
世界史Ｂ 選択者
A4サイズの用紙に歴史上の人物について調べてくる

(レイアウト等工夫して、見やすく、面白く、まとめること)
次回出校日

人物は上限２名まで
1名につき３つ以上のエピソードをまとめること

化学 選択者
教科書ｐ１３４～１４５（酸化と還元～電池）を参考に、インプレス化学基礎ノート２３３番～２５

２番に取り組む。 次回出校日
1年間使う予定の課題提出用のノートを準備すること。

解答を写しただけのものは受理しない。

現代文Ｂ 全員 ①論読　１０・１１　②パスワード級別漢字　３級 次回出校日
①丸付け不要。空欄のないようにやってくること。

②提出不要。考査のために学習しておくこと。

日本史B 選択者 教科書p23～33をよく読んで、『詳説日本史10分間テスト』のp5～8を回答する 次回出校日 回答欄に直接回答して、答え合わせをして提出

生物基礎
2-4,6

2-5(14名)
教科書のP22～33を読んでから、

問題集「リードα」のP17の1,2,3とP18,19を解いて提出する。 最初の授業
1年間使う予定の課題提出用のノートを準備すること。

解答を写しただけのものは受理しない。

数学II 選択者
教科書数Ⅱp17～19「分数式の計算」をよく読み，例７～９をまねて
3トライアルp10の18番(1)～(6)、19番(1)～(6)、20番(1)～(4)を課題ノートに回答する。

数学B 選択者 3トライアルp111の5番(1)～(6)、p112の例題1と7番(1)～(4)を課題ノートに回答する。

基礎数学A 選択者
体系問題集p11,12の31番～40番のグレー色のついている問題をすべて課題ノートに回答す
る

情報数学A 選択者 数学科からの指示はないが、持っている各種検定の勉強をしましょう。 提出不要

栄養 選択者
「栄養」の教科書p.6～p.10、p.12～ｐ.18をよく読んでくる。授業が始まったら前回配布のプリントから確認
小テストを行います。

最初の授業 授業担当者へ

消費生活 選択者
「消費生活」教科書　ｐ.1（0第３節社会の変化と消費生活の変化）～ｐ.22を読み、大切だと思
う項目をノートまたは、レポートにまとめる。

最初の授業 授業担当者へ

地学基礎 選択者
地学基礎の教科書ｐ９～２４をよく読み、セミナー地学基礎のｐ４６のプロセス３～５、例題１５

～１７、基本問題３５～３８を解く。
最初の授業 授業担当者へ

物理基礎 選択者

教科書「物理基礎」のp.6～p.19をよく読む。
問題集「リードLight物理基礎」の以下の問題をノートに解き、答え合わせをする。
p.6～p.10
【除く】p.6基礎CHECK 7・基本例題2(2)・基本例題3(2)・Let's Try 7(2)(3)・Let's Try 9

最初の授業 各授業担当者へ

科学と人間生活 選択者
●教科書「科学と人間生活」のp.14～p.29、p.212～p.213をよく読む。
●問題集「科学と人間生活の学習ノート」のp.4～p.11をノートに解き、答え合わせをする。

最初の授業 各授業担当者へ

秘書実務 選択者
「秘書検定　合格教本２・３級」
　【第１章秘書の資質】および【第２章職務知識】を読む
　　　Ｂ５版のノート１冊を用意しておく

介護福祉基礎

古典Ｂ 選択者

①「漢文の習得」ｐ30～39とｐ60～61を参考に、「力をつける漢文」ｐ18～ｐ23を解く。
②「みるみる実力アップ古文１」ｐ５～ｐ１３を解く。(p5～p9は1年の復習です。)
③古典Ｂ教科書ｐ228「朝三暮四」のノート作り（上ページ上段に白文、下段に書き下し文。下
ページ上段に訳、下段に調べたこと。ノートは古文と分けて、2冊作ること。）

前回の課題も一緒に
2回目の授業

(初回は春課題考査。
春休み課題持参)

授業担当者へ
(①②は丸付け不要。空欄のないようにやってくる。)

令和２年度　臨時休校中の課題一覧　<2年生>２回目の課題指示

科目名 対象クラス 内      容 提出日 提出方法及び提出先

最初の授業
1年間使う予定の課題提出用のノートを準備すること。

解答を写しただけのものは受理しない。



古典A 選択者
①「力をつける漢文　習得編」３（ｐ８，９）、６～８（ｐ１４～１９）を解く。
②「みるみる実力アップ古文１」ｐ５～ｐ１３を解く。(p5～p9は1年の復習です。)

前回の課題も一緒に
2回目の授業

(初回は春課題考査。
春休み課題持参)

授業担当者へ

情報の表現と管理 選択者 前回と同じ

学年課題 全員
時事問題（政治・経済・社会・教育など）に関する新聞記事を１つ切り抜き、レポート用紙

（ルーズリーフ）に貼って自分の意見や考えを述べること
次回出校日 各担任

服飾手芸 選択者16名
前回課題に追加。テキストP.8~15，27，28，54~57，64，65，70の手縫いの基礎、刺しゅうの基
礎、方法などについて、読み理解しておく。（自分で練習しても良い。）

ファッション造形基礎 選択者13名
前回課題に追加。手芸のテキストのP.8~11，14~19，27，90，91を読んで理解しておく。採寸
の仕方を教科書で読み、「ウエスト・股上、ヒップ」を採寸しメモしておく。

カラーコーディネート 選択者13名
以前の課題の、余裕のある人と書いた課題もやる。
「教科書Ｐ.73～の空欄に指定のカラーカードをそれぞれの大きさにはり付ける.」
教科書のP.10～Ｐ.21読み、テーマ別問題集のP.２６～３７をノートに解く。（11月に検定あり。）

コミュ英Ⅱ 選択者

1．ＷｏｒｄＭｅｉｓｔｅｒ　トレーニングノート①pp.1-pp.64（表紙裏「本書の使用法①②③」の通り行
う）※単語帳（Ｗｏｒｄ　Ｍｅｉｓｔｅｒ3000）を見て、すべて答え合わせまで行うこと。
２．ORANGE pp.2-pp.7 ※ノートに解く※答え合わせは後日※解答は答えの単語だけでなく
文（英語）を書くこと。
３．ＷｏｒｄＭｅｉｓｔｅｒ　トレーニングノート②pp.1-pp.38(上記やり方と同じ)
    ※単語帳（Ｗｏｒｄ　Ｍｅｉｓｔｅｒ3000）を見て、すべて答え合わせまで行うこと。
４．ORANGE pp.12-pp.17  ※ノートに解く※答え合わせは後日※解答は答えの単語だけでな
く文（英語）を書くこと。

次回出校日
１（トレーニングノート）
２(ノート)
３（トレーニングノート）
４（ノート）
　　　　　　　　　　　計3冊

2組：山﨑先生
　3組：渡邊真先生

4組：浅野先生
5組：浅野先生
6組：竹内先生

　　　　　　　　　へ提出

基礎英語Ｂ 選択者

1．ＷｏｒｄＭｅｉｓｔｅｒ　トレーニングノート①pp.1-pp.64（表紙裏「本書の使用法①②③」の通り行
う）※単語帳（Ｗｏｒｄ　Ｍｅｉｓｔｅｒ3000）を見て、すべて答え合わせまで行うこと。
２．Watching Joyful pp.2-pp.9 ※テキストに直接記入。※答え合わせは後日
３．ＷｏｒｄＭｅｉｓｔｅｒ　トレーニングノート②pp.1-pp.38(上記やり方と同じ)
   ※単語帳（Ｗｏｒｄ　Ｍｅｉｓｔｅｒ3000）を見て、すべて答え合わせまで行うこと。
４．Follow UP pp.2-pp.7 ※ノートに解く※答え合わせは後日※解答は答えの単語だけでなく
文（英語）を書くこと。

次回出校日
１（トレーニングノート）
２(テキスト)
３（トレーニングノート）
４（ノート）
　　　　　　　　　　　計4冊

竹内先生へ提出

実戦英語 選択者

1．ＷｏｒｄＭｅｉｓｔｅｒ　トレーニングノート①pp.1-pp.64（表紙裏「本書の使用法①②③」の通り行
う）※単語帳（Ｗｏｒｄ　Ｍｅｉｓｔｅｒ3000）を見て、すべて答え合わせまで行うこと。
２．Be English Grammar 23 p.p.8-9を読む。p.p.10-15 右側の問題をノートの左側に全て
　　写し、問題を解くこと。（１Lessonにつき、１ページを使用。右側は板書用に空けておく
　　こと。（教科書左側説明と総合英語beを参考にすること。）
３．ＷｏｒｄＭｅｉｓｔｅｒ　トレーニングノート②pp.1-pp.38(上記やり方と同じ)
    ※単語帳（Ｗｏｒｄ　Ｍｅｉ ｓｔｅｒ3000）を見て、すべて答え合わせまで行うこと。
４．Be English Grammar 23 p.p.16-19 右側の問題をノートの左側に全て
　　写し、問題を解くこと。（１Lessonにつき、１ページを使用。右側は板書用に空けておく
　　こと。（教科書左側説明と総合英語beを参考にすること。）

次回出校日
１（トレーニングノート）
２（ノート）
３．（トレーニングノート）
４．（ノート）
　　　　　　　　　　　　計3冊

渡邊真先生へ提出

英語表現Ⅱ 選択者 １年の時の教科書Beの中の「比較」と「仮定法」のセクションのExerciseをやる 最初の授業 各担当の先生



精現Ⅰ 選択者 新体系 現代文の演習 グレード２　①～⑤ 最初の授業
各担当者に提出。採点はできませんが空欄のないよ
うにやってくること。

音楽Ⅰ 選択者

五線ノートを用意してください。教科書Ｐ７「ひまわりの約束」を教科書通りに写譜をしてくださ
い。各段の端に小さく数字が書かれています。これも書くこと。歌詞とアルファベットＦ、Ｂ♭な
どは書かなくてもよい。授業で使いますので丁寧に写譜をすること。教科書Ｐ127～129をよく
読み、分からない言葉を書き出しておくこと（五線ノートでよい）。

最初の授業 授業担当者

美術Ⅰ 選択者 教科書の中から１枚好きな絵を選んで八つ切り用紙に描くこと。素材は自由。 最初の授業 授業担当者

書道Ⅰ 選択者 教科書P20～22、88～90の文章のみをノートに写す。たて書き。 最初の授業 授業担当者

現代語 選択者 常用漢字 ダブルクリア　Ｐ２２～Ｐ５１（４級） 最初の授業 原則テキストに直接書き込むこと。空欄のにように。

財務会計Ⅰ

簿記会計講義 最初の授業で確認

原価計算

プログラミング 選択者
教科書p.269～p.271の索引から用語を20個選び、その用語についてノート又はルーズリーフ
にまとめる。

最初の授業 授業担当者

販売実務
ⅡＥ

選択者
３級テキストＰ６５～７９　　２級テキストＰ５９～７７　（確認しながら理解・暗記に努める） 最初の授業で確認 授業担当者

販売実務
ⅡＡ

選択者
３級テキストＰ６～４７を読み、重要だと思う箇所に線を引く。 最初の授業で確認 授業担当者

マーケティング 選択者 教科書Ｐ８～６０を読み、重要だと思う箇所に線を引く。 最初の授業で確認 授業担当者

ビジネス基礎 選択者 教科書Ｐ６～５８を読み、重要だと思う箇所に線を引く。 最初の授業で確認 授業担当者

前回プリントにて指示した内容（継続学習とします） 授業担当者選択者



簿記 選択者
教科書Ｐ１０～３５を読み進め、用語をノートにまとめたり、本文に線を引くなどして理解に努
める。
Ｐ１３・２５・３２・３５【確認問題】に取り組む。（ノートに答えを記述すること。）

最初の授業で確認 授業担当者

２年２組 家庭科目 ２年２組の家庭科科目・福祉科目選択者へ連絡します。


