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報道や学校 HP で周知のとおり、再び休校期間が延長されました（5 月 31 日（日）まで）。

ただし、健康状態の把握や学習機会の確保のため、登校日を設けることとなりました（2 年

生の 1 回目は５月 13 日（水））。皆さんがこの期間中、どのように過ごしているか大変気に

なっていたので、久しぶりに皆さんの顔を見ることができそうでほっとしています。引き続

き体調管理には留意し、提出する学習課題をまとめるなどして、登校の準備を進めてくださ

い。 

 

登校日について 

 2 年生の登校日は 5 月 13 日（水）です。午前（10:00～12:00）に奇数クラス、午後（13:00

～15:00）に偶数クラスが登校します。1 クラスを出席番号で 2 つに分割しますので、次の

表で自分が登校する時間とクラスを確認してください。座席は当日掲示します。 

 HR では健康観察、諸連絡、課題やプリントの提出・配付などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆登校する際の注意事項 

  ○マスクを必ず着用してください。 

  ○発熱や風邪症状がある場合は登校を控え、その旨を学校まで連絡してください。 

 

保健室より 

 次回の登校日に、今まで記録した「体温記録票」を提出してもらいます。次の「体温記録

票」は学校 HP に掲載していますので、印刷して使用してください。印刷できない場合は、

手元にある「体温記録票」の空いているスペース（票の下もしくは裏面など）に記録してお

いてください。登校日に新しい「体温記録票」を配付します。 

在籍クラス 午前（10:00～12:00）使用教室 

２－１ 1～19 番 → ２－１ 20～38番 → ２－２ 

２－３ 1～19 番 → 第 3選択教室 20～38番 → ２－３ 

２－５ 1～19 番 → ２－４ 20～38番 → ２－５ 

２－７ 1～21 番 → ２－６ 22～42番 → ２－７ 

２－９ 1～21 番 → ２－８  22～41番 → ２－９ 

在籍クラス 午後（13:00～15:00）使用教室 

２－２ 1～19 番 → ２－１ 20～38番 → ２－２ 

２－４ 1～19 番 → ２－３ 20～38番 → ２－４ 

２－６ 1～21 番 → ２－６  22～42番 → ２－７ 

２－８ 1～22 番 → ２－８  23～43番 → ２－９ 
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図書館より 

図書館で本を借りたい人・返したい人へ 

5/12 から始まる分散登校に合わせて１F 閲覧室のみ、以下のように開館します。２F 閲覧

室は自習開放しません。なお、以下の対応は、分散登校期間内とします。分散登校の形が変

わる場合は、その都度、対応を変更しお知らせします。 

・対応する時間は、登校指導終了時から 30 分間です。 

  午前 １２：００～１２：３０    午後 １５：００～１５：３０ 

 ※なお、登校指導が予定より早く終了した場合は、その時間から 30 分間となります。 

・図書館の利用は、本の貸出・返却のみです。短時間の利用を心がけてください。 

・現在本を借りている人は、次の登校日に必ず返却してください（返却 BOX に入れること）。 

・この期間中の貸出冊数は、無制限とします（従来は 3 冊）。ただし、5 月以前に借りた本

は、先に全て返却してください。また、貸出期間は借りた日から 2 週間とします。 

・この期間中のみ、電話での申し込みでの取り置きも可能とします。借りたい本の書名と著

者名、及び自分の学年・クラス・氏名をお知らせください。カウンターに取り置きします 

（但し 1 週間）。取り置きした本を借りる場合は、分散登校時の対応する時間内にカウン

ターへ申し出てください。 

対応時間 平日 ８：３０－１７：００  電話番号 025-247-7139（図書準備室直通） 

・書棚で本をさがす場合、混み合わないようにお互いに譲り合うように本をさがしてくださ

い。 

・ソファーの利用はできる限り避けてください。 

 

 

今後について 

 新型コロナウイルス感染症を克服する取組は長期にわたることが予想されています。今ま

で当たり前に行われていたことができなくなっている現状を考えると、何もない日常のあり

がたさを身に染みて感じているところです。と同時に、こういう時期だからこそ、当たり前

を疑ってみる、今までの常識から新たな価値を創造してみることもできるのかもしれません。

まさにピンチをチャンスに変えるということでしょうか。 

 すぐにはそのように切り替えられるものでないかもしれませんが、いつかは前を向いて進

んでいかなければなりません。 

 次ページ以降、今後の学習内容と次回登校日の提出物を一覧にしました。この状況に押し

つぶされることなく、自己の将来に向けて歩みを続けて欲しいです。 

 

 

『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。 

唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。』 

チャールズ・ダーウィン 
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学習内容・提出物一覧 

教科 学習内容 ５月 13 日（水）提出物 

国語 

13 日(水)の登校日までに 

①古典予習  ＊本文、線引き、文法事項（助動詞、助詞

等の意味等）、現代語訳 

教科書（古文編）24 ページ「方丈記 ゆく川の流れ」教科

書（古文編）54 ページ「枕草子 雪のいと高う降りたる

を」 

・ノート作りを行い、予習すること。学校再開後、短時間

で終わらせる予定なので、必ず予習を全文しっかりと終わ

らせておくこと。期末考査の範囲になる。 

★13 日(水）以降の学習内容については登校日に配付する

別紙にて連絡する。 

※クラス、番号、氏名を忘れ

ずに 

①現代文「山月記」漢字プリ

ント１枚  ※意味調べプリ

ントは後日 

②錬成古典 古典読解トレー

ニングノート 1~５ 

❶線引きし、助動詞、助詞、   

敬語は右横に文法事項を記入

すること 

❷問題を解き、添削まで終わ    

らせておくこと 

世
界
史
Ｂ 

「ウイニングコンパス 世界史の整理と演習 2020」 

 東南アジア諸地域の歴史  Ｐ24～27 

 教科書（東南アジアの諸文明Ｐ62～65）を読みながら、

リピートノートに解答する。丸付けをして提出。 

※必要に応じて資料集や下記のサイトを参考にしながら、 

学習内容の理解に努めてください。 

・世界史の窓   http://www.yhistory.net/index.html 

・世界史ノート  http://www3.kct.ne.jp/~atonoyota/  

・世界史講義録  http://timeway.vivian.jp/index.html 

・NHK 高校講座（高校講座 HOME>> ライブラリー  

TOP>> 世界史 で昨年度放映された動画が視聴できます

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/library/tv/sekaishi/index.html 

「ウイニングコンパス 世界

史の整理と演習 2020」のリ

ピートノート（組・番号・氏

名を記入すること） 

・「ローマ世界」と「インド

の古典文明」は全て解答して

丸付けが終わっていること。 

・「東南アジア諸地域の歴

史」は終わっているところま

でで構わない。 

日
本
史
Ｂ 

以下は５月末までの学習内容の予定です。提出日、提出方

法については 13 日（水）の登校日に指示します。 

① 旧国名プリント ※資料集の裏表紙裏「暦法と行政区 

画」を参考にしてください。 

②「ポテンシャル日本史付録 用語 Best Select20」  

配付するプリントに記入して提出 

 Ｐ１（「１ 日本文化のあけぼの」）～Ｐ１０（「１０  

天平文化」）  

 ※ただの作業にならないように、理解・定着させながら  

学習を進める。 

③レポート作成プリント 

 学習した範囲の中で、特に興味のあるテーマ（人物・出

来事・文化作品など）について、調べてまとめる。 

※以下のサイトも学習の参考にしてください。 

・NHK 高校講座（動画）        

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/nihonshi/ 

・野澤道生の日本史ノート解説   

http://nozawanote.g1.xrea.com/index.html 

・日本史 - 歴史研究所        

http://www.uraken.net/rekishi/rekijap.html  

・詳しくわかる高校日本史     

http://hatm3jp.yu-nagi.com/ 

・エピソード日本史  

http://chushingura.biz/p_nihonsi/episodo/epi_ndx_b

ox/episodo_ndx.htm 

ノート・ルーズリーフ【ポテ

ンシャル日本史 基礎力養成

編Ｐ２～７】 

http://chushingura.biz/p_nihonsi/episodo/epi_ndx_
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日本

史Ａ 

教科書Ｐ30～41 に関する問題に取り組んでください。 

問題の詳細は、登校日に配付するプリントを確認するこ

と。 

なし 

地
理
Ｂ 

追加課題です。 

①要点ノートの「地図」の分野、P４～１３の解答合わせ。 

②要点ノートの「地形」の分野、P１４～２１、P３６、 

３７をやる。ただし P３６（３）「変化に富んだ気候」

は除く。尚、前回と同様、配付プリントに記入してもよ

い。 

【参照】教科書 P３２～４９、 

資料集 P１２～３５、P７０、P７１、 

地理用語集 P１９～４０、P６３～６７、 

地図帳は該当ページ、 

    NHK 高校講座（ライブラリー内「世界の地形を   

みてみよう(1)、(2)） 

   ※NHK 高校講座は学習コンテンツとしてとても有 

効です。視聴環境の整っているは是非利用して 

ください。  

課題「地形図・白地図ワー

ク」を５/13（水）に提出す

ること。 

倫理 

１. 教科書ｐ.６～１９の内容について、自分なりにノート 

に要点をまとめる。 

２. 教科書ｐ.３６～４９までの本文を写す（下の注釈・ 

図・表は不要）。 

３. ３ステップス倫理研究ノート ｐ.１８～２６をやるこ 

と。 

※１～３は提出するため、ルーズリーフまたは授業で使用

以外のノートに書くこと。 

教科書写し及び倫理研究ノー

トの課題終了済みのルーズリ

ーフまたはノート 

数学 

【文系】 

①４プロセス（５月６日までの課題として示した指定問題

＋α）１日２題を継続 

 5/13（水）以降に関しては，既習内容のレジェンド例題

を１日２題にします。 

②春課題テストの直しノート（数学Ⅱの直しノートに解答

してあるもの） 

③グリーンの冊子（５月１日の学年通信で示した範囲の問

題） 

 解答解説は近日中に配信します。学校ＨＰで確認するこ

と。 

④指数関数・対数関数の学習（学習の成果をノートに残し

ておくこと） 

【理系】 

5/1 配信の HP にある 2 学年「学年通信」に示したとおり

に学習を進めて下さい。 

①数学Ⅱ（指数・対数関数）の教科書（練習問題含む）の

予習、LEGEND、グリーン冊子 

②グリーン冊子（三角関数）の丸付け、直し 

【共通】 

指数関数・対数関数の学習を支援する動画教材を近日中に

配信します。メールメイトを通じて連絡します。 

 

以下の回収物は 5/13（水）

に回収し、次回の登校日に返

却します。 

【文系】 

①４プロセスのノート 

②春課題テストの直しノート 

③グリーンの冊子 

【理系】 

①春課題直し（未提出者） 

②ファイン 

【共通】 

キャッチアップ プリント 

1 枚 
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物理 

学年通信（第３８号４/１４付）掲載範囲から以下を追加し

ます。 

〔課題〕『2020 セミナー物理基礎＋物理』物理基礎で学習

した熱力学分野の復習 

pp.135～137 の基本例題(２題)と基本問題(15 題) 

※時間が余る場合は上記分野の発展問題にも取り組んでみ

てください 

〔方法〕前回同様、各自で準備したノート等に取り組んで

ください 

〔提出〕前回同様、臨時休業最終日の翌日に物理準備室前

の箱に提出 

なし 

化学 

「リードα化学基礎＋化学」の以下の範囲の問題を１日２

題ずつ解答し、ルーズリーフにて提出すること。 

・11 日以降は基本問題 115～123，140～（前回指示の続

き） 

11 日(115,116)、12 日(117,118)、13 日(119,120)、14 日

(121,122)、15 日(123,)、16 日(140,141)、17 日以降の課題

については解説用動画をアップしますので、動画視聴後に

課題に取り組んでもらいたいと思います。提出用の課題等

は動画にて別途指示します。 

・「リードα化学基礎＋化

学」の問題を解答したルーズ

リーフ(用紙がバラバラにな

らないようにホチキスで留め

る)を提出する。 

生物 

・｢２年理系・生物 授業の進め方 ～感染症対策のため、当

面は以下の方法で授業を進める。～｣と｢理系生物 授業進

度｣にしたがい、同じ方法で家庭学習（授業プリント＆記録

ノート＆問題集＆まとめノート）を継続する。 

・「記録ノート」（5 月中に～授業プリント No.4 目処）を

登校日ごとに提出する。 

・「まとめノート」（～授業プリント No.8）を期末考査後

に提出する。 

※以下参考 Web サイト 

・MANAVIE 授業動画検索サイト（https://manavie.jp/） 

・啓林館スマートレクチャー（http://www.smart-

lecture.com/pages/extraordinary.html） 

・NHK 高校講座/生物基礎

（https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/seibutsukiso/） 

・大学生物学講義の実況中継～慶應義塾大学・黒田裕樹

（http://blog.livedoor.jp/kerolab/） 

・高校生物授業用アニメーション

（http://ksaku.chobi.net/anime.htm） 

・SOIL-SHOP 生物教材製作所/自習室

（https://soilshop.hatenablog.com/） 

・記録ノート（即日返却でき

ないので、ノート２冊を使い

回す、ルーズリーフで提出な

ど、工夫する。） 

理
科
探
究Ⅰ

 

（生物分野） 

・｢２年文系・理科探究Ⅰ（生物基礎）授業の進め方｣（裏

面に進度表）にしたがい、同じ方法で、家庭学習（ノート

作成＆問題集）を継続する。 

・ノートを登校日ごとに提出する。 

(化学分野) 

・前週までの続き 

 p38～「④ 分子間にはたらく力」以降を完成させる。 

 ※週末毎に□の単元を終わらせること（学校再開後ワー

クを集めます）。 

（生物分野） 

・ノート（即日返却できない

ので、ノート２冊を使い回

す、ルーズリーフで提出な

ど、工夫する。） 

（化学分野） 

・「必修整理ノート」は学校

再開後に集めます。 
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英語 

13 日(水)の登校日までに、 

①Lesson 3 Part2 まで予習をしておく（ノート作成）。 

②Bricks 単語テスト第９回～第１１回までの勉強をしてお

く。 

③WAT No. 22 範囲の勉強をしておく。 

④リスラボ Unit 8 まで進める。 

⑤提出物を確認しておく。 

★５月末までの学習内容については登校日に配付する別紙

にて連絡する。 

５月１３日（水）に提出 

★すべての提出物に組番号氏

名を記載すること。 

①朝学習 CORE2 第２１回

～第２４回  

②Bricks 単語テスト 第７

回、第８回 

 ※①と②は、Bricks を一番

上にして合計６枚を重ね、左

上をホッチキスで止めて提出

すること 

③Focus on Listening 

Standard 本体（ルーズリー

フ・ノート不可）※解答を挟

まないこと 

④Evergreen 授業用ノート

（ルーズリーフの人はホッチ

キスで止めて提出すること） 

⑤マスターテスト解答済みノ

ート（④のノートと同じ場合

は、ふせん等ではっきり分か

るようにしておく） 

⑥Evergreen WORKBOOK 

本体（ルーズリーフ・ノート

不可）※解答を挟まないこと 

⑦ジャーナル 

 ※ルーズリーフ等に書いた

人は登校後その場でノートに

貼り付けて、ノートを提出

（各自のり・はさみ持参） 

保健

体育 

体育：トレーニングの実施活動の記入 

保健：３つの単元（４～６）についてまとめる（詳細別

紙：プリントＡ３版） 

体育：トレーニング実施活動

（Ａ４版） 

保健：単元１～３（Ａ３版） 

家
庭
科 

ホームプロジェクト別紙プリント(教科書 P.202～205 参照) 

課題 新型コロナウィルス対策 食生活～家族のための食

事作り～ 

研究分野 免疫力を高める食事 

レポート作成（手書き、写真添付必須）→ 提出は学校再

開の最初の授業日  

※一品ではなく、一回分の食事を家族分作る 

・学習ノートは授業が再開し

てから回収 

江
風
Ｓ
Ｓ
Ｇ 

◆情報を集め、研究テーマを見つける。 

① マンダラートで抽出した気になるキーワード（複数  

可）について、関係する情報を収集し、研究テーマを決め

る際の材料とする。 

② 登校日に配付する情報カードに、調べた内容を記入す

る。 

③ 『課題研究メソッド』Ｐ35～45 及びＰ144～148 を参

考にして、情報を集める。 

提出日：概ね３週間後（６月上旬）を予定 

 

① 江風ＳＳＧアンケート

（ＳＤＧｓ・学問） 

② マンダラート（各自ノー

トなどに記入したもの） 

※組・番号・氏名の記入を忘

れずに 
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江
風
Ｓ
ＳⅡ

 

・各班で連絡を取り合いながら、できる範囲で研究を進め

る。 

・「探究ユニット論文」について、「ルーブリック評価表

【文系】」の教員評価（鉛筆書き）を確認する。「ルーブ

リック評価表【文系】」の”Lv.アップのための方略”につい

て、自分の論文では何が必要かを考え、同じ欄に赤字で記

入する。（６月以降に提出） 

・江風 SSⅡ研究計画書（各

自提出） 

進
路
探
究 

◆次の①・②を取り組むことで、興味のある学部学科を調

べる。 

① 進路探究ワーク Ｐ18～23 『学問カルタ』を使用し

て、社会と学問とのかかわりを知る。 

② 進路探究ワーク Ｐ70～71 学部・学科について知

る。 

なし 

情
報
の
科
学 

下記の事柄について、「○○○○省」が公開しているホー

ムページや新聞、ニュース等を利用し、内容をまとめ、６

月１日以降、最初の授業時に提出すること。 

１、コロナウィルスに対して感染予防として何をしたか？ 

２、非常事態宣言（国、都道府県レベルも含め）とは何

か？（具体的な宣言内容についてもまとめること） 

・提出は A4 サイズの紙（種類については自由）を使用し、  

手書きで記入すること。 

・右上に、クラス・出席番号・氏名を明記し、まとめた内 

容の出典先も記入する。 

なし 

そ
の
他 

・スタディーサポート個人診断レポートにある復習問題に

取り組む。提出日：概ね 2 週間後（５月下旬）を予定 

 

・第 1 回生活実態調査 提出日：概ね１週間後（５月中

旬）を予定 

・夢ナビライブ講義動画サー

ビス資料請求申込書（希望

者） 

 

 

 

 


