
対象学年 コース 科目 課題

高校３年 特進 現代文B

【教科書P.216 高階秀爾『オブジェとイマージュ』】

〈4月22日まで〉

①本文を読み、ページ見開き下の新出語句や、その他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

「『オブジェとイマージュ』要約と感想」とすること。

③教科書下段の脚門♢１～４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。

【小論文模試】

〈4月29日まで〉

①『事前学習ノート』について自分で課題を選択肢、ワークに取り組む。

②自分で時間を測定し、本番に取り組む。

③以上を写真に撮影し、ロイロノート上へ提出する。

【その他 ※文系生徒は必須。理系生徒は任意。古典の提出課題と同一ファイル可】

〈5月6日まで〉

①第一志望校の国語の過去問を２年分解く。（現代文、漢文など、自分が受験する科目の全ての範囲）を制限時間通

りに解いて、自己採点を行う。※正答数÷問題数でおおまかな正答率を算出すること。

②出題傾向と、解いた２年分の問題の分析を行い、自分が今後必要な対策についてレポートを作成する。形式は自分

にとってプラスとなるものであれば自由。

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３年 特進文系
古典B

その①

① テスト①、②締切：4/25（土）１８時まで、③、④締切：5/6（水）１８時まで

【古文単語テスト】

１回につき３０個のうち、２０個が記号の４択式で出題される古文単語テストの①～④を指定された期日

までに取り組む。解答時間は１０分以内が目安で、自己採点を行い、点数を記入して提出する。期日まで

に①～④の範囲を覚えて、「古文単語テスト①、②」「古文単語テスト③、④」の提出箱にそれぞれ提出

する。

※自由課題

同様の形式で単語帳１冊分のテストを資料箱に入れてあります。受験勉強として活用してください。自主

的に取り組んだ人は、5/9（土）１８時までに、「自由課題 古文単語テスト⑤～」という提出箱に取り

組んだ分を提出してください。

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３年 特進文系
古典B

その②

②4/29（水）１８時まで

【教科書：探求古典B】『古今著聞集』刑部卿敦兼と北の方 ※線の種類は一例。自分なりのこだわりが

あれば、印がついていれば自由で構わない。

⑴教科書p148,149を見ながら、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p148,149や文法書を見ながら、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本文中の敬語に好きな印をつけ、敬語の種類（尊敬語・謙譲語・丁寧語）と敬意の対象（例：作者→北

の方）を各単語の横に記入する。

⑷現代語訳を本文プリントの改行に合わせて、配信プリントに書き込むorノートに記入して写真orロイロ

ノートのカードで作成しする。

⑸ ⑴～⑷をロイロノートの提出箱「刑部卿敦兼と北の方 予習」という提出箱に提出する。

③5/6（水）１８時まで

⑴第一志望校の国語の過去問を２年分解く。（現代文、漢文など、自分が受験する科目の全ての範囲）を

制限時間通りに解いて、自己採点を行う。※点数はつけなくても良い。

⑵出題傾向と、解いた２年分の問題の分析を行い、自分が今後必要な対策についてレポートを作成する。

形式は自分にとってプラスとなるものであれば自由。

⑶ロイロノートの「第一志望校研究」という提出箱に提出する。ページ数や形式などは自由だが、最初の

ページに、第一志望校の学部学科を明記すること。

高校３年 特進文系 国語演習

①4/25（土）１８時まで

【大学入学共通テスト 国語記述対策問題集】

p2～23、基礎編の第１問～第３問を解いて、解答解説を読んで自己採点を行う。写真を撮って

「基礎編１～３問問題演習」という提出箱に提出する。

②5/6（水）１８時まで

【実力 現代文語彙・文学史テスト】

現代文語彙・文学史テストを解き、解答を見て採点する。採点したあとのテストを「語彙テス

ト」という提出箱に提出する。間違えたものは初回授業までに覚えておく。

【共通テスト対策 実力養成 重要問題演習 現代文】

１ 日本人にとって美しさとは何か  ２ ツーリズム・モビリティーズ を制限時間内に解

き、解答解説を読んで自己採点を行う。写真を撮って「現代文 重要問題演習 １，２」とい

う提出箱に提出する。

高校３年 特進文系 古文演習

①4/25（土）１８時まで

【共通テスト対策 実力養成 重要問題演習 古典】

１十訓抄、２今昔物語集、の問題を制限時間通りに解いて、自己採点をして「テキスト １、

２問題演習」という提出箱に提出する

②5/6（水）１８時まで

【共通テスト対策 実力養成 重要問題演習 古典】

３錦木物語の問題を制限時間通りに解いて、自己採点をして、「テキスト ３問題演習」とい

う提出箱に提出する。

【入試問題演習】

4/22（水）に配信される入試問題２題を解いて、わかる範囲で自己採点を行い、「入試問題演

習①、②」という提出箱に提出する。

※古典Bの単語テストの自主課題に取り組むことを強く推奨する。



対象学年 コース 科目 課題

高校３年 特進文系 漢文演習

①4/25（土）１８時まで

【教科書：新 探求古典B 漢文編】p76不顧後患 p78孔明伏竜の問題演習

⑴教科書p76,77とp78,79を見ながら、配信された問題を解答し、わからない部分は自分で調べ

て完全解答をして「教科書 問題演習」という提出箱に２つまとめて提出する。

②5/6（水）１８時まで

4/22（水）に配信される入試問題３題に解答し、「入試問題 採点前」という提出箱に提出す

る

高校３年 特進理系 国語演習

5/6（水）１８時まで

【共通テスト対策 実力養成 重要問題演習 古典】

⑴p10～32の１十訓抄、２今昔物語集、３錦木物語の問題を制限時間通りに解いて、自己採点を

して、「テキスト 古文 １～３問題演習」という提出箱に提出する。

⑵p100～104 １３容齋随筆の問題を制限時間通りに解いて、自己採点をして、「テキスト 

漢文 １３問題演習」という提出箱に提出する。

高校３年 特進文系 倫理

【課題】

①4月15日～4月22日

・第１章青年期の課題と自己形成（ワークP2～5の範囲）

・レポート「世界・日本について、今気になっていること（400字程度・用紙や書式は自由）」

②4月23日～5月6日

第１章青年期の課題と自己形成（ワークP6～10の範囲）

【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。

・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

・レポートもロイロの提出ボックスへ提出

・提出の締め切りは、ともに上記スケジュールの最終日まで

高校３年 特進文系 公民演習

【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２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３年 特進文系 日本史B

教科書P143～191

はじめる日本史

29：文治政治の展開～37：幕末の動乱

【取り組み方】

①教科書を熟読し歴史の流れを理解する。

②はじめる日本史の赤字及び太字を理解して覚える。

③定着度をはじめる日本史、各項目の実戦演習で確認する。

【取り組み期間】～4/25迄

教科書：P143～P164

はじめる日本史：29文治政治の展開～33寛政の改革と大御所政治

※取り組み後、配信テストに臨み、授業ごとロイロで提出。 

【取り組み期間】～5月8日迄

教科書P165～P191

はじめる日本史34：列強の接近と天保の改革～37幕末の動乱

※取り組み後、配信テストに臨み、授業ごとロイロで提出。

高校３年 特進文系 日本史演習

2年生で学んだ内容のレポート

【取り組み方】

①レポート用紙に指定のある内容について、指定行を埋め詳細に記述する。

高校３年 特進 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

西ヨーロッパの中世文化～宋代の文化（教科書p.150~165）

②4月24日～5月30日

モンゴルの大帝国～明初の政治（教科書p.165~180）

③5月01日～5月10日

明朝の朝貢世界～清代の社会と文化（教科書p.180~192）

高校３年 特進 世界史演習

【課題の取り組み方】

・教科書で指定されたページを読み、要点をノートにまとめる。図式化、文章化いずれの形式も可とす

る。試験前などに一目で内容の復習ができるマイ・ノートを作成する。

・取り組みから学んだことをレポートにして各章ごとにまとめる。

【スケジュール】

4月15日～5月10日

序章～第5章（教科書p.10~153）



対象学年 コース 科目 課題

高校３年 特進理系 倫理

【課題】

①4月15日～4月22日

・第１章青年期の課題と自己形成（ワークP2～5の範囲）

・レポート「世界・日本について、今気になっていること（400字程度・用紙や書式は自由）」

②4月23日～5月6日

第１章青年期の課題と自己形成（ワークP6～10の範囲）

【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。

・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

・レポートもロイロの提出ボックスへ提出

・提出の締め切りは、ともに上記スケジュールの最終日まで

高校３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２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３年 特進理系 数学Ⅲ

①教科書「第4章 極限」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P49～P67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３年 特進理系 演習ⅠＡⅡＢ

問題集「スタンダード数学演習ⅠＡⅡＢ」のP4～P50における「基本問題＆解法のポイント」

とある問題を全て解き、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３年 特進理系 数学演習(Ⅲ)

①教科書「第3章 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P40～P46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３年 特進理系数学演習(ⅠＡⅡＢ)

ロイロノートに配信された問題を解いて、用意された提出ボックスに提出する。内容は共通テ

スト対策問題(数学Ⅰ)から31題。

問題のデータはロイロノート「資料箱→学校共有フォルダ→課題配信→数学→各々の学年と

コース」の順に辿り、授業名と同様のデータをダウンロードすること。

【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。)

高校３年 特進理系 演習Ⅲ

ロイロノートに配信された問題を解いて、用意された提出ボックスに提出する。内容は2年3学

期に行った微分計算の拡張に準ずる問題とする。問題のデータはロイロノート「資料箱→学校

共有フォルダ→課題配信→数学→各々の学年とコース」の順に辿り、授業名と同様のデータを

ダウンロードすること。

【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。)

高校３年 特進文系 演習ⅠＡ

ロイロノートに配信された問題を解いて、用意された提出ボックスに提出する。内容は共通テ

スト対策問題(数学Ⅰ)から31題。問題のデータはロイロノート「資料箱→学校共有フォルダ→

課題配信→数学→各々の学年とコース」の順に辿り、授業名と同様のデータをダウンロードす

ること。

【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。)



対象学年 コース 科目 課題

高校３年 特進文系 演習ⅡＢ

①数学Ⅱの教科書「第5章 指数関数と対数関数」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(数学ⅡB)のP77～P87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３年 特進文系 生物基礎

①プリントを解き、間違えた問題について、なぜ間違えたのか考察する。間違えたところの知

識をノートにまとめる。

※単に覚えていなかったのか、何かと勘違いしてしまったのかを明確にし、混同してしまった

知識がある場合は、そちらもまとめる。

※必ずイラストや写真を用いて、なるべく簡単にまとめる。

②自分の希望進路に、「生物」に関する知識はどのようにかかわってくるか、レポートにまと

める。こじつけで構いません。

①は、終わり次第、自分の解答とまとめたノート（紙媒体を使用した人は写真）を提出。終

わっていない人も、４月２５日に必ず提出。最終締め切り５月９日。

②は、５月９日までに提出。

高校３年 特進理系
生物

生物演習

①教科書「改訂版　生物」のp.12～35まで熟読する。
②20種類のアミノ酸を記憶する（側鎖が変わるだけなので構造式も）。【学校再開後小テスト
を行います！！】
③タンパク質の「一次構造」「二次構造」「三次構造」「四次構造」について，図も用いてま
とめる（別途ワークシートを配信）。
④酵素のはたらきについて，他人に説明できるようにまとめる。（反応条件や調節について
も！（教p.24～））
⑤細胞の構造については，「生物基礎」の復習を行う。
⑥教科書p.36～43までの内容を軽く読んで，「見たことあるな！」ぐらいの状態にしてお
く！
※記述内容については、全て『ロイロノート』を用いて行うこと。
☆★提出物は以下のものです。提出箱を設定しておきます！★☆
・③の内容
・④の内容

高校３年 特進理系
化学

化学演習

課題は、①～⑦まであります。各問題を解いてください。

①～⑤は理論化学の問題です。答えのみではなく、途中過程を必ず記入してください。

⑥～⑦は、これから学ぶ範囲の事前学習として、最低限覚えて欲しいものや授業で使う用語な

どを復習、確認してもらう予定です。

どちらも、教科書などを見ながらで構いませんので、空欄を作らずに全て解いてください。

①～⑤の提出期限は4/25,⑥・⑦は5/7です。

※①～⑦の提出ボックスを作ってありますので、それぞれでき次第提出してください。

高校３年 特進理系
物理

物理演習

①資料箱・学校共有フォルダ・課題配信・理科・３年特進理系・

「物理を進めるにあたって」をダウンロードすること。

②設定される４月２５日の提出期限までに課題を提出するようにしてください。また、追加の

課題は毎週月曜日のお昼を目安に資料箱へ配信します。各〆切に間に合うように提出してくだ

さい。

③まずは教科書のP７～スタートです。



対象学年 コース 科目 課題

高校３年 特進文系 化学基礎

ⅰ)ロイロノートの資料箱→学校共有フォルダ→課題配信→理科→３年特進文系の「化学基礎課

題①ノート作成と、②問題集」の２つをダウンロードしてください。

ⅱ) ①ノート作成を参考に、B5のノートに書き写してください。

ⅲ)4月25日の提出期限までに②問題集を提出してください。〆切は厳守です。

ⅳ)教科書のP4～の範囲です。ニューステップアップ化学基礎の同範囲も参考にしてください。

高校３年 特進理系
自由選択

化学演習

資料箱・学校共有フォルダ・課題配信・理科・３年特進理系より

課題①～③を取り出してください。

課題①有機化学(鎖式炭化水素まで)

教科書「P.286～309」の内容の自作問題６題程度

課題②有機化学(脂肪族炭化水素のエステルまで)

教科書「P.310～333」の内容の自作問題１０題程度

課題③有機化学(芳香族アミンまで)

教科書「P.334～349」の内容の自作問題４題程度

課題①は4/16(木)～4/18(土)の間で資料箱へ入れます。

課題②は4/22(水)～4/24(金)の間で資料箱へ入れます。

課題③は4/28(火)～4/30(木)の間で資料箱へ入れます

いずれの課題も、レベル３段階に分けて作成します。

レベル１「基礎知識確認」レベル２「授業応用編」

レベル３「私大入試・共通テスト対策」

詳しくは課題①の表紙に載せておきます。



対象学年 コース 科目 課題

高校３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。


