宇都宮⽂星⼥⼦⾼等学校

科・コース
課題期間

臨時休校期間 学習課題②

秀英特進科 秀英特進コース（1年・2年）
令和2年4⽉17⽇〜4⽉24⽇

学年 教科
内 容 ・ その他
1年 国語 積丸み付あけがをる⾏精い、選現解代答・⽂１解説P.を４⾒〜て、P.９問に題取集りに組書む。
き込んで復習する。提出⽅法は後⽇指⽰。
公⺠ 【現代社会】前回と同様、「選挙について考える」Classiにて配信。ポートフォリオ⼊⼒。
までの内容を確認し、練習問題をノート等に解く。
数学 教P.16科の書内「数容は学⾼Ⅰ校」でP.14初〜めP.16
て学習する内容なので、予習だと思って取り組んでみましょう。
理科
英語
2年 国語

地歴
数学
理科
英語

解答は、4⽉22⽇(⽔)にClassi 校内グループにて配信を予定。
【物理基礎】4⽉13⽇発表の課題に継続して取り組む
【⽣物基礎】①教科書ｐ16〜17 「ミクロメーターによる測定」を学習し、設問1，2をノート等に解く。
②問題集ｐ23〜24 リードC 8番、9番をノート等に解く。
「Classi」で送るURLより、動画を視聴し、確認テストを実施。
【現代⽂】①Classroomに配信される「『⾃明性の罠』からの解放」学習課題に取り組む。
②積み上がる精選現代⽂P4〜５「本というもの」に取り組む。提出⽅法は後⽇連絡
【古典（⽂系）】Classroomの「⼩式部内侍が⼤江⼭の歌の事」の動画を視聴して学習する。学習課題集「⼩
式部内侍が⼤江⼭の歌の事」の問題を解き、答え合わせをする。提出⽅法は後⽇連絡。
【古典（理系）】「古式部内侍…」の各課題に対する、各班の解答を⾒て、classloomにこちらから更に疑問を
提⽰しますので、それに答えて下さい。
【世界史Ｂ】授業web配信 ※Google Classroomにて連絡。
プリントP.12まで、要点マスターP.9まで（ノートorルーズリーフに解く)
【⽇本史Ｂ】Google Classroomにて課題配信
【地理B】Google Classroomにて課題配信
Google classroomにて配信
【物理】ＮＨＫ⾼校講座「物理基礎」第4回「加速度」第5回「等加速度直線運動」を⾒た後，ニューグローバ
ル基本例題4〜6，基本問題10〜18に取り組む。
【⽣物】Google classroomにて配信
【理系の化学基礎と化学】プリント学習
【⽂系の化学基礎】Google classroomにて配信
【英語演習】
●Listening Laboratory Standard Units 5-8 (mainbook and dictation)
●Sonic Reading Lessons 5-8 (read aloud and record yourself)
●Conjunctions 1 Worksheet (use Connectors Worksheet for help)
【英語表現】
①スプリームを進めてください。句や節の中にもＳʼ，Ｖʼなどをしっかりふるようにしてください。特に不定詞
の⽤法や節（名詞節、形容詞節、副詞節）できるだけ細かく分析してください。
②速読英単語１，２をよく勉強しておいてください。授業で⼩テストを実施していく予定です。
※その他、課題の提出⽅法・動画授業などについて、Classi・Chromebook等で指⽰がある場合があります。

宇都宮⽂星⼥⼦⾼等学校

科・コース
課題期間

臨時休校期間 学習課題②

秀英特進科 秀英特進コース（3年）
令和2年4⽉17⽇〜4⽉24⽇

学年 教科
内 容 ・ その他
代⽂】「集合知」という考え⽅ の動画を視聴し、Classroomに配信された課題に取り組む。
3年 国語 【現
【古典（⽂理共通）】「源⽒物語 光る君誕⽣」の予習に取り組み、動画を視聴して学習する。
【国語表現（⽂系のみ）】先週に続き、4⽉8⽇に配布した課題に取り組み、動画を視聴して学習する。
※いずれも提出⽅法は後⽇連絡します。
界史Ｂ】winstep unit7, 8
地歴 【世
【⽇本史Ｂ】 winstep ⽇本史B unit7，8
数学
理科
英語

【地理B】Classiにて課題配信
【現代社会】 課題配布
【数Ⅲ】前回の課題を引き続きやる
【数ⅠAⅡB】前回の課題を引き続きやる
【数ⅠA】前回の課題を引き続きやる
【⽣物】Google classroomにて配信。
【物理】4⽉13⽇発表の課題に継続して取り組む。
【⽣物基礎】【⽂系（共通テスト演習の者対象）】時間があればＮＨＫ⾼校講座⽣物基礎35回〜40回を視聴。
（１年次終了していない教科書範囲）
⾳声授業を配信。テキストはCLOVERです。
※その他、課題の提出⽅法・動画授業などについて、Classi・Chromebook等で指⽰がある場合があります。

宇都宮⽂星⼥⼦⾼等学校

科・コース
課題期間

秀英特進科 英語留学コース
令和2年4⽉17⽇〜4⽉24⽇

臨時休校期間 学習課題②

学年 教科
内 容 ・ その他
〜P.9に取り組む。
1年 国語 積丸み付あけがをる⾏精い、選現解代答・⽂１解説P.4
を⾒て、問題集に書き込んで復習する。提出⽅法は後⽇指⽰。
公⺠ 【現代社会】前回と同様、「選挙について考える」。「Classi」にて配信。ポートフォリオ⼊⼒。
〜P.23 例・例題を参考に練習問題に取り組む。
数学 教問科題書集P.15
３TRIAL P.11〜P.14の問題に取り組む。
理科
英語

3年 国語
地歴公
英語

前回の課題内容に該当する問題を解く（問題集を解くノートを⽤意しよう）
問題集 リードα ｐ18〜19 基本例題1〜4、ｐ21〜24 リードC １〜９に取り組む
【Global Com.】
・Database 3000 - Study pages 12-37. Test after Golden Week.
・Listening Laboratory Basic (green books) - Do units 1-3 (pages 1-6). Also do dictation note units 1-3.
Bring both books to school on April 23rd.
【英語表現・Com Eng】
⽂法書アトラス総合英語はじめにからP.36までをよく読み、教科書Vision Quest pp.7,11をルーズリーフなど
に解く。
教科書CROWN lesson1に⽬を通す。予習サブノートの該当範囲を解く。詳細は、Classiにて、指⽰。
【現代⽂】『積みあがる精選 現代⽂２』Ｐ４〜５、Ｐ６〜７をやって答え合わせ。
提出：Classroom「3年3組英語留学」に写真データを保存する。
【世界史Ｂ】【⽇本史Ｂ】課題が⽣じる場合、GoogleClassroomにて連絡
【英語表現・Com Eng】
①共通テストドリル リーディング、リスニングをそれぞれ１０まで進めてください。
②アップリフト英作⽂Ｌ１
【受験英語演習】
・Answer question (Google Classroom)
・Lifelong Learning - Listening, grammar practice, and pair activity (Google Classroom)
・Great Writing - Read p. 28-34 and do activities 18-21 (available on Classroom)
※その他、課題の提出⽅法・動画授業などについて、Classi等で指⽰がある場合があります。

宇都宮⽂星⼥⼦⾼等学校

科・コース
課題期間

学年 教科
1年 国語
公⺠
数学
その他
2年 国語
地歴
数学
理科
その他
3年 国語
地歴
数学
英語
その他

秀英特進科 美術デザインコース
令和2年4⽉17⽇〜4⽉24⽇

臨時休校期間 学習課題②

内 容 ・ その他

教科書P18〜24「世界は謎に満ちている」をよく読んで、学習課題集P7〜P9の問題に取り組むこと。
4⽉8⽇に配布した課題プリント「⺠主政治の成⽴」Classiに動画配信あり。
数学Ⅰの教科書P.10〜P.13の説明をよく読み問題に取り組む。これからの授業の予習です。
美術関係ー4⽉8⽇に配布したプリントに従って課題を⾏ってください。
【学年】マナトレ10級国語1，２回・数学1，２回・英語１回分に取り組み、⾚ペンで採点。
全てのプリントに組・番・⽒名、得点を必ず記⼊し、登校⽇に提出する。
【現代⽂B】『積みあがる精選 現代⽂１』P.54〜P.59を解答・⾃⼰採点する。
【古典B】『積みあがる精選 古⽂１』p30〜p33を解答・⾃⼰採点する。
提出：Classiのコンテンツボックス内「２年３組 現代⽂B」、同「古典B」フォルダにそれぞれ
写真データを保存する。
【世界史Ｂ】web授業(Classiで連絡)、前回登校時に配布したプリントに動画を⾒ながら取り組む
【数学Ⅰ】教科書 P.128〜P.130の説明を良く読み問題に取り組む。これからの授業の予習です。
4⽉13⽇発表の課題に継続して取り組む。
美術関係ー4⽉8⽇に配布したプリントに従って課題を⾏ってください。
【学年】マナトレ国数英とも10〜7級まとめSTEP１〜３回まで実施。
教科書『⾷と想像⼒』P.198〜P.205をよく読んで 、学習課題集P59〜ｐ61に取り組む。
提出：Classiのコンテンツボックス内「３年４組 現代⽂B」フォルダに写真データを保存する。
【⽇本史Ａ】4/8配布の課題「私たちの⾝近なところから歴史を考えてみよう」Classi動画配信。
【世界史Ｂ】web授業(Classiで連絡)、前回登校時に配布したプリントに動画を⾒ながら取り組む
『リンク数学演習I・A 受験編』P.2〜P.41をすすめる。
【CEⅡ】教科書Lesson１(Part2)の単語・熟語の意味を調べ、本⽂を訳しておくこと。
⾃分のノートに本⽂を写し、⾃分なりのノートを作成しておく。
（前回学習してあるPart1の内容も、今回のPart2同様に⾃分のノートに）
美術関係ー4⽉8⽇に配布したプリントに従って課題を⾏ってください。
【学年】マナトレ国数英とも６〜４級まとめSTEP１〜３回まで実施。
※その他、課題の提出⽅法・動画授業などについて、Classi等で指⽰がある場合があります。

宇都宮⽂星⼥⼦⾼等学校

科・コース
課題期間

学年 教科
1年 国語
公⺠
数学
理科
英語

2年 国語
地歴
数学
理科

英語

臨時休校期間 学習課題②

普通科 進学コース・総合進学コース（1年・2年）
令和2年4⽉17⽇〜4⽉24⽇
内 容 ・ その他

『キーワード漢字2700』P.4〜P.13（140個）漢字練習。ゴールデンウィーク明けに漢字テスト。
【現代社会】課題配布
問題集３TRIAL P６〜１０の問題に取り組む。
①教科書ｐ16〜17 「ミクロメーターによる測定」を学習し、設問1，2をノートなどに解く
②問題集 ｐ23〜24 リードC 8番、9番をノート等に解く。
【Communication English】
1．前回のプリントの⾃⼰採点
2．教科書P10,12の本⽂写しと⽇本語意味を考える
3．World-MeisterP34~43の練習 画像に指⽰あり
【英語表現】
⽂法書アトラス総合英語はじめにから36ページまでをよく読んで、教科書Vision Quest pp.7,11をルーズリー
フ等に解く。また、Vision Quest WORKBOOKpp.13-18をルーズリーフ等に解く。詳細は、Classiにて指⽰。
【現代⽂B】『積みあがる精選 現代⽂２』p4〜p7を解答・⾃⼰採点する。
提出：Classiのコンテンツボックス内「２年○組 現代⽂B」フォルダに写真データを保存する。
【古典４組（⽂系）】「平中が事」の予習ノートをもとに動画を視聴し、学習に取り組む。
学習課題集「平中が事」の問題を解き、各⾃答え合わせした写真データをコンテンツボックスに保存する。
【古典５組】classiで配信した課題に取り組む。4/23に活⽤票を完成して提出です。
【⽇本史B】 classi にて課題配信。classi アンケートにて回答。
【世界史B】授業web配信。Classiアンケート回答にて評価。
4組: 3TRIAL数学ⅡB p6〜p16の復習 また、3TRAIL数学ⅠAの復習
5組:StudyUpノートP88〜91(既に⼀度やっているかと思いますが、もう⼀度やり直してください。)
教科書：数学I(⻘い⽅)P70〜74にある例や例題、練習問題をすべてやる。
【化学基礎】ＮＨＫ⾼校講座「化学基礎」第4回「単体と化合物」を⾒た後，教科書Ｐ28（問3）（問4）Ｐ29
（問5）の問題に取り組む。
【理系⽣物】NHK⾼校講座 ⽣物基礎第32回「世界のバイオーム（1）」、33回「世界のバイオー
ム(2)」を視聴し、内容をノートにまとめる。
【地学基礎】ＮＨＫ⾼校講座「地学基礎」 第3回「天の川銀河とブラックホール」第4回「銀河と宇宙の⼤規
模構造」を⾒る。視聴後ニューステップアップ地学基礎Ｐ2の「チェック」基本問題の1〜6をノートに解答す
る。授業再開後提出する。
【CEⅡ】
教科書Lesson１(Part2)の単語・熟語の意味を調べ、本⽂を訳しておくこと。⾃分のノートに本⽂を写し、⾃分
なりのノートを作成しておく。「前回学習してあるPart1の内容も、今回のPart2同様に⾃分のノートに本⽂を
写し、⾃分なりのノートを作成しておく」WORD-MEISTER3000のP.16〜P.31の単語を覚えておく。（後⽇テ
ストを⾏う）
【英語表現】
進学：英⽂法道場をUNIT１から１⽇１ページノートにやる
総合進学：英⽂法ワークショップをUNIT１から１⽇１ページノートにやる。
登校再開後、ノートを提出。直接問題集に書き込まないこと。
※その他、課題の提出⽅法・動画授業などについて、Classi等で指⽰がある場合があります。

宇都宮⽂星⼥⼦⾼等学校

科・コース
課題期間

普通科 進学コース（3年）
令和2年4⽉17⽇〜4⽉24⽇

臨時休校期間 学習課題②

学年 教科
内 容 ・ その他
】『積みあがる精選 現代⽂２』P.20〜P.23を解答・⾃⼰採点する。
3年 国語 【現提代出⽂：BClassi
のコンテンツボックス内「３年○組 現代⽂B」フォルダに写真データを保存。
【古典B】５組：先週の予習ノートを元に、問題集P.82〜P.83に取り組み、丸付けをする。
提出：学校再開時に指⽰。
６組：先週の予習ノートを加筆訂正し、完成させる。
その際、NHK⾼校講座 古典の⾳声データを聞き、⼝語訳や⽂学史について理解する。
提出：Classiのコンテンツボックス内「３年○組 古典B」フォルダに写真データを保存する。
界史B】教科書を⾒ながら,Classiで配信した授業内容をノートにまとめる。
地歴 【世
【⽇本史B】前回と同様、WINSTEPを⽤いて２年時の復習をする。テスト実施予定。
数学
理科

英語

【現代社会】課題配布
5・6組全員 リンク数学演習Ⅰ・A P.2〜P.41
【⽣物】１３⽇提⽰の課題に取り組む。問題はノートに解く。授業再開時提出。クラッシーでの連絡も確認す
る。
【化学】
5組 前回指⽰した課題の継続。終了した場合は、教科書Ｐ２３４・２３５の演習問題を解答する。
6組 リードＬｉｇｈｔノート化学基礎Ｐ48〜「63〜75」Ｐ55〜「78〜88」をできるところまで進める。必要
に応じてＮＨＫ⾼校講座化学基礎「第18回原⼦量・分⼦量・式量」「第19回物質量」「第20回物質量と気体の
体積」「第21回溶液の濃度」「第22回化学反応式」「第23回化学反応式と量的関係」を視聴してみる。物質量
（mol）に不安がある場合はＰ44〜47を解答してみると良い。
・Classiで送るURLより、動画・⾳声を視聴する。
・昨年度まで使っていたワークブックで最初から復習を⾏う。(Classiで答えを配ります)
いずれの課題についてもClassiで詳細を伝える。
※その他、課題の提出⽅法・動画授業などについて、Classi等で指⽰がある場合があります。

宇都宮⽂星⼥⼦⾼等学校

科・コース
課題期間

臨時休校期間 学習課題②

（1年）普通科／（2年）普通科 こども福祉コース・フードデザインコース・総合コース

令和2年4⽉17⽇〜4⽉24⽇

学年 教科
内 容 ・ その他
トナムのコーヒー屋』 P17 の「語句・漢字」に取り組み、Classiで配信される答えを参考に採点
1年 国語 ①す教る。科書②『ベ
新しい古典⽂法のP８〜１１を読みながら、新しい古典⽂法演習ノートP２〜３に取り組み、採点す
る。【提出】写真データをコンテンツボックス「１年○組国語総合」に保存。
地歴 【現代社会】4/8に配布した課題プリント「⺠主政治の成⽴」Classiに動画配信あり。
編数学Ⅰ（⻘⾊）」教科書P6〜10の練習問題を、教科書の説明・例を参考にノートやルーズリーフに解
数学 「新
く。
題集 ネオパルノート⽣物基礎ｐ8〜11に取り組む。分からないところがあれば、教科書や前回の課題の
理科 問NHK
⾼校講座を⾒ること。前回の課題も併せて丸付けまで済ませよう。
ミュニケーション英語】Compassの教科書Ｌ１パート２の本⽂を写し、分らない単語を調べておく。ノー
英語 【コ
トの作り⽅はClassiに載せておいたので、やり⽅に沿って予習を進めてください。ノートは後⽇提出となります
その他
2年 国語
地歴
数学
理科
英語
その他

ので、必ずノートを1冊⽤意すること。
【学年】マナトレ10級国語1，２回・数学1，２回・英語１回分に取り組み、⾚ペンで採点。
全てのプリントに組・番・⽒名、得点を必ず記⼊し、登校⽇に提出する。
教科書Ｐ１３の「語句・漢字」に取り組み、Classiで配信される答えを参考に採点する。
【提出】写真データをコンテンツボックス「2年〇組現代⽂」に保存。
【世界史Ａ】web授業(Classiで連絡)、前回登校時に配布したプリントに動画を⾒ながら取り組む
StudyUpノートP88〜91(既に⼀度やっているかと思いますが、もう⼀度やり直してください。)
【地学基礎】ＮＨＫ⾼校講座「地学基礎」 第3回「天の川銀河とブラックホール」第4回「銀河と宇宙の⼤規
模構造」を⾒る。視聴後、ニューサポート地学基礎のＰ２〜Ｐ５を解答する。
ニューサポート地学基礎については授業再開後提出する。
【CEⅡ】
ルーズリーフ、またはレポート⽤紙に本⽂を写し１回⽬の課題で調べた単語を使い⽇本語に訳してみる。次に
P73の問題を解く、最後に動画を⾒て⾚で訂正し、４⽉２３⽇に提出。
【英語表現Ⅱ】
・昨年度使⽤していた英語表現の教科書⼀番最後のページの不規則動詞活⽤表を全て覚える。
・Classiで送るURLより、動画・⾳声を視聴し、確認テストを実施する。
【こども】雷鳴抄、折り紙、⼿遊び、歌唱（課題プリント参照）
【フード】きゅうの半⽉切り（30秒で30枚以上）
【学年】マナトレ国数英とも10〜7級まとめSTEP１〜３回まで実施。
※その他、課題の提出⽅法・動画授業などについて、Classi等で指⽰がある場合があります。

宇都宮⽂星⼥⼦⾼等学校

科・コース
課題期間

学年 教科
3年 国語
地歴
数学
理科
英語
その他

臨時休校期間 学習課題②

（3年）普通科 こども福祉コース・フードデザインコース・総合コース

令和2年4⽉17⽇〜4⽉24⽇

内 容 ・ その他
パスポート国語必携(桐原書店)P.88〜91に取り組む。ワークに書き込んだ後、解答を⾒て添削すること。
【⽇本史Ａ】4⽉8⽇配布の課題「私たちの⾝近なところから歴史を考えてみよう」Classi動画配信。
教科書「新⾼校の数学Ⅱ」P.58〜P.64の練習問題を、教科書の説明・例を参考にノートやルーズリーフに解
く。（昨年度の内容の復習となります。）
【化学基礎】問題集「基本セレクト化学基礎」ｐ2〜6に取り組む。丸付けまで済ませておきましょう。
授業再開時提出。
【CE】Lesson1 Part2を⾏数空けてレポート⽤紙に写し、進出単語の意味調べをして⽇本語訳をしてみる。
ルーズリーフもOK。
【英語表現】・Lesson1 P8のStudy Point１、check1,Study Point2,check2をルーズリーフまたはレポート⽤
紙に写し、Check1,Check2は解答する。
・P9のEXERCISES（Step１，Step２)も問題を写して解答する。4⽉23⽇に提出。
【こども】雷鳴抄、⼿遊び、絵本読み聞かせ練習、造形作品、バイエル、歌唱（課題プリント参照）
【フード】弁当献⽴の作成（プリント）、調理（Classi）
【学年】マナトレ国数英とも６〜４級まとめSTEP１〜３回まで実施。
※その他、課題の提出⽅法・動画授業などについて、Classi等で指⽰がある場合があります。

宇都宮⽂星⼥⼦⾼等学校

科・コース
課題期間

総合ビジネス科 ITマスターコース
令和2年4⽉17⽇〜4⽉24⽇

臨時休校期間 学習課題②

学年 教科
内 容 ・ その他
トナムのコーヒー屋』 P17 の「語句・漢字」に取り組み、Classiで配信される答えを参考に採点
1年 国語 ①す教る。科書②『ベ
今年の⽬標を含めた⾃⼰紹介を原稿⽤紙360字〜400字以内で書きなさい。【提出】コンテンツボック
ス「１年○組国語総合」フォルダに写真データを保存する。
公⺠ 【現代社会】課題配布
数学 教科書 P.10〜P.13 の問題に取り組む。授業の予習となります。
配布されたプリント３枚
商業 【簿記】Classi
から配信された簿記についての動画学習（授業で使うノートにメモを取る）
その他
2年 国語
地歴
数学
英語
商業
その他
3年 国語
地歴
数学
英語
商業
その他

Google Classroomから配信された課題に取り組む
【ビジネス基礎】Classiから配信された全商電卓検定１級・２級について動画学習
（動画を⾒ながらプリントに取り組む）
配布されたプリント ５枚
【学年】マナトレ10級国語1回・2回／数学1，２回・英語１回分に取り組み、⾚ペンで採点。
全てのプリントに組・番・⽒名、得点を必ず記⼊し、登校⽇に提出する。
教科書P8〜13「葉桜の頃」を読んで、学習課題ノートP4〜7の問題に取り組むこと。
【提出】答え合わせまで終了させた後、Classiのコンテンツボックス内「2年O組現代⽂」に写
真データを保存する。また、Classiで配信される課題に取り組む。
【地理A】Classiにて課題配信
数学Ⅰ教科書 P.56〜P.57の解説を良く読み問題に取り組む。授業の予習になります。
教科書のＬ１のExercisesに挑戦してみよう。しっかりとノートに答えだけではなく、⽇本⽂、英⽂をしっかり
書くこと。分らないところは、問題だけでも写しておくこと。
簿記
Classiから配信された簿記についての動画学習（授業で使うノートにメモを取る)
【学年】マナトレ国数英とも10〜7級まとめSTEP１〜３回まで実施。
「⾼校⽣活の思い出」について８００字以内で作⽂を書くこと。
原稿⽤紙は各⾃で⽤意すること。
【世界史A】Classiにて課題配信
数学Aの教科書P３０〜３９の練習問題に取り組む。昨年の復習です。
【CEⅡ】教科書Lesson１(Part2)の単語・熟語の意味を調べ、本⽂を訳しておくこと。
⾃分のノートに本⽂を写し、⾃分なりのノートを作成しておく。
「前回学習してあるPart1の内容も、今回のPart2同様に⾃分のノートに」
パソコン⼊⼒練習を毎⽇1課題⼊⼒し、classroomに提出する。
【学年】マナトレ国数英とも６〜４級まとめSTEP１〜３回まで実施。

※その他、課題の提出⽅法・動画授業などについて、Classi等で指⽰がある場合があります。

宇都宮⽂星⼥⼦⾼等学校

科・コース
課題期間

臨時休校期間 学習課題②

総合ビジネス科 フィナンシャルマスターコース
令和2年4⽉17⽇〜4⽉24⽇

学年 教科
内 容 ・ その他
トナムのコーヒー屋』 P17 の「語句・漢字」に取り組み、Classiで配信される答えを参考に採点
1年 国語 ①す教る。科書②『ベ
今年の⽬標を含めた⾃⼰紹介を原稿⽤紙360字〜400字以内で書きなさい。【提出】コンテンツボック
ス「１年○組国語総合」フォルダに写真データを保存する。
公⺠ 【現代社会】課題配布
数学 教科書P.11〜P.12を⾒ながら，学習ノートP.12〜13に取り組む。
】ルーズリーフかレポート⽤紙に教科書P14,15の英⽂を抜き出し⽇本語になおしてみる、次に⽇本⽂を
英語 【写CEⅠ
しておいて英⽂になおしてみる、動画(ClassiでURLを配信)を⾒て⾚で間違いをなおす。次の出校⽇に提出。
記】Classiから配信された簿記についての動画学習（授業で使うノートにメモを取る
商業 【簿
【ビジネス基礎】Classiから配信された全商電卓検定１級・２級について動画学習
その他
2年 国語
地歴
数学
商業
その他
3年 国語
地歴
数学
英語
商業
その他

（動画を⾒ながらプリントに取り組む）
【学年】マナトレ10級国語1，２回・数学1，２回・英語１回分に取り組み、⾚ペンで採点。
全てのプリントに組・番・⽒名、得点を必ず記⼊し、登校⽇に提出する。
教科書P8〜13「葉桜の頃」を読んで、学習課題ノートP4〜7の問題に取り組むこと。
【提出】答え合わせまで終了させた後、Classiのコンテンツボックス内「2年O組現代⽂」に写
真データを保存する。また、Classiで配信される課題に取り組む。
【地理A】Classiにて課題配信
『教科書学習ノート 数学Ⅰ』P.76〜P.77を復習する。
【簿記】
Classiから配信された簿記についての動画学習（授業で使うノートにメモを取る
介護授業選択者
調べ学習：⼿話
指⽂字を⾃分で調べ５０⾳の練習をしておく
【学年】マナトレ国数英とも10〜7級まとめSTEP１〜３回まで実施。
「⾼校⽣活の思い出」について８００字以内で作⽂を書くこと。
原稿⽤紙は各⾃で⽤意すること。
【世界史A】Classiにて課題配信
教科書 新⾼校の数学A P8〜12の練習問題を、教科書の説明・例を参考にノートやルーズリーフに解くこ
と。（昨年度の内容の復習となります。）
【英語表現】
教科書vivid English Expression pp.42，46をノートに写し、問題を解きなさい。写すときには、内容につい
て理解するように努⼒しながら、書きましょう。授業で活⽤できるように⼗分余⽩を取りながら書くとよいで
しょう。Classiで、追加課題をお知らせする場合があります。チェックするようにしてください。
【介護授業選択者】戦争についての調べ学習
※ ⽣徒にプリント配布（23⽇以降の介護の授業にて回収）
【学年】マナトレ国数英とも６〜４級まとめSTEP１〜３回まで実施。
※その他、課題の提出⽅法・動画授業などについて、Classi等で指⽰がある場合があります。

