
　　　　　　コロナウィルス感染拡大防止に伴う

４月２０日～５月６日分

※５月７日（木）に必ず提出できるようにすること。

教科 クラス 取り組み・課題内容 評価方法

国語 生デ
①字義で覚える常用漢字プリント （両面印刷５枚分）
②『ゲラダヒヒの平和社会』漢字・語句プリント （解答あり　○付けもするこ
と）

提出チェック
①の課題は授業内でテスト実施

地歴公民 生デ
【地Ａ】教科書「新地理Ａ」P8～13をよく読んで、「新地理Aノート 」P3～5の
問題に取り組んでみよう。

５月7日に教科担当者に提出。採
点不要。授業中に解説します。
〇一学期の成績で評価

数学 生デ
①教科書のP.85～86の該当部分を授業用ノート に書き写す。【例8～10】
②①に該当する練習12～１4を授業用ノート に解き、答え合わせをする。
（教科書学習ノートで答え合わせができる）

5月7日に提出（関心・意欲）
授業用ノート（知識・理解）
○一学期の成績で評価

理科 生デ

生物基礎休業中課題プリント （A3表裏1枚）をやって提出
※学習内容は、高校の生物基礎の学習につながる中学校で既習の部分
です。
　しっかりと復習しておいてください。

授業開始後、授業内でテスト（知
識・理解）
（※配布プリントと同じ内容で出題
します）

英語 生デ

★不規則動詞の活用 abc型を完璧にマスターする。
　プリント３枚 （３枚全て、組・番号・氏名(名前のみは不可)を記入する。
　　　　　　　　 ３枚をホチキス（英語はstapler(ステイプラ)と言います）で留める）
　を以下のようにやって提出
　
　動詞の意味を言ってから、
　原形→過去形→過去分詞→現在分詞の順に英単語を発音しながら、必ず他の人が
読める字で書きながら覚えてくる。１枚目のプリントを使って、間違っている箇所のみを赤
ペンで添削する。

5月7日に教科担当者に提出。
　A～Cの3段階で評価

家庭 生デ

【消費生活】
国民生活センターのサイトにある「消費者問題判例集」の「暮らしの判例」を
見て、気になるものを３つ以上プリント にまとめる。(教科書P.125を参考に
する）
【暮らしのデザイン】
プリント 。色彩検定のテキストを見ながら記入する。
【フードコース・調理】
プリント 。1年時に使用した家庭総合の教科書を見ながら記入する。
【ファッションコース】
検定３級対策「家庭科基礎問題集」ｐ２９～５５をノート に３回通り解いて答
え合わせ。できなかった問題はさらに復習すること。

【消費者問題】
A～Cの3段階で評価
【暮らしのデザイン】
授業内にて小テストを実施する。
【フードコース・調理】
授業内にて小テストを実施する。
【ファッションコース】
授業内にて小テストを実施する。

保健体育 生デ
（保健）最新高等保健体育ノート 　ｐ．６６～６９の問題部分を完成させる。
（体育）ラジオ体操第一を覚えてくる。

（保健）Ａ～Ｃの3段階で評価
（体育）授業内にてテスト実施

令和２年度 学校休校中の取り組み課題　２年生 1組

※教科の課題については、課題への取組状況や内容を、観点別に評価して１学期の成績をだします。



　　　　　　コロナウィルス感染拡大防止に伴う

４月２０日～５月６日分

※５月７日（木）に必ず提出できるようにすること。

教科 クラス 取り組み・課題内容 評価方法

国語 Aコース

【現文】①字義で覚える常用漢字プリント （両面印刷５枚分）
　　　　②『ゲラダヒヒの平和社会』漢字・語句プリント （解答あり　○付けもすること）

【古典】①古典Ｂワークプリント （古文へ招待～かぐや姫の昇天　○付けもすること）
　　　　②古文単語プリント

【現文】提出チェック
　　　　①の課題は授業内でテスト実施

【古典】提出チェック
　　　　②の課題は授業内でテスト実施

地歴公民 Aコース 【日B】教科書P.22～34(6行目まで)を読み、基本テスト のP.5～8を解いて提出。
5月7日に提出（関心・意欲）
小テスト（知識・理解）
〇一学期の成績で評価

数学 Aコース

❶数学Ⅱ教科書P12～17の下記該当部分を授業用ノート に書き写す

【例題2,例5,例題3,例6,例題4,例7.公式等が書かれた黄色のボックス（Ｐ15,17）】

※途中式や言葉の説明等もを省略せず書いてあり、丁寧にわかりやすく書いてあること。

❷Study-Upノート数学Ⅱ 該当問題を教科書を参考にしながら解き、答え合わせをして

提出

※"答え合わせ"は解説をしっかり写すこと（答えのみ、〇×のみ等は再提出）
問題範囲【P6～12の１0,12,18,20,22,24】

5月7日に提出（関心・意欲）
ノートと問題集（知識・理解）
○一学期の成績で評価

理科 Aコース
教科書P.58 表１　おもなイオンの価数、イオン式、名称を自分のノート に書いて覚え
る。（価数、イオン式、名称を教科書通り覚えること。）※元素記号の書き方は、教科書
P.32参照

〇5月7日にノート提出（意欲・関心）
〇小テスト（知識・理解）

英語 Aコース

★不規則動詞の活用 abc型を完璧にマスターする。
　プリント３枚 （３枚全て、組・番号・氏名(名前のみは不可)を記入する。
　　　　　　　　 ３枚をホチキス（英語はstapler(ステイプラ)と言います）で留める）
　を以下のようにやって提出
　
　動詞の意味を言ってから、
　原形→過去形→過去分詞→現在分詞の順に英単語を発音しながら、必ず他の人が読める字で書
きながら覚えてくる。１枚目のプリントを使って、間違っている箇所のみを赤ペンで添削する。

5月7日にコ英の教科担当者に
提出。
　A～Cの3段階で評価

家庭 Aコース プリント 5月7日に提出（関心・意欲）

情報 Aコース 情報の科学　学習ノート 　p.２、４、３８、３９（２のみ）、４０、４２　　答え合わせもすること 丁寧さに応じてＡ～Ｃの３段階で評価

保健体育 Aコース
（保健）最新高等保健体育ノート 　ｐ．６６～６９の問題部分を完成させる。
（体育）ラジオ体操第一を覚えてくる。

（保健）Ａ～Ｃの３段階で評価
（体育）授業内にてテスト実施

令和２年度 学校休校中の取り組み課題　　２年生 2組

※教科の課題については、課題への取組状況や内容を、観点別に評価して１学期の成績をだします。



　　　　　　コロナウィルス感染拡大防止に伴う

４月２０日～５月６日分

※５月７日（木）に必ず提出できるようにすること。

教科 クラス 取り組み・課題内容 評価方法

国語 Bコース

【現文】①字義で覚える常用漢字プリント （両面印刷５枚分）
　　　　②『ゲラダヒヒの平和社会』漢字・語句プリント （解答あり　○付けもすること）

【古典】①古典Ｂワークプリント （古文へ招待～かぐや姫の昇天　○付けもすること）
　　　　②古文単語プリント

【現文】提出チェック
　　　　①の課題は授業内でテスト実施

【古典】提出チェック
　　　　②の課題は授業内でテスト実施

地歴公民 Bコース
【世A】教科書P102～105を読み、世界史Aノート P44,45を教科書を見ながら自分で
考え、解答する。
【日B】教科書P.22～34(6行目まで)を読み、基本テスト のP.5～8を解いて提出。

【世A】
5月7日に提出（関心・意欲）
取り組み内容（知識、理解を評価）
〇１学期の成績で評価
【日B】
5月7日に提出（関心・意欲）
小テスト（知識・理解）
〇一学期の成績で評価

数学 Bコース

❶数学Ⅱ教科書の下記該当部分を授業用ノート に書き写す

【例７～１２，例題５～１２，公式等が書かれた黄色のボックス（Ｐ１８，２０，２３，２６，
２８，２９，３１）】
※途中式や言葉の説明等も省略せず書いてあり、丁寧にわかりやすく書いてあること。

❷Study-Upノート数学Ⅱ に該当問題を教科書を参考にしながら解き、答え合わせをし

て提出
※"答え合わせ"は解説をしっかり写すこと（答えのみ、〇×のみ等は再提出）
全員共通問題【３０，３２，３６，３８，４２，４４，４６，４８，５０，５２，５４】
成績上位を目指したいものがやるべき問題【３４，４０】

5月7日に提出（関心・意欲）
ノートと問題集（知識・理解）
○一学期の成績で評価

理科 Bコース 「化学基礎」　課題プリント 5月7日に提出（意欲・関心）
後日授業内で小テスト（知識・理解）

家庭 Bコース プリント 5月7日に提出（関心・意欲）

英語 Bコース

★不規則動詞の活用 abc型を完璧にマスターする。
　プリント３枚 （３枚全て、組・番号・氏名(名前のみは不可)を記入する。
　　　　　　　　 ３枚をホチキス（英語はstapler(ステイプラ)と言います）で留める）
　を以下のようにやって提出
　
　動詞の意味を言ってから、
　原形→過去形→過去分詞→現在分詞の順に英単語を発音しながら、必ず他の人が読める字で書
きながら覚えてくる。１枚目のプリントを使って、間違っている箇所のみを赤ペンで添削する。

5月7日にコ英の教科担当者に
提出。
　A～Cの3段階で評価

保健体育 Bコース
（保健）最新高等保健体育ノート 　ｐ．６６～６９の問題部分を完成させる。
（体育）ラジオ体操第一を覚えてくる。

（保健）Ａ～Ｃの3段階で評価
（体育）授業内にてテスト実施

令和２年度 学校休校中の取り組み課題　　２年生 3～5組

※教科の課題については、課題への取組状況や内容を、観点別に評価して１学期の成績をだします。



　　　　　　コロナウィルス感染拡大防止に伴う

４月２０日～５月６日分

※５月７日（木）に必ず提出できるようにすること。

教科 クラス 取り組み・課題内容 評価方法

国語 Cコース

【現文】①字義で覚える常用漢字プリント （両面印刷５枚分）
　　　　②『ゲラダヒヒの平和社会』漢字・語句プリント （解答あり　○付けもすること）

【古典】①古典Ｂワークプリント （古文へ招待～かぐや姫の昇天　○付けもすること）
　　　　②古文単語プリント

【現文】提出チェック
　　　　①の課題は授業内でテスト実施

【古典】提出チェック
　　　　②の課題は授業内でテスト実施

地歴公民 Cコース

【日B】教科書P23～37を読み、10分間テストP５～10をノート にやって提出。
　　　○つけをして、間違えたものを問題と解答を３回ずつ書く。
　　　※ノートは授業で使います。用意をしてください。
【地B】教科書P32～49を読み、ウィニングコンパスP.12～14をリピートノート にやって提出。
　　　※前回のウィニングコンパスは、P.6～7の誤りでした、訂正します。
【世A】教科書P.98～105を読み、世界史Aノート P.42～45を教科書を見ながら自分
で考え、解答する。

【日・地共通】
5月7日に提出（関心・意欲）
小テスト（知識・理解）
○一学期の成績で評価
【世A】
5月7日に提出（関心・意欲）
取り組み内容（知識、理解を評価）
〇１学期の成績で評価

数学 Cコース

【数学Ⅱ】

❶教科書P.17～29の下記該当部分を授業用ノート に書き写す

〈例７～１３，例題５～１１，公式等が書かれた黄色のボックス（Ｐ１８，２０，２３，２６，
２８，２９）〉
※途中式や言葉の説明等も省略せず書いてあり、丁寧にわかりやすく書いてあること。

❷３TRIALⅡ＋Bの問題番号

18～21,26,27,36～38,42～45を授業用ノート に解き、答え合わせまで行う。

【数学B】
プリント３枚 。課題内容の詳細はプリントを参照すること。

5月7日に提出（関心・意欲）
授業用ノートとプリント（知識・理解）
○一学期の成績で評価

理科 Cコース

【化学基礎（全員）】
〇「化学基礎」　課題プリント
〇問題集「プログレス化学基礎 」P2を参考に、P3を取り組む。（出来ないところがあっ
てもかまいません。）また、解答を見て、答え合わせをする。

【生物選択者】
教科書「生物」東京書籍P.4の図１,P.5の図2,P.7の図3,P.8の図4,P.9の図5を自分の
ノート に色ペンなどを用いて写し書きする。※図に含まれている細かい字までノートに書
くこと。

【物理選択者】
○課題プリント

【化学基礎】
5月7日に提出（意欲・関心）
課題プリントについては、後日授業内で小
テスト（知識・理解）

【生物】
〇テスト
〇ノート提出
ともに前回の課題も含めて行う。

【物理】
○課題の理解度を小テストで評価

家庭 Cコース プリント 5月7日に提出（関心・意欲）

英語 Cコース

★不規則動詞の活用 abc型を完璧にマスターする。
　プリント３枚 （３枚全て、組・番号・氏名(名前のみは不可)を記入する。
　　　　　　　　 ３枚をホチキス（英語はstapler(ステイプラ)と言います）で留める）
　を以下のようにやって提出
　
　動詞の意味を言ってから、
　原形→過去形→過去分詞→現在分詞の順に英単語を発音しながら、必ず他の人が読める字で書
きながら覚えてくる。１枚目のプリントを使って、間違っている箇所のみを赤ペンで添削する。

5月7日にコ英の教科担当者に提出。
　A～Cの3段階で評価

保健体育 Cコース
（保健）最新高等保健体育ノート 　ｐ．６６～６９の問題部分を完成させる。
（体育）ラジオ体操第一を覚えてくる。

（保健）Ａ～Ｃの3段階で評価
（体育）授業内にてテスト実施

令和２年度 学校休校中の取り組み課題　　２年生 6組

※教科の課題については、課題への取組状況や内容を、観点別に評価して１学期の成績をだします。


