
4.27～5.6臨時休校延長期間の追加課題一覧 

２年生 国際コース 

 

〇課題配信日および配信時間 

 4/27（月） 4/30（木） 5/2（土） 5/4（月） 

国語・数学・英語 8:30 13:00 8:30 13:00 

 

 

〇連絡 

スマートフォンを利用する場合、使用量に応じて料金が高額になることもあります。現在、携帯電話会社大手３社（NTT

ドコモ、au、ソフトバンク）を中心に、25歳以下の契約者に対して無料での追加データ通信利用を提供していますので、当

面の方法としてご検討ください。各自でのお手続きやご確認をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

教科・科目 内容 
Classiによる動画やPDFの配信日 

4/27 4/30 5/2 5/4 

国語 現代文 教科書「ちがう人間ですよ」「存在としての建築」を読み、課題集

を解く。 
    

「スタディサポート国語事後学習」を視聴する。 ○    

数学 数学 A 教科書 P6～P11,  12～15 を学習し授業ノートの左側に要点を

まとめ、例・例題を解く。右側に練習問題を解く。3ROUND の A

問題（1～6，9～18）を 3ROUND用のノートに解く。 

学習動画が配信されるので、｢練習問題｣を解く。練習問題が解

けないときは動画で確認。配信動画｢４／２７ 集合の要素の個

数」「５／２ 場合の数」 

○  ○  

英語 コミュニケーショ

ン英語Ⅱ 

LandmarkⅡLesson1 Part4まで予習する。（和訳もすること） 

 

＊以下の動画を視聴し動画付属の練習問題も解くこと。 

    

２年１回スタディサポート英語（ベネッセテスト事後学習） ○    

１年冬の総復習 英語 動画・助動詞１・２  ○   

１年冬の総復習 英語 助動詞・不定詞   ○  

２年７月ベネッセ総合学力テスト英語 事前学習    ○ 

社会 世界史 B 「世界史重要語句 Check List」P7、9、11 の visual を教科書、資

料集を参考にして学習してください。 
    

地理 A 教科書 P４～１７を音読する。ワーク P１～７に取り組み、丸付けで

きる箇所は丸付けする。 
    

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

の元素記号と元素名をセットで覚える。 
    



4.27～5.6臨時休校延長期間の追加課題一覧 

２年生 特別進学コース 

 

〇課題配信日および配信時間 

 4/27（月） 4/30（木） 5/2（土） 5/4（月） 

数学・英語 8:30 13:00 8:30 13:00 

社会 13:00 8:30 13:00 8:30 

 

〇連絡 

スマートフォンを利用する場合、使用量に応じて料金が高額になることもあります。現在、携帯電話会社大手３社（NTT

ドコモ、au、ソフトバンク）を中心に、25歳以下の契約者に対して無料での追加データ通信利用を提供していますので、当

面の方法としてご検討ください。各自でのお手続きやご確認をお願いいたします。 

教科・科目 内容 
Classiによる動画やPDFの配信日 

4/27 4/30 5/2 5/4 

国語 現代文・古典 第１回スタディサポート事後学習 

※4/21に Classiで配信済み 
    

数学 数学Ⅱ 

数学 B 

教科書(数Ⅱ)P62～P78(数B)P19～P26の予習を追加。授業ノー

トの左側に用語や公式をまとめ、右側に練習問題を解く。質問し

たい内容は付箋などにメモしておこう。 

学習動画が配信されるので、｢練習問題｣を解く。練習問題が解

けないときは教科書や動画で確認。配信動画「(4/27)2 年 1 回ス

タディーサポート数学事後学習」｢(4/30)剰余の定理と因数定理｣

「(4/30)平面上のベクトル」｢(5/2)高次方程式｣「(5/4)ベクトルの

演算」 

○ ○ 

○ 

○ ○ 

英語 コミュニケーショ

ン英語Ⅱ 

LandmarkⅡLesson1 Part4まで予習する。（和訳もすること） 

 

＊以下の動画を視聴し動画付属の練習問題も解くこと。 

    

２年１回スタディサポート英語（ベネッセテスト事後学習） ○    

１年冬の総復習 英語 動画・助動詞１・２  ○   

１年冬の総復習 英語 助動詞・不定詞   ○  

２年７月ベネッセ総合学力テスト英語 事前学習    ○ 

社会 日本史 B 日本史重要語句チェックリスト P4～5       

旧国名の学習 ○    

世界史 B 世界史重要語句チェックリストの「0．地理的知識チェック」から、

「3．古代オリエント（2）」までをノートに解く。 
    

地理 B Ｗｅｂテスト４本 ○    

学習動画２本  ○   

語句調べ   ○  

公民探究 要点サブノートＰ90、92、94に取り組む     

理科 化学 PDFにて 4/22に配布済み     

生物 「リード Light ノート生物」第１章「細胞の特徴」P4～13 の「リード

A」と「リード B（用語チェック）」に取り組む。 

・「リード A」で文章を読みながら空欄を埋める。 

・「リード B」で用語の確認をする。 

    

生物演習 「リード Light 生物基礎」の序章、第１章内の「リード B（用語チェ

ック）」～「リード C＋（章末総合問題）」を模試ノートに解き、わか

らなかったところや苦手なところを、教科書等を使って課題ノート

にまとめる。休校明け初回の授業で提出。評価に含める。 

    



4.27～5.6臨時休校延長期間の追加課題一覧 

２年生 総合進学コース 

※網掛けは選択科目 

 

〇課題配信日および配信時間 

 4/27（月） 4/30（木） 5/2（土） 5/4（月） 

数学・英語 8:30 13:00 8:30 13:00 

社会 13:00 8:30 13:00 8:30 

 

 

〇連絡 

スマートフォンを利用する場合、使用量に応じて料金が高額になることもあります。現在、携帯電話会社大手３社（NTT

ドコモ、au、ソフトバンク）を中心に、25歳以下の契約者に対して無料での追加データ通信利用を提供していますので、当

面の方法としてご検討ください。各自でのお手続きやご確認をお願いいたします。 

 

 

 

教科・科目 内容 
Classiによる動画やPDFの配信日 

4/27 4/30 5/2 5/4 

数学 数学Ⅱ 教科書 P6～P13 を学習し授業ノートの左側に要点をまとめ、右

側に問題を解く。3ROUND P4～P6 の A 問題を授業ノートの右

側に解く。 

学習動画が配信されるので、｢練習問題｣を解く。練習問題が解

けないときは動画で確認。配信動画｢数学Ⅰデータの散らばりと

四分位範囲｣｢数学Ⅰ分散と標準偏差｣｢数学Ⅱ３次式の展開と

因数分解｣「数学Ⅱ二項定理」 

○ ○ ○ ○ 

選択数学 A 教科書P6～P11、  12～15 を学習し授業ノートの左側に要点を

まとめ、例・例題を解く。右側に練習問題を解く。3ROUND の A

問題（１～8，9～18）を問題集用ノートに解く。学習動画が配信さ

れるので、｢練習問題｣を問題集用ノートに解き、入力。練習問題

が解けないときは動画で確認。配信動画｢4/27 集合の要素の個

数」「5/2場合の数」 

○  ○  

英語 コミュニケーショ

ン英語Ⅱ 

VividⅡ Lesson1 Part３まで予習する。(和訳も自力ですること） 

 

＊以下の動画を視聴し動画付属の練習問題も解くこと。 

    

基礎コース S+V ／ S+V+C ○    

基礎コース S+V+O ／ S+V+O+O  ○   

基礎コース S+V+O+C   ○  

基礎コース 文型の転換    ○ 

社会 日本史 B ① ワーク 10ページまで取り組む。 

② 旧国名を暗記する 

③ レポート課題に取り組む 

PDF を３本同時配信します。 

○ 

   

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

の元素記号と元素名をセットで覚える。 

    


