
３年次 臨時休業（休校）中学習案内一覧表        

科目 対象生徒 学習内容 提出先 提出締切 

現代文Ｂ 全員 ①「テスト式 国語常識の総演習」

の第６回・第７回（Ｐ４４～Ｐ５

９）をすべてうめてくる。 

↑２年次の考査範囲になっていた副

教材 

②「常用漢字ダブルクリア」の 

第４０回～第４５回 

※なぞるところも丁寧になぞる。 

※無くした人は学校まで相談にく

る。 

授業担当者 最初の授業 

国語表現 選択者 「国語表現基礎練習ノート」（購入

したもの） 

レッスン１「整った文を書く」 

６ページから２９ページまでの問題

を自分で解いておく。 

授業担当者 「国語表現」の授

業のなかで確認し

ます。 

現代文Ａ 選択者 ①「きっと叶いますよ」（小川洋

子）Ｐ８～Ｐ１２までを読み、ノー

トに１００字で要約してくる。 

授業担当者 最初の授業 

化学 選択者 ２年次に使用した問題集「ベストフ

ィット」の「まとめの問題」p.120

～138をノートに解く。 

授業担当者 最初の授業 

化学基礎

(医・食) 

選択者 教科書の最初のページ（表紙の裏）

にある周期表の１番 H(水素)～20番

Ca(カルシウム)までを覚えておく。 

なし なし 

物理 選択者 ２年次の問題集（ベストフィット）

か、３年次購入した問題集（リード

α）の問題を、ノートに解く。 

授業担当者 最初の授業 

生物 選択者 授業用ノートを 1冊準備し、生物

「研究ノート」の P.8～P.11の内容

を自分なりに工夫してノートにまと

める。 

授業担当者 最初の授業 

財務会計 選択者 プリント４枚 授業担当者 最初の授業 

電 子 商 取

引 

選択者 Ａ３プリント両面２枚 授業担当者 最初の授業 

情報処理 選択者 Ａ３プリント両面２枚 授業担当者 最初の授業 



日本史 A 選択者 

 

 

教科書を見ながら「日本史 Aノー

ト」の p2～19までを解く。 

授業担当者 最初の授業 

地理 A 選択者 教科書を見ながら「地理 Aノート」

世界の国々・日本の都道府県を記入

し、p4～9までを解く。 

 

授業担当者 最初の授業 

日本史 B 

（発展） 

選択者 教科書 p318～415までを熟読する。 なし なし 

政治経済

（発展） 

 

選択者 

 

資料集 p95４○C持続可能な開発目標

（SDGｓ）の１７項目のうち一つを

選び、①その問題についての世界の

状況をインターネットなどで調べ、

②自分が考える解決策をまとめてレ

ポートを作成。（A4１枚以上、形式

は自由、手書きでも wordでも可） 

 

授業担当者 最初の授業 

時事一般 選択者 自分が気になったニュースの内容と

それについての自分の意見をまとめ

たレポートを作成。（A4１枚以上、

形式自由、手書きでも wordでも

可） 

授業担当者 最初の授業 

数学探究

(医・食) 

選択者 テキスト（類比方式による 数学

Ⅰ・Ａ 問題集）            

第１章 数と式 Ａ①とＡ②の問題 

①～４／１７ p10,11  

問題番号 7～14 

②～４／２４ p10,11  

問題番号 15～18，  

p16,17  

問題番号 45～52 

③～５／１  p20,21  

問題番号 65～70 

④～５／６  p20,21  

問題番号 71～74 

以上を別のノート、ルーズリーフな

どに解き、答え合わせをして提出。 

（p144～の略解しかないので、○×

だけで構いません。） 

また、分からなかった問題は授業で

解説をするので、どの問題か分かる

ようにしておくこと。 

授業担当者 最初の授業 



数学Ⅲ・

数学探究

Ⅱ 

選択者 ４月６日に配布したプリント 

詳細はプリントの表紙に示していま

す。 

穴埋め形式になっていない問題は、

応用問題です。 

大学進学を考えている人はぜひチャ

レンジしてみてください。 

授業担当者 最初の授業 

一般数学 選択者 「実践テスト形式 ベストステップ 

数学Ⅰ・Ａ」 

p.３（問題番号 1A ，2A ，1B ，

2B ） 

別のノート（ルーズリーフ可）に解

いておくこと。【４月１７日まで】 

※毎週少しずつ課題を出題します。

毎週確実に終わらせるようにしてお

きましょう。 

 

 

授業担当者 最初の授業 

消費生活 選択者 教科書Ｐ５～１０の第２節第２まで

読んでおく。 

なし なし 

調理 選択者 卵１つでできる卵焼きをマスターし

ておく。 

なし なし 

栄養 選択者 教科書Ｐ６～３１まで読んでおく。 なし なし 

看護・福

祉系科目 

看護・福祉

系科目を 1

つでも履修

している生

徒 

新聞やネットなどで取り上げられて

いる「医療・福祉に関するニュース

や記事」の概要をまとめ、それに関

する感想や気づきを書く。 

※４つの記事を取り上げる。 

※様式は問わない（ノート・ルーズ

リーフ等）。 

授業担当者 最初の授業 

コミュニ

ケーショ

ン英語Ⅲ 

選択者 教科書 Compass…① Lesson 1(P.26

～30)の英文をノートやルーズリー

フに写す  

② 上記の範囲で分からない単語の

意味を辞書で調べておく 

 

授業担当者 最初の授業 



英語表現

Ⅱ(文系) 

英語表現

Ⅱ(理系) 

選択者 Next Stage…Part 3イディオム

（P.262～369）問題を解きながら、

覚える。 

授業開始から小テストを実施します 

★分量が多いですが、Next Stage

は受験生のバイブル、その中でもイ

ディオムを制すれば、入試ではかな

りの武器になります！この時期から

しっかり取り組もう！！ 

なし なし 

英語会話 選択者 教科書 SELECT…Lesson 1～10の本

文(KEY EXPRESSIONS)を３回音読す

る。 

なし なし 

英語検定 

 

 

 

 

 

 

 

「英語検

定」受検 

希望者 

 

 

 

 

 

※今年度第１回の英語検定は、本校

(準会場)での実施はありません。受

検を考えている人は、本会場での受

検となります。本会場での受検は５

月３１日(日)です。受検を希望する

人は、４月２４日(金)までに書店

で、または４月２８日(火)までにイ

ンターネットやコンビニで申し込み

をしてください。検定料など詳細に

ついては、日本英語検定協会のホー

ムページで確認してください。 

なし なし 

※家庭学習の成果は、学習の評価に加味されます。 

 

 


