
4/13～4/26臨時休校 課題  および４月行事の変更について 

３年生 国際コース 
教科・科目 内容 配布 

国語 漢字コンクール予備テストの学習プリント、プレゼミ、過去問演習、古典予習等 

※詳細は別紙 

〇 

英語 コミュニケーション

英語Ⅲ 

□ 教科書の新出語を調べたり、本文を読み、内容を把握する。 

□ ワークブックの Lesson１～３の Step４をやる。（p.8～9,p.14～15,p.20～21） 

□ Active、Engage を学習する。 

（テストは２週間ずれるが、４月２８日（火）Engage からいつも通り実施予定。） 

□ 配布済みの模試過去問をやり、英作文問題のプリントは提出する。 

 

 

英語探究 全員、ロビン先生にメールを送り、指示を受ける。  

英会話 ジャーナルを書く。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。） 

Impact Issues 1: ①表紙裏にある access code を削り、手順に従って portal 

accountをつくる。②onlineで p10,11,13,14,15,17を行う。p13,17は videoを見

ながら行う。 

 

 

社会 世界史 B ・『世界史重要語句 Check List』（啓隆社） 

「12.中国古典文明」～「14.秦の統一と漢」 

「16.遊牧民とオアシス民」～「20.周辺諸地域と唐の滅亡」 

「29.西ヨーロッパ中世世界の変容(1)」～「30.西ヨーロッパ中世世界の変容(2)」 

 

公民探究 学習プリント（復習） 〇 

理科 化学基礎 周期表（教科書の最初のページ）の、原子番号 1～36番の元素記号を順番通

り同じ配置で覚える。ノートに何度も書いて覚えること。 

 

宗教 課題「新約聖書：イエスのたとえ話 1」 

出校日にプリント（B4 1枚）を配布します。 

提出日：再開された最初の授業日にクラスで回収し、まとめて提出。 

〇 

 

 

 

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 

３年生 特別進学コース 
教科・科目 内容 配布 

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

※詳細は別紙 

〇 

数学 理系Ⅱ・・・｢数学Ⅲ｣の予習 P64～P７１，P78～P87  

理系Ⅱ以外・・・｢シニア｣左ページの予習 P4～P44 ※割り当ては別紙 〇 

英語 コミュニケーショ

ン英語Ⅲ 

教科書の新出語を調べたり、本文を読み、内容を把握する。 

□ ワークブックの Lesson１～３の Step４をやる。（p.8～9,p.14～15,p.20～21） 

□ Active、Engage を学習する。 

（テストは２週間ずれるが、４月２７日（月）Engage からいつも通り実施予定。） 

□ 配布済みの模試過去問をやり、英作文問題のプリントは提出する。 

 

 

英語表現Ⅱ Lesson１８の予習をする。  

社会 世界史 B ・『世界史重要語句 Check List』（啓隆社） 

「12.中国古典文明」～「14.秦の統一と漢」 

「16.遊牧民とオアシス民」～「20.周辺諸地域と唐の滅亡」 

「29.西ヨーロッパ中世世界の変容（１）」～「34.宋代の社会と文化」 

 

日本史 B 文化史プリント８枚 〇 

地理 B 教科書 P141～178をノートにまとめる。 

学習プリント 

 

〇 

公民探究（現社） ワークＰ７７～７８、Ｐ１２２～１２６  

公民探究（倫政） 教科書Ｐ８８～９６の要点をノートにまとめる  

理科 理系 物理 教科書 P212～235「電場と電位」の予習をノートにする。 

セミナー物理の基本例題 55～58、基本問題 435～446をノートに解いて丸付け

と直しをする。再開された最初の授業日にノートを集めます。 

 

 

生物 別紙にて指示 〇 

化学 プリントに取り組む 〇 

文系 化学演習 模試の過去問（配布済み＋追加）、模試ノートの作成 〇 

生物演習 課題テスト（解答付き）配布、解答・自己採点・間違い直し 〇 

宗教 課題「新約聖書：イエスのたとえ話 1」 

出校日にプリント（B4 1枚）を配布します。 

提出日：再開された最初の授業日にクラスで回収し、まとめて提出。 

〇 

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 

３年生 総合進学コース 
教科・科目 内容 配布 

国語 漢字コンクール予備テストの学習プリント、プレゼミ、古典の予習等 

※詳細は別紙 

〇 

数学 数学Ⅱ 学習プリントに取り組む   〇 

数学 A 学習プリントに取り組む  〇 

数学探究 学習プリントに取り組む   〇 

英語 コミュニケーション

英語Ⅱ 

WORKBOOK基礎の復習①②P.4～7を解く。ノートに Lesson 1の予習をする。 

プリント（三枚）に取り組む。 

 

〇 

英語探究選択者 TREASURE HUNT 3 の Unit1.2の予習をする。  

社会 地理Ｂ 学習プリント４枚、ワークＰ３・Ｐ９～１５の予習 〇 

理科 物理基礎 なし  

地学基礎 なし  

化学 プリントに取り組む 〇 

教養生物 なし  

簿記 簿記検定問題集 ３級 (実教出版) 

○仕訳に関する問題 

Ｐ１５３～Ｐ１５７ 

○帳簿に関する問題 

Ｐ１６２～Ｐ１６５ 

○計算に関する問題 

Ｐ１７４～Ｐ１７７ 

○決算に関する問題 

Ｐ１８４（３５－４） 

Ｐ１８６～Ｐ１８７ 

 

 

フードデザイン ① ３月休校時に課した「２０１９年度２年家庭総合後期期末試験」をまだやって

いない生徒は解く。 

（教科書・ノートを見て、１００点の解答を作成してください） 

② 教科書第１章（P6～12）、第 7 章（P234～237）を読み、4/15(水)に配布する

プリント 2枚をまとめてください。 

※どちらも、休校終了後の最初の授業で回収します。 

 

 

 

〇 

宗教 課題「新約聖書：イエスのたとえ話 1」 

出校日にプリント（B4 1枚）を配布します。 

提出日：再開された最初の授業日にクラスで回収し、まとめて提出。 

〇 

※網掛けは選択科目 

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 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。 

 

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 

 


