 三角関数」を読む。必要に応じて、公式や要点を

ノートにまとめる。

②例題に目を通して、理解する。分からない部分がある場合は、教科書の該当箇所や参考書、

インターネットを利用すること。

③4STEPのP56～P66におけるSTEPAとSTEPBの問題のうち＊印のついた問題を解き、答え合

わせをする。これを提出する。提出については以下の通り。

【提出について】

第1回提出：4月25日 (進捗状況の確認をします、終わっていない状態で良いので一度提出する

こと。) 

第2回提出：5月10日 (全て解いたものを提出すること。)

提出はロイロノートの提出ボックスに提出すること。

高校２年 特進文系 数学Ⅱ

①教科書「第1章 式と証明」を読む。必要に応じて、公式や要点をノートにまとめる。

②例題に目を通して、理解する。分からない部分がある場合は、教科書の該当箇所や参考書、

インターネットを利用すること。

③4STEPのP6～P19におけるSTEPAとSTEPBの問題のうち＊印のついた問題を解き、答え合わ

せをする。これを提出する。提出については以下の通り。

【提出について】

第1回提出：4月25日 (進捗状況の確認をします、終わっていない状態で良いので一度提出する

こと。) 

第2回提出：5月10日 (全て解いたものを提出すること。)

提出はロイロノートの提出ボックスに提出すること。

高校２年 特進文系 数学Ｂ

①教科書「第1章 平面上のベクトル」を読む。必要に応じて、公式や要点をノートにまとめ

る。

②例題に目を通して、理解する。分からない部分がある場合は、教科書の該当箇所や参考書、

インターネットを利用すること。

③4STEPのP114～P132におけるSTEPAとSTEPBの問題のうち＊印のついた問題を解き、答え

合わせをする。これを提出する。提出については以下の通り。

【提出について】

第1回提出：4月25日 (進捗状況の確認をします、終わっていない状態で良いので一度提出する

こと。) 

第2回提出：5月10日 (全て解いたものを提出すること。)

提出はロイロノートの提出ボックスに提出すること。

高校２年 特進 化学

① 化学（数研出版）第１編 第１章「原子の結合と結晶」p.23 まで および 化学基礎（東京書

籍）第１編 を参考にして，課題プリントの課題１～６を解く ② 化学基礎（東京書籍）第２編 

第２章「酸と塩基」および 第３章「酸化還元反応」p.161 L.8 まで を参考にして，課題プリン

トの課題７～１２を解く ③ 課題プリントのレポート課題  ①は4月25日，②と③は5月9日まで

が提出期限とする 詳細は配信する課題プリントにもある



対象学年 コース 科目 課題

高校２年 特進文系 生物基礎

用意するもの

・教科書 ・問題集（リードα）・ノート ・i Pad

①教科書ｐ２２～４０を熟読する

②ロイロの資料箱から取り出した資料（NO.1～NO.４まで）を参考

 にノートに書き写す。

（ノートを作成したら写メをして提出箱に提出）

③リードをノートに解き各自丸付け、間違えた箇所をまとめる。

（問題集の詳細はロイロにて指示）

高校２年 特進理系 生物基礎

用意するもの

・教科書 ・問題集（リードα）・ノート ・i Pad

①教科書ｐ２２～４０を熟読する

②ロイロの資料箱から取り出した資料（NO.1～NO.４まで）を参考

 にノートに書き写す

（ノートを作成したら写メをして提出箱に提出）

③リードをノートに解き各自丸付け、間違えた箇所をまとめる。

（問題集の詳細はロイロにて指示）



対象学年 コース 科目 課題

高校２年 特進 保健

教科書（P.64～73）を読み、保健ノート（P.62～70）の穴埋め及び記述問題を解く。

 

ページ数は４単元分です。

授業開始後、取り組みの点検及び解説の予定です。

上記は5月10日までの課題です。

高校２年 特進 体育
体育としては特に課題はありません。休校中は自宅でできる軽い運動をし、

学校再開時には元気に登校できるよう健康管理をしてください。


