
4/13～4/26臨時休校 課題  および４月行事の変更について 

１年生 国際コース 
教科・科目 内容 郵送課題 

国語 漢字コンクール予備テストの学習プリント、現代文・古典の予習等     

※詳細は別紙 

〇 

数学 スタディーサポート活用ブック（配布済み）に取り組む 

学習プリントに取り組む（高校の内容）   

 

〇 

英語 コミュニケーショ

ン英語Ⅰ 

Lesson1 Part3 まで予習 

Vision Quest ワークブック P4～12 ○付けもする 

 

 

英語表現Ⅰ 全員、ロビン先生にメールを送り、指示を受ける。  

英会話 ジャーナル(日記)用のノートを準備し、１週間のうち１日を選び、その日について

書く。（休校期間が２週間あるので２つ書く。） 

テキスト FIRSTHAND ACCESS をオンライン上で学習する。テキストの裏表紙に

載っている ONLINE STUDENT RESOURCES の URL にアクセスする。範囲は

p12 ～13(online), p113(online), p17。 

 

社会 世界史 A 学習プリント３枚 〇 

現代社会 学習プリント８枚（教科書 P6～26の範囲） 〇 

理科 生物基礎 予習・復習プリント ３ページ分 〇 

社会と情報 １章．１節 ２節の用語のまとめに取り組む 

☆各自で A4 のノートを準備し、教科書Ｐ６～２１に出てくる以下の用語を調べ、

まとめてください。 

 【用語】 

「情報」 「データ」 「知識」 「知識基盤社会」 「残存性」 「複製性」  

「伝播性」 「メディア」 「情報メディア」 「表現メディア」 「伝達メディア」  

「マスメディア」 「記録メディア」 「通信メディア」 「信憑性」 「信頼性」  

「メディアリテラシー」                        以上 １７語 

 

※ 教科書が手元にない場合は、インターネット等を利用して調べた結果をノー

トにまとめてください。 

 

 

１年生 全コース 4/14(火)に予定していたスタディーサポートは、後日実施します。 

配布済みの”スタディーサポート活用 BOOK”を解き、答え合わせをして解説を

読んでください。実施日の終礼時に、各クラスで回収します。 

 

 

 

2020年度４月の行事に変更について 

 

◎休校中に予定されていた主な行事の変更をお知らせします。 

行事名 変更前     変更後 

１年心電図検査              4/13（月） → 延期 

１年生スタディサポート          4/14（火） → 4/28（火） 

２年インターンシップオリエンテーション  4/14（火） → 4/28（火） 

１年生結核検診                  4/15（水） → 5/22（金） 

内科検診                4/16（木） → 4/30（木） 

３年ベネッセ総合学力記述模試       4/17（金）18（土） → 延期 

３年生就職希望者ＰＴＡ         4/18（土） → 5/16（土） 

第１回避難訓練             4/20（月） → 4/27（月） 

委員会の日・リーダー講習会        4/22（水） → 5/1（金） 

静修                   4/23（木） → 延期 

 

※１ 延期の行事は決定次第、改めて連絡します。 

※２ ビジネス系検定は４月２２日（水）締め切りなので、出校日に手続きするようにしてください。受験を決めかねている人

は２２日までに学校に電話もしくは Classiで連絡をください。 



4/13～4/26臨時休校 課題  および４月行事の変更について 

１年生 特別進学コース 
教科・科目 内容 郵送課題 

国語 漢字コンクール予備テストの学習プリント、現代文・古典の予習等     

※詳細は別紙 

〇 

 

数学 スタディーサポート活用ブック（配布済み）に取り組む 

教科書の予習（予習チェックシートに記入する）  

 

〇 

英語 コミュニケーション

英語Ⅰ 

Lesson 1 Part3まで予習  

英語表現Ⅰ Vision Quest ワークブック P4～12 ○付けもする  

社会 現代社会 学習プリント 〇 

理科 生物基礎 予習・復習プリント ３ページ分 〇 

化学基礎 予習・復習プリント  〇 

社会と情報 １章．２節 ２節の用語のまとめに取り組む 

☆各自で A4 のノートを準備し、教科書Ｐ６～２１に出てくる以下の用語を調べ、

まとめてください。 

 【用語】 

「情報」 「データ」 「知識」 「知識基盤社会」 「残存性」 「複製性」  

「伝播性」 「メディア」 「情報メディア」 「表現メディア」 「伝達メディア」  

「マスメディア」 「記録メディア」 「通信メディア」 「信憑性」 「信頼性」  

「メディアリテラシー」                        以上 １７語 

 

※ 教科書が手元にない場合は、インターネット等を利用して調べた結果をノー

トにまとめてください。 

 

 

１年生 全コース 4/14(火)に予定していたスタディーサポートは、後日実施します。 

配布済みの”スタディーサポート活用 BOOK”を解き、答え合わせをして解説を

読んでください。実施日の終礼時に、各クラスで回収します。 

 

 

 

 

 

2020年度４月の行事に変更について 

 

◎休校中に予定されていた主な行事の変更をお知らせします。 

行事名 変更前     変更後 

１年心電図検査              4/13（月） → 延期 

１年生スタディサポート          4/14（火） → 4/28（火） 

２年インターンシップオリエンテーション  4/14（火） → 4/28（火） 

１年生結核検診                  4/15（水） → 5/22（金） 

内科検診                4/16（木） → 4/30（木） 

３年ベネッセ総合学力記述模試       4/17（金）18（土） → 延期 

３年生就職希望者ＰＴＡ         4/18（土） → 5/16（土） 

第１回避難訓練             4/20（月） → 4/27（月） 

委員会の日・リーダー講習会        4/22（水） → 5/1（金） 

静修                   4/23（木） → 延期 

 

※１ 延期の行事は決定次第、改めて連絡します。 

※２ ビジネス系検定は４月２２日（水）締め切りなので、出校日に手続きするようにしてください。受験を決めかねている人

は２２日までに学校に電話もしくは Classiで連絡をください。 

 

 

 



4/13～4/26臨時休校 課題  および４月行事の変更について 

１年生 総合進学コース 
教科・科目 内容 郵送課題 

国語 漢字コンクール予備テストの学習プリント、現代文・古典の予習等     

※詳細は別紙 

〇 

 

数学 スタディーサポート活用ブック（配布済み）に取り組む 

学習プリントに取り組む（高校の内容）   

 

〇 

英語 コミュニケーション

英語Ⅰ 

予習の仕方について、指示プリントを読み、Lesson 1を予習する。 

付属の予習プリントも辞書などを使いながら解く。 

〇 

〇 

社会 世界史 A 学習プリント３枚 〇 

現代社会 学習プリント８枚（教科書 P6～26の範囲） 〇 

理科 生物基礎 予習・復習プリント ３ページ分 〇 

社会と情報 １章．３節 ２節の用語のまとめに取り組む 

☆各自で A4 のノートを準備し、教科書Ｐ６～２１に出てくる以下の用語を調べ、

まとめてください。 

 【用語】 

「情報」 「データ」 「知識」 「知識基盤社会」 「残存性」 「複製性」  

「伝播性」 「メディア」 「情報メディア」 「表現メディア」 「伝達メディア」  

「マスメディア」 「記録メディア」 「通信メディア」 「信憑性」 「信頼性」  

「メディアリテラシー」                        以上 １７語 

 

※ 教科書が手元にない場合は、インターネット等を利用して調べた結果をノー

トにまとめてください。 

 

 

１年生 全コース 4/14(火)に予定していたスタディーサポートは、後日実施します。 

配布済みの”スタディーサポート活用 BOOK”を解き、答え合わせをして解説を

読んでください。実施日の終礼時に、各クラスで回収します。 

 

 

 

 

 

2020年度４月の行事に変更について 

 

◎休校中に予定されていた主な行事の変更をお知らせします。 

行事名 変更前     変更後 

１年心電図検査              4/13（月） → 延期 

１年生スタディサポート          4/14（火） → 4/28（火） 

２年インターンシップオリエンテーション  4/14（火） → 4/28（火） 

１年生結核検診                  4/15（水） → 5/22（金） 

内科検診                4/16（木） → 4/30（木） 

３年ベネッセ総合学力記述模試       4/17（金）18（土） → 延期 

３年生就職希望者ＰＴＡ         4/18（土） → 5/16（土） 

第１回避難訓練             4/20（月） → 4/27（月） 

委員会の日・リーダー講習会        4/22（水） → 5/1（金） 

静修                   4/23（木） → 延期 

 

※１ 延期の行事は決定次第、改めて連絡します。 

※２ ビジネス系検定は４月２２日（水）締め切りなので、出校日に手続きするようにしてください。受験を決めかねている人

は２２日までに学校に電話もしくは Classiで連絡をください。 

 

 

 

 


