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③授業配信動画の課題には「Microsoftアカウント」へのログインが必要です。

【家庭基礎】

No.2ライフステージ、No.3青年期の課題の動画を見る

⇒動画視聴後、formsで必要事項を入力し、提出する

【家庭基礎】

No.4家族家庭を見つめる、N0.5家族家庭を見つめる２

の動画を見る

⇒動画視聴後、formsで必要事項を入力し、提出する

【家庭基礎】

No.６家庭生活と社会の動画を見る

⇒動画視聴後、formsで必要事項を入力し、提出する

「情報モラルテーマ２１」テーマ１〜テーマ７までを

やる（関連問題もやる）

「情報モラルテーマ２１」テーマ８〜テーマ１４まで

をやる（関連問題もやる）

「情報モラルテーマ２１」テーマ１５〜テーマ２１ま

でをやる（関連問題もやる）

【校歌 1番】

模範演奏に合わせて練習（暗譜）する

※視聴・練習後、formsで必要事項を入力し、提出する

※ 学校再開時に歌唱チェックを行う

【クラッピング カルテット第1番】

1パートの模範動画を見て、練習する（練習場所：A〜

H）

（A〜Cまでは休み）

［カタカナで書かれているリズムを声に出しながら手

拍子（練習）する］

※視聴・練習後、formsで必要事項を入力し、提出する

【クラッピング カルテット第1番】

1パートの模範動画を見て、練習する（練習場所：I〜

Q）

［カタカナで書かれているリズムを声に出しながら手

拍子（練習）する］

※視聴・練習後、formsで必要事項を入力し、提出する

①オンライン環境のない生徒に関しましては、各家庭に課題を発送しましたので、そちらに取り組んでください。

②スタディサプリによる課題は直接配信しております。生徒のみなさんは配信された課題に必ず取り組んでください。

［保健］健康と意志決定・行動選択

　　　　 　　教科書p10〜p11   ノートp6〜p7

             健康に関する環境づくり

　　　　　　 教科書p12〜p13   ノートp8〜p9

→動画視聴、板書の書き写し、ノートの穴埋め、forms

入力

［体育理論］スポーツの始まりと変遷

　　　　　　教科書p118〜p119　ノートp108〜p109

［体育］広島桜が丘体操の動画をみて習得する

［保健］生活習慣病とその予防

　　　　　　教科書p16〜p17   ノートp10〜p11

             食事と健康    教科書p18〜p19   ノートp12〜

13

→動画視聴、板書の書き写し、ノートの穴埋め、forms

入力

［体育理論］文化としてのスポーツ

　　　　　　教科書p122〜p123　　ノートp110〜

p111

［体育］ 基本的な集団行動の動画をみて動きを習得す

る

①スタサプ：高1,2 ベーシックレベル英語 第3講 文型と

文の要素(2)

②Youtube: Youtube:授業に関する動画を視聴し、その

後youtube概要欄にあるフォームズのURLにて確認テス

トを行う。

①スタサプ：高1,2 ベーシックレベル英語 第4講 時制

(1)

②Youtube: 授業に関する動画を視聴し、その後

youtube概要欄にあるフォームズのURLにて確認テスト

を行う。

①スタサプ：高1,2 ベーシックレベル英語 第5講 時制

(2)

②Youtube: 授業に関する動画を視聴し、その後

youtube概要欄にあるフォームズのURLにて確認テスト

を行う。

令和２年度　１学年　学習プログラム（家庭学習期間）　　～5/31(日)まで　　　

１

学

年

［国語総合］

・教科書p56〜水の東西第1・2段落

（動画を視聴し、各自ノートに解答をメモしてくださ

い。その後メモを活用しformsの各問題に答えてくださ

い。）

・チャレンジ常用漢字p18〜21

［国語総合］教科書p56〜水の東西第3・4段落

（動画を視聴し、各自ノートに解答をメモしてくださ

い。その後メモを活用しformsの各問題に答えてくださ

い。）

　　　　　　チャレンジ常用漢字p22〜25

［国語総合］教科書p56〜水の東西まとめ・言葉の学習

（動画を視聴し、各自ノートに解答をメモしてくださ

い。その後メモを活用しformsの各問題に答えてくださ

い。）

　　　　　　チャレンジ常用漢字p26〜29

　[数学Ⅰ・A]　配信動画を見て動画内の問題をノート

に解き、答え合わせをした状態で担任に休み明けに提

出する。

ネオパル数学Ⅰ・A　p.46〜47も解く。

　[数学Ⅰ・A]　　配信動画を見て動画内の問題をノー

トに解き、答え合わせをした状態で担任に休み明けに

提出する。

ネオパル数学Ⅰ・A　p.50〜51も解く。

[数学Ⅰ・A]　　配信動画を見て動画内の問題をノート

に解き、答え合わせをした状態で担任に休み明けに提

出する。

ネオパル数学Ⅰ・A　p.48〜49も解く。

［科学と人間生活］『ネオパルノート』p.2~3 ［科学と人間生活］『ネオパルノート』p.4~5 ［科学と人間生活］『ネオパルノート』p.6~9

[現代社会］『新現代社会ノート』ｐ２〜７を教科書ｐ

６〜１１を見ながらやる。

［世界史A］『世界史Aワークノート』p2・p7〜p9まで

を教科書を見ながらやる。

[現代社会]『新現代社会ノート』ｐ８〜１３を教科書ｐ

１２〜２１を見ながらやる。

［世界史A］動画を見て講義を受ける。『世界史Aワー

クノート』p11を教科書を見ながらやる。

[現代社会]スタサプ　[高１・高２・高３現代社会]　第

２６講　青年期

『新現代社会ノート』ｐ１４，１５を教科書ｐ２２〜

２５を見ながらやる。

［世界史A］動画を見て講義を受ける。『世界史Aワー

クノート』p10を教科書見ながらやる。

［保健］①私たちの健康のすがた    教科書p6〜p7

ノートp2〜3

              ②健康のとらえ方              教科書p8〜p9

ノートp4〜5

→動画視聴、板書の書き写し、ノートの穴埋め、forms

入力

［体育理論］人間にとって「動く」とは何か

　　　　　　 教科書p116〜p117　　ノートp106〜

p107

［体育］ ラジオ体操第1の動画をみて習得する
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①オンライン環境のない生徒に関しましては、各家庭に課題を発送しましたので、そちらに取り組んでください。

②スタディサプリによる課題は直接配信しております。生徒のみなさんは配信された課題に必ず取り組んでください。

③授業配信動画の課題には「Microsoftアカウント」へのログインが必要です。

【4組　生活と福祉】

①健康とは、②高齢社会における健康とQOLの動画を視聴する

⇒動画視聴後、formsに必要事項を入力して提出

【6組　調理パティシエ】

4級検定実技試験，きゅうり半月切りの練習をする。もっとも切れた

枚数をformsにて提出。

【6組　服飾デザイン】

4級検定，手縫い（玉結び・玉どめ・なみ縫い）を練習し，評価項目

を参考に最もきれいに出来たもの撮影し，formsにて提出

【4組　生活と福祉】

③生活習慣と健康（１）の動画を見る

⇒動画視聴後、formsに必要事項を入力して提出

【6組　調理パティシエ】

3級検定実技試験、「牛女乃豆腐」を練習し，最もきれいな状態のも

のを撮影し，formsにて提出。

【6組　服飾デザイン】

4級検定　手縫い（まつり縫い・半返し縫い）を練習し，評価項目を

参考に最もきれいな状態のものを撮影し，formsにて提出

【4組　生活と福祉】

④生活習慣と健康（２）、⑤生活習慣と健康（３）の動画を見る

⇒動画視聴後、formsに必要事項を入力して提出

【6組　調理パティシエ】

3級検定実技試験，「豚肉と野菜の炒め物」を練習し，最もきれいな

状態のものを撮影し，formsにて提出。

【6組　服飾デザイン】

4級検定　手縫い（ボタン付け）を練習し，指定された大きさの布に

（なみ縫い・まつり縫い・半返し縫い・ボタン付け）を定められた

時間で行い，撮影し，formsにて提出

ワード演習：ローマ字入力およびタッチメソッドの練習

エクセル演習：ローマ字入力およびタッチメソッドの練習

ワード演習：ローマ字入力およびタッチメソッドの練習

エクセル演習：ローマ字入力およびタッチメソッドの練習

ワード演習：ローマ字入力およびタッチメソッドの練習

エクセル演習：ローマ字入力およびタッチメソッドの練習

２

学

年

［1〜6組共通現代文］

・教科書p67〜「ふしぎ」ということ　　第1段落

1ーA、1ーBの動画を視聴後、それぞれ動画概要欄からformsで問題

を解き、解答を提出する。解答は1ーCの動画で確認する。（Bの動画

の解説は、画面をノートに写して休校明けに提出）

［1組古典B］スタサプ…ベーシック古文第1・2講

動画を閲覧し、テキストの問題を各自ノートに記入した上で、確認

テストを行う。

［1組文章表現］パーフェクト演習p4〜11

［2・3組実用国語］パーフェクト演習p22・23・30・31

［現代文］

・教科書p67〜「ふしぎ」ということ　　第2段落

2ーA、2ーBの動画を視聴後、それぞれ動画概要欄からformsで問題

を解き、解答を提出する。解答は2ーCの動画で確認する。（Bの動画

の解説は、画面をノートに写して休校明けに提出）

［1組古典B］スタサプ…ベーシック古文第3講

動画を閲覧し、テキストの問題を各自ノートに記入した上で、確認

テストを行う。

［1組文章表現］パーフェクト演習p12〜19

［2・3組実用国語］パーフェクト演習p32〜35

［現代文］

・教科書p67〜「ふしぎ」ということ　　第3段落

3ーA、3ーBの動画を視聴後、それぞれ動画概要欄からformsで問題

を解き、解答を提出する。解答は3ーCの動画で確認する。（Bの動画

の解説は、画面をノートに写して休校明けに提出）

［1組古典B］スタサプ…ベーシック古文第4講

動画を閲覧し、テキストの問題を各自ノートに記入した上で、確認

テストを行う。

［1組文章表現］パーフェクト演習p20〜35（p24〜29は除く）

［2・3組実用国語］パーフェクト演習p36〜39

[数学Ⅱ]

動画を視聴し、動画の最後に提示される問題をノートに解く。

動画は週の初めに3本配信される。

[数学Ⅱ]

動画を視聴し、動画の最後に提示される問題をノートに解く。

動画は週の初めに3本配信される。

[数学Ⅱ]

動画を視聴し、動画の最後に提示される問題をノートに解く。

動画は週の初めに3本配信される。

［保健］ 大気汚染と健康             教科書p90〜91      ノートp84〜p85

               水質汚濁・土壌汚染      教科書p92〜p93    ノートp86〜p87

→動画視聴、板書の書き写し、ノートの穴埋め、forms入力

［体育理論］ スポーツの技術と戦術  教科書p136〜p137

                                                           ノートp120〜p121

［体育］ ラジオ体操第1の動画をみて習得する

［スポーツⅠ］集団行動①の動画をみて習得する

［保健］健康被害の防止と環境対策       教科書p94〜95   ノートp88

〜89

              環境衛生活動のしくみと働き   教科書p98〜99    ノートp90

〜91

→動画視聴、板書の書き写し、ノートの穴埋め、forms入力

［体育理論］ 技能の上達過程と練習   教科書p140〜p141

                                                            ノートp122〜123

［体育］ 広島桜が丘体操の動画をみて習得する

［スポーツⅠ］集団行動②の動画をみて習得する

［保健］食品衛生活動のしくみと働き  教科書p100〜101  ノートp92

〜93

              食品と環境の保健と私たち     教科書p102〜103   ノートp94

〜95

→動画視聴、板書の書き写し、ノートの穴埋め、forms入力

［体育理論］効果的な動きのメカニズム   教科書p144〜145

                                                                  ノートp124〜125

［体育］ 基礎的な集団行動の動画をみて動きを習得する

［スポーツⅠ］集団行動③の動画をみて習得する

【選択音楽：音楽表現ⅰ】

・ピアノ選択者：好きな作曲家についてレポート1枚作成する（A4）

・ギター選択者：好きなアーティストについてレポート1枚作成する

（A4）

※形式は問わない

（例）生年月日、生まれた場所、経歴、どのような人物なのか

      どのような生涯を送ったのか...等

※全員該当：formsで必要事項を入力し、レポートの写真を撮り、添

付し提出する

【選択音楽：音楽表現ⅰ】

・ピアノ選択者：好きな童謡3曲を探し、歌詞を覚えて暗譜で歌える

ようにする

・ギター選択者：演奏したい曲を探し、Uフレットを参考にして、歌

詞とコード（アルファベット）を書き出す

※A4用紙を用意し、記入する

※全員該当：formsで必要事項を入力する

※ギター選択者：写真を撮り、添付する

【選択音楽：音楽表現ⅰ】

・ピアノ選択者：自身で決めた童謡のうち1曲選び、レポートを作成

する

※A4用紙を用意し、記入する/形式は問わない

・ギター選択者：先週選んだ曲のアーティストや曲に対して、レ

ポートを作成する

※A4用紙を用意し、記入する/形式は問わない

※全員該当：formsで必要事項を入力し、レポートの写真を撮り、添

付し提出する

［地理］教科書ｐ6〜p9（授業用ノートへ写し）

［日本史］授業ノート板書（PDF１〜14）参考：教科書P8〜15

※PDFはスタサプメッセージで配信　板書内容は文字のみ

［地理］スタサプ　17溝　世界と日本の地形

［日本史］授業ノート板書（PDF１5〜26）参考：教科書P15〜22

※PDFはスタサプメッセージで配信　板書内容は文字のみ

［地理］教科書ｐ16〜ｐ19（授業ノートへ写し）

［日本史］授業ノート板書（PDF27〜49）参考：教科書P23〜33

※PDFはスタサプメッセージで配信　板書内容は文字のみ

①スタサプ：高1,2ベーシック 第18講 関係詞(1)

②Youtube:授業に関する動画を視聴し、その後youtube概要欄にある

フォームズのURLにて確認テストを行う。

※1組に関してはスタサプは別範囲を配信しています。

①スタサプ：高1,2ベーシック 第19講 関係詞(2)

②Youtube:授業に関する動画を視聴し、その後youtube概要欄にある

フォームズのURLにて確認テストを行う。

※1組に関してはスタサプは別範囲を配信しています。

①Youtube:授業に関する動画を視聴し、その後youtube概要欄にある

フォームズのURLにて確認テストを行う。

［生物基礎］『教科書の整理』p.2~5の板書を写す

　　　　　　『まとめと問題』p.2~5の問題をformsで解答する

［化学基礎］『ネオパルノート』p.2~3

［理科演習I］『看護系受験問題集』p.4~5の問題をformsで解答する

［生物基礎］『教科書の整理』p.6~7の板書を写す

　　　　　　『まとめと問題』p.6~7の問題をformsで解答する

［化学基礎］『ネオパルノート』p.4~5

［理科演習I］『看護系受験問題集』p.8の問題をformsで解答する

［生物基礎］『教科書の整理』p.8~9の板書を写す

　　　　　　『まとめと問題』p.8~9の問題をformsで解答する

［化学基礎］『ネオパルノート』p.6~9

［理科演習I］『看護系受験問題集』p.9の問題をformsで解答する

令和２年度　２学年　学習プログラム（家庭学習期間）　　～5/31(日)まで　　　
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①オンライン環境のない生徒に関しましては、各家庭に課題を発送しましたので、そちらに取り組んでください。

②スタディサプリによる課題は直接配信しております。生徒のみなさんは配信された課題に必ず取り組んでください。

③授業配信動画の課題には「Microsoftアカウント」へのログインが必要です。

【6組　調理パティシエ】

1級検定，前菜・汁物の献立を考え，材料・分量・作り方をレポート

用紙に記入し，formsにて提出

【6組　服飾デザイン】

各家庭にある材料で工夫しマスクを作成

出来上がった作品を撮影し，formsにて提出

【6組　調理パティシエ】

指定調理　カスタードプディングの作り方に沿って各自練習し，調

理後の写真を撮影後，formsにて提出

【6組　服飾デザイン】

第5回全国高校生ウエディングドレスデザイン画コンクール応募作品

の下書きを考え，線描きをする。作品を撮影後，formsにて提出

【6組　調理パティシエ】

1級検定　主菜・野菜料理の献立を考え，材料・分量・作り方をレ

ポート用紙に記入し，formsにて提出

【6組　服飾デザイン】

第5回全国高校生ウエディングドレスデザイン画コンクール応募作品

の色付けを行い，撮影後，formsにて提出

エクセル演習：ローマ字入力の確認およびタッチメソッドの習得

電　　　　卓：タッチメソッドの習得

発  展   情  報：タッチメソッドの習得

情  報   演  習：ローマ字入力の確認およびタッチメソッドの習得

エクセル演習：ローマ字入力の確認およびタッチメソッドの習得と

表計算問題集の復習

電　　　　卓：タッチメソッドの習得

発  展   情  報：タッチメソッドの習得と表計算問題集の復讐

情  報   演  習：ローマ字入力の確認およびタッチメソッドの習得と

文書デザイン問題集の復習

エクセル演習：ローマ字入力の確認およびタッチメソッドの習得と

　　　　　　　表計算問題集の復習

電　　　　卓：タッチメソッドの習得

発  展   情  報：タッチメソッドの習得と表計算問題集の復讐

情  報   演  習：ローマ字入力の確認およびタッチメソッドの習得と

文書デザイン問題集の復習

３

学

年

［2〜6組国語演習］教科書p298〜ベル・エポック第1・2段落

（動画を視聴し、各自ノートに解答をメモしてください。その後メ

モを活用しformsの各問題に答えてください。）

　　　　　　チャレンジ常用漢字p82〜85

［5組古典A］百人一首1・2

　　　　　　動画を視聴し、解答を各自ノートに記入してくださ

い。

［2・3組実用国語・6組国語表現］パーフェクト演習p22・23・30・

31

［国語演習］教科書p298〜ベル・エポック第3段落

（動画を視聴し、各自ノートに解答をメモしてください。その後メ

モを活用しformsの各問題に答えてください。）

　　　　　　チャレンジ常用漢字p86〜89

［5組古典A］百人一首3・4

　　　　　　動画を視聴し、解答を各自ノートに記入してくださ

い。

［2・3組実用国語・6組国語表現］パーフェクト演習p32〜35

［国語演習］教科書p298〜ベル・エポック第4・5段落

（動画を視聴し、各自ノートに解答をメモしてください。その後メ

モを活用しformsの各問題に答えてください。）

　　　　　　チャレンジ常用漢字p90〜93

［5組古典A］百人一首5・6

　　　　　　動画を視聴し、解答を各自ノートに記入してくださ

い。

［2・3組実用国語・6組国語表現］パーフェクト演習p36〜39

[数学Ⅱ・B]

配信動画とスタディサプリを視聴し、スタディサプリの課題に取り

組む。

[数学Ⅱ・B] 

配信動画とスタディサプリを視聴し、スタディサプリの課題に取り

組む。

[数学Ⅱ・B] 

配信動画とスタディサプリを視聴し、スタディサプリの課題に取り

組む。

［体育理論］生涯スポーツの見方・考え方

　　　　　　教科書p158〜p159　 ノートp134〜135

［体育］ラジオ体操第1の動画をみて習得する

［スポーツⅡ］テーピングの必要性について、という題でレポート

を作成する 150字以上200以内　※形式は問わない　5月31までの課

題

［体育理論］ライフスタイルに応じたスポーツ

　　　　　　教科書p162〜p163　　ノートp136〜p137

［体育］ 広島桜が丘体操の動画をみて習得する

［体育理論］日本のスポーツ振興

　　　　　　教科書p166〜p167　　ノートp138〜p139

［体育］基本的な集団行動の動画をみて動きを習得する

【1組〜4組対象：校歌1番・2番】

模範演奏に合わせて練習し、暗譜する

※視聴・練習後、formsで必要事項を入力し、提出する

※ 学校再開時に歌唱チェックを行う

【選択音楽：音楽表現ⅱ】

ピアノ選択者：好きな作曲家についてレポート1枚作成する（A4）

ギター選択者：好きなアーティストについてレポート1枚作成する

（A4）

※形式は問わない

（例）生年月日、生まれた場所、経歴、どのような人物なのか

      どのような生涯を送ったのか...等

※formsで必要事項を入力し、レポートの写真を撮り、添付し提出す

る

【1組〜4組対象：箏〜さくらさくら〜】

楽譜を見て、読めるようにする

［七（なな）七（なな）八（はち）・・・］

※視聴・練習後、formsで必要事項を入力し、提出する

【選択音楽：音楽表現ⅱ】

 ・ピアノ選択者：好きな童謡3曲を探し、歌詞を覚えて暗譜で歌える

ようにする

・ギター選択者：演奏したい曲を探し、Uフレットを参考にして、歌

詞とコード（アルファベット）を書き出す

※A4用紙を用意し、記入する

※formsで必要事項を入力し、レポートの写真を撮り、添付し提出す

る

  

【1組〜4組対象：箏〜さくらさくら〜】

楽譜を見ずに、歌えるようにする

［七（なな）七（なな）八（はち）・・・］

 ※視聴・練習後、formsで必要事項を入力し、提出する

【選択音楽：音楽表現ⅱ】

・ピアノ選択者：自身で決めた童謡のうち1曲選び、レポートを作成

する

※A4用紙を用意し、記入する/形式は問わない

・ギター選択者：先週選んだ曲のアーティストや曲に対して、レ

ポートを作成する

※A4用紙を用意し、記入する/形式は問わない

※formsで必要事項を入力し、レポートの写真を撮り、添付し提出す

る

【政治経済】政経プリントNo１①②（PDFプリント）を授業ノート

へ写す（太字は赤）。空欄①〜⑫を記入。スタサプ：高３政治経済

〈政治編〉第3講日本の憲法の視聴と確認テスト（確認テストの問題

と正解は授業ノートに写す）。

［歴史演習］28．幕藩体制の動揺（PDFプリント）「左のポイント

の整理→授業ノートへ写す」「右の問題→ノートに答えを書いて採

点」

※PDFはスタサプメッセージで配信

[日本史B]　ノート用板書（PDF１〜１１）を授業用ノートに書く。

範囲：教科書ｐ６８〜７８

【政治経済】問題集『新政治・経済ノート』２〜7Pを教科書６〜１

７Pを見てやりましょう。→答え合わせ行う。

［歴史演習］29．明治維新〜日露戦争（PDFプリント）「左のポイ

ントの整理→授業ノートへ写す」「右の問題→ノートに答えを書い

て採点」

※PDFはスタサプメッセージで配信

[日本史B]　ノート用板書（PDF１２〜２５）を授業用ノートに書

く。

範囲：教科書ｐ７８〜８４

【政治経済】スタサプ：高３政治経済〈政治編〉第４講基本的人権

の尊重の視聴と確認テスト（確認テストの問題と正解を授業ノート

に写す）。

［歴史演習］30．第一次世界大戦〜太平洋戦争（PDFプリント）

「左のポイントの整理→授業ノートへ写す」「右の問題→ノートに

答えを書いて採点」※PDFはスタサプメッセージで配信

[日本史B]　ノート用板書（PDF２６〜４０）を授業用ノートに書

く。

範囲：教科書ｐ８６〜９４

①スタサプ：高1,2ベーシック英語 第9講 不定詞(1)

②Youtube:授業に関する動画を視聴し、その後youtube概要欄にある

フォームズのURLにて確認テストを行う。

※1組に関してはスタサプは別範囲を配信しています。

①スタサプ：高1,2ベーシック英語 第10講 不定詞(2)

②Youtube:授業に関する動画を視聴し、その後youtube概要欄にある

フォームズのURLにて確認テストを行う。

※1組に関してはスタサプは別範囲を配信しています。

①Youtube:授業に関する動画を視聴し、その後youtube概要欄にある

フォームズのURLにて確認テストを行う。

［生物］『教科書の整理』p.2~5

［化学基礎］『ネオパルノート』p.2~3

［理科演習II］『看護系受験問題集』p.54~57

［生物］『教科書の整理』p.6~7

［化学基礎］『ネオパルノート』p.4~5

［理科演習II］『看護系受験問題集』p.58~60

［生物］『教科書の整理』p.8~9

［化学基礎］『ネオパルノート』p.8~9

［理科演習II］『看護系受験問題集』p.61~63

令和２年度　３学年　学習プログラム（家庭学習期間）　　～5/31(日)まで　　　



4 5

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

国語

数学

理科

地歴

公民

英語

国語

数学

理科

地歴

公民

英語

国語

数学

理科

地歴

公民

英語

歴史（基礎）・世界文明の発生

地理（基礎）・第20講 世界と日本の資源・エネルギー

公民（基礎）・第1講 現代の社会

スタンダードレベル世界史　・第11講中国史（後漢ま

で）

公民（基礎）　・第22講 日本経済の課題

現代社会　・第1講 現代社会の諸課題(1)

スタンダードレベル世界史　・第12講中国史

（隋まで）

現代社会　・第2講 現代社会の諸課題(2)

スタンダードレベル世界史　・第13講中国史（南宋まで）

現代社会　・第7講 公害、環境問題と資源、エネルギー問題

令和２年度　臨時休校中　学習プログラム（5/1改訂版）　※５月２週目課題は10日（日）まで延長

１

学

年

【国語総合】国語（応用）1〜6講・チャレンジ常用漢

字p2〜5

※スタサプで配信した範囲のテキスト内にある問題は

各自ノートに答えを書くこと。

【国語総合】国語（応用）7〜14講・チャレンジ常用

漢字p6〜9

※スタサプで配信した範囲のテキスト内にある問題は

各自ノートに答えを書くこと。

【国語総合】国語（応用）15〜20講・チャレ

ンジ常用漢字p10〜13

※スタサプで配信した範囲のテキスト内にあ

る問題は各自ノートに答えを書くこと。

【国語総合】国語（応用）21〜26講・チャレンジ常用漢字p14

〜17

※スタサプで配信した範囲のテキスト内にある問題は各自

ノートに答えを書くこと。

ベーシックレベル数学IA　第1講 式の計算と展開&ネ

オパル数学Ⅰ・A P6~P15

ベーシックレベル数学IA

第2講 因数分解&ネオパル数学Ⅰ・A P16~P21

ベーシックレベル数学IA

第3講 実数･絶対値･1次不等式 チャプター

1,2,3,4&ネオパル数学Ⅰ・A P24~P29

ベーシックレベル数学IA

第3講 実数･絶対値･1次不等式 チャプター5,6,7,8&ネオパル数

学Ⅰ・A P30~P33

理科(基礎)[化学]第1・2講　副教材：ネオパルノート

p.2・3

理科(基礎)[化学]第3・4講　副教材：ネオパルノート

p.4・5

理科(基礎)[化学]第5・7講　副教材：ネオパル

ノートp.6・7

理科(基礎)[化学]第2・4講　副教材：ネオパルノートp.8・9

【コミュニケーション英語Ⅰ】　(2〜6組)

英語超入門 第１講 ガイダンス前編 第2講 ガイダンス

後編

【コミュニケーション英語Ⅰ】

ベーシック英語　第1講 文の種類

文法の基礎です。しっかり確認していきましょう！！

【コミュニケーション英語Ⅰ】

ベーシック英語　第2講 文型と文の要素

動画を閲覧し、理解した上で確認テストに臨むこと。もしわからなければ動画を繰り返し見て確認しましょ

う。

２

学

年

【現代文（1〜6組）】現代文〈重要語句・知識編〉1

〜3講・チャレンジ常用漢字p54〜57

【実用国語（2・3組）】パーフェクト演習p4〜9

※スタサプで配信した範囲のテキスト内にある問題は

各自ノートに答えを書くこと。

【現代文（1〜6組）】高2ベーシックレベル現代文1〜

4講・チャレンジ常用漢字p58〜61

【実用国語（2・3組）】パーフェクト演習p10〜15

※スタサプで配信した範囲のテキスト内にある問題は

各自ノートに答えを書くこと。

【現代文（1〜6組）】高2ベーシックレベル現

代文5〜8講・チャレンジ常用漢字p62〜65

【実用国語（2・3組）】パーフェクト演習p16

〜21

※スタサプで配信した範囲のテキスト内にあ

る問題は各自ノートに答えを書くこと。

スタサプ総復習・チャレンジ常用漢字p66〜69

※スタサプで配信した範囲のテキスト内にある問題は各自

ノートに答えを書くこと。

ベーシックレベル数学IA

・第18講 三角形と比、第19講 三角形の辺と角,円

ベーシックレベル数学IIB　・第1講 式と計算 ベーシックレベル数学IIB　・第2講 式と証明

チャプター1,2,3

ベーシックレベル数学IIB　・第3講 複素数と2次方程式

【生物基礎】1組〜6組　理科(基礎)[生物]第1・2・3講

副教材：1組スタディアップノートｐ.2〜5、2〜6組ま

とめと問題p.2・3

【化学基礎】1組〜4組　理科(基礎)[化学]第5・6講

副教材：ネオパルノートp.2・3

【理科演習Ⅰ】4組　理科(基礎)[生物]第1・2講

副教材：看護系受験問題集p.2・3

【生物基礎】1組〜6組

理科(基礎)[生物]第4・5・6講

副教材：1組スタディアップノートｐ.6〜13、2〜6組

まとめと問題p.4・5

【化学基礎】1組〜4組

理科(基礎)[化学]第2・4講　副教材：ネオパルノート

p.4・5

【理科演習Ⅰ】4組

理科(基礎)[生物]第3・4講　副教材：看護系受験問題

集p.4・5

【生物基礎】1組〜6組

理科(基礎)[生物]第7講・移行措置

理科(基礎)[生物]第1講

副教材：1組スタディアップノートｐ.14〜

18、2〜6組まとめと問題p.6・7

【化学基礎】1組〜4組

理科(基礎)[化学]第2講　理科(基礎)[化学]第1

講

副教材：ネオパルノートp.6・7

【理科演習Ⅰ】4組

理科(基礎)[生物]第5・6講　副教材：看護系受

験問題集p.6・7

【生物基礎】1組〜6組

生物基礎　第1・2・3講

副教材：1組スタディアップノートｐ.19〜21、2〜6組まとめ

と問題p.8・9

【化学基礎】1組〜4組

理科(基礎)[化学]第3講

化学基礎　第1講　副教材：ネオパルノートp.8・9

【理科演習Ⅰ】4組

理科(基礎)[生物]第7・8講　副教材：看護系受験問題集p.8・9

【数学Ⅱ・B】1組〜3組

ベーシック数学ⅡB　第12講　底の変換　練習問題

【数学Ⅱ】4組〜6組

ベーシック数学ⅡB　第12講　指数を含む方程式・不等式　練

習問題

【生物】1組〜4組　生物基礎　第1・2・3・4講　副教

材：教科書の整理　第1巻p.2・3

【化学基礎】5・6組　理科(基礎)[化学]第5・6講　副

教材：ネオパルノートp.2・3

【理科演習Ⅱ】4組　理科(基礎)[生物]第1・2講　副教

材：看護系受験問題集p.54・55

歴史(基礎) ・第1講 世界文明の発生・第2講 旧石器・

縄文・弥生時代

地理（基礎）・第1講 地球のすがた・第2講 世界の地

域区分と特色

歴史(基礎)　・第3講 大和時代(1)・第4講 大和時代(2)

地理(基礎)　・第15講 日本のすがた

スタンダードレベル日本史

・第1講 旧石器・縄文・弥生時代・第2講 大和

時代I

地理（基礎）　・第25講 中国・四国地方

スタンダードレベル日本史　・第3講 大和時代II

地理　・第4講 天体としての地球

【コミュニケーション英語Ⅱ】

(2〜6組)英語超入門　第１講 ガイダンス前編　第2講

ガイダンス後編

【コミュニケーション英語Ⅱ】

(2〜6組)ベーシックレベル英語

第15講 比較①

動画を閲覧し、理解した上で確認テストに臨むこと。

【コミュニケーション英語Ⅱ】

(2〜6組)ベーシックレベル英語

第16講 比較②

動画を閲覧し、理解した上で確認テストに臨

むこと。

【コミュニケーション英語Ⅱ】

(2〜6組)ベーシックレベル英語

第17講 比較③

動画を閲覧し、理解した上で確認テストに臨むこと。

③学習プログラムは生徒IDに直接配信しております。生徒のみなさんは配信された課題に必ず取り組んでください。

【生物】1組〜4組

生物基礎　第5・6・7・8講　副教材：教科書の整理

第1巻p.4・5

【化学基礎】5・6組

理科(基礎)[化学]第2・4講　副教材：ネオパルノート

p.4・5

【理科演習Ⅱ】4組

理科(基礎)[生物]第3・4講　副教材：看護系受験問題

集p.56・57

【生物】1組〜4組

生物基礎　第9・10・11・12講

副教材：教科書の整理　第1巻p.6・7

【化学基礎】5・6組

理科(基礎)[化学]第2講

理科(基礎)[化学]第1講

副教材：ネオパルノートp.6・7

【理科演習Ⅱ】4組

理科(基礎)[生物]第5・6講

副教材：看護系受験問題集p.58・59・60

【生物】1組〜4組

生物　第1・2・3・4講　副教材：教科書の整理　第1巻p.8・9

【化学基礎】5・6組

理科(基礎)[化学]第3講

化学基礎　第1講　副教材：ネオパルノートp.8・9

【理科演習Ⅱ】4組

理科(基礎)[生物]第7・8講　副教材：看護系受験問題集p.61・

62・63

【2･3組日本史B】スタンダードレベル日本史　・第1

講 旧石器・縄文・弥生時代・第2講 大和時代I

【4･5･6組日本史B】歴史(基礎)

・第2講 旧石器・縄文・弥生時代・第3講 大和時代(1)

・第4講 大和時代(2)

【2〜6組】公民基礎・第8講 現代の民主政治

【2･3組日本史B】スタンダードレベル日本史

・第3講 大和時代II・第4講 奈良時代

【4･5･6組日本史B】スタンダードレベル日本史

・第1講 旧石器・縄文・弥生時代・第2講 大和時代I

【2〜6組】〔統合前〕高3政治経済<政治編>

・第1講 民主政治<政治編>チャプター1〜3

【2･3組日本史B】スタンダードレベル日本史

・第5講 平安時代I・第6講 平安時代II

【4･5･6組日本史B】スタンダードレベル日本

史

・第3講 大和時代II・第4講 奈良時代

【2〜6組】〔統合前〕高3政治経済<政治編>

・第1講 民主政治<政治編>チャプター4

【2･3組日本史B】スタンダードレベル日本史

・第7講 鎌倉時代I・第8講 鎌倉時代II

【4･5･6組日本史B】スタンダードレベル日本史

・第5講 平安時代I・第6講 平安時代II

【2〜6組】〔統合前〕高3政治経済<政治編>

・第2講 民主政治<政治編>政治体制と憲法

３

学

年

【国語演習（2〜6組）】現代文〈重要語句・知識編〉

1〜3講・チャレンジ常用漢字p70〜73

【実用国語（2・3組）国語表現（6組）】パーフェク

ト演習p4〜9

【古典A（5組）】百人一首

※スタサプで配信した範囲のテキスト内にある問題は

各自ノートに答えを書くこと。

【国語演習（2〜6組）】ベーシックレベル現代文1〜4

講・チャレンジ常用漢字p74〜77

【実用国語（2・3組）国語表現（6組）】パーフェク

ト演習p10〜15

【古典A（5組）】百人一首

※スタサプで配信した範囲のテキスト内にある問題は

各自ノートに答えを書くこと。

【国語演習（2〜6組）】ベーシックレベル現

代文5〜8講・チャレンジ常用漢字p78〜81

【実用国語（2・3組）国語表現（6組）】パー

フェクト演習p16〜21

【古典A（5組）】百人一首

※スタサプで配信した範囲のテキスト内にあ

る問題は各自ノートに答えを書くこと。

スタサプ総復習・チャレンジ常用漢字p82〜85

※スタサプで配信した範囲のテキスト内にある問題は各自

ノートに答えを書くこと。

【数学Ⅱ・B】1組〜3組　ベーシック数学ⅡB　第11

講　指数法則の計算、指数関数のグラフ

【数学Ⅱ】4組〜6組　ベーシック数学ⅡB　第11講

指数法則の計算、指数関数のグラフ

【数学Ⅱ・B】1組〜3組

ベーシック数学ⅡB　第12講　指数を含む方程式・不

等式

【数学Ⅱ】4組〜6組

ベーシック数学ⅡB　第11講　指数法則の計算、指数

関数のグラフ

【数学Ⅱ・B】1組〜3組

ベーシック数学ⅡB　第12講　対数の性質と計

算

【数学Ⅱ】4組〜6組

ベーシック数学ⅡB　第12講　指数を含む方程

式・不等式

【コミュニケーション英語Ⅲ】(2〜6組)英語超入門

・第１講 ガイダンス前編・第2講 ガイダンス後編

【コミュニケーション英語Ⅲ】

(2〜6組)ベーシックレベル英語

第４講時制(1)

動画を閲覧し、理解した上で確認テストに臨むこと。

もしわからなければ動画を繰り返し見て確認しましょ

【コミュニケーション英語Ⅲ】

(2〜6組)ベーシックレベル英語

第5講時制(2)

動画を閲覧し、理解した上で確認テストに臨むこと。もしわからなければ動画を繰り返し見て確認しましょ

う。

①「チャレンジAコース」の生徒に関しましては、担任から個別に配信される課題に取り組んでください。

②オンライン環境のない生徒に関しましては、各家庭に課題を発送しましたので、そちらに取り組んでください。


