
臨時休業中（春季休業）の課題について 
1 年のまとめをするチャンスです。時間を有効活用しましょう。 

 
教 科 1 学年（課題の内容・提出等） ２学年（課題の内容・提出等） 

国 語 現代文：漢字練習・教科書音読 
    新書を一冊選び読むこと 
古 文：助動詞の学習・教科書音読 
漢 文：句形ドリル・教科書音読 
※詳細は別紙 1 学年国語春季課題計画表の通り 

速読トレーニング評論・速読トレーニング古典 
生きる漢字・語彙力練習帳 P91 まで 
天声人語ノート 6 日分  
提出点検は来年度の始業式とする。 
Web テストを 19 日に配信しますので取り組みま

しょう。 
数 学 数学課題プリント 

スタディーチャージ 
Web テストを 1 日 2 問程度 3／5 より配信予定 
ハイレベル添削用課題配布予定 

数学課題プリント 
スタディーチャージ 
Web テストを 1 日 2 問程度 3／5 より配信予定 

理 科 【化学基礎】課題プリント 提出は始業式 
【地学基礎】ビジュアルプラス地学基礎を解答 
第４章太陽系と宇宙～P86 まで進む 
提出は始業式 
  

【生物基礎・生物】課題プリント 提出は始業式 
【物理】課題プリント 提出は始業式 
【化学】ベストフィット化学 P2～P71 
    ［確認事項］は書き込み 
    ［例題］［類題］ノートに解く→ﾉｰﾄ提出 
    ［練習問題］は取り組まない。 
    Classi ウェブテストも配信します。 

地歴公民 

 

【現代社会】 
毎日ニュースを見て社会で起きている出来事につ

いて知ること。新聞の社説等を読み情報を正しく

得る方法を学ぶこと。 
 

【日本史】２学年日本史春期休校期間課題に取り

組んでください（特に No.６）。Classi の Web テ

ストもちょっとずつ配信します。Don’t miss it! 
【世界史】“世界史Ｂのスプリングフェア“＆「10
分間テスト」に取り組んでください。Classi の
Web テストもちょっとずつ配信します。乞うご期

待！ 
【地理】サクシード地理、10 分間テストについ

て適宜指示をします。また、Classi の Web テス

トをちょっとずつ配信します。 
英 語 全員課題①Bricks1 単語学習プリント 

    ②Tetora2 L.8～15 
    ③スタサポ活用ブック 
    ④Vision Quest 参考書 P546～572 を

ノートに演習 
ハイレベル➡長文プリントもあります。 
提出はすべて始業式 

全員課題①Seek NEO3 L.8～15 
    ②スタサポ活用ブック 
進学：英語の構文 80Exercises １～80 
   春季特別講義のテキスト 
提出はすべて始業式 

芸 術 【音楽】校歌を正しい音程で歌えるようにするこ

と。 
【書道】全ての教科の提出物について、丁寧かつ

美しい文字で書き、期限内に提出すること。 
【美術】あなたが思う「すごい絵」とはどんなも

のか、発表できるように考えておくこと。 

【音楽】「名探偵コナン音楽の謎」の全ページを

熟読すること。 
【書道】全ての教科の提出物について、丁寧かつ

美しい文字で書き、期限内に提出すること。 
【美術】あなたが美しさを感じるもの・ことを一

つ挙げ、発表できるように考えておくこと。 
家 庭 掃除・洗濯・食事作りなど率先して取り組むこ

と。 
 

掃除･洗濯･食事作りなど率先して取り組むこと。 
特にも３年生で「フードデザイン」を選択する者

は１日１回以上食事作りの手伝いを行うこと。 
保健体育 【体育】家庭でも安全に行うことができる運動を

行ってみる（例：体をほぐしたりする手軽な運

動、リズムに乗って体を動かす運動、腕立てなど

力強い動きを高める運動 など） 
【保健】教科書を使って、授業で学習した内容を

振り返る（例：感染症予防、対策についての復習 

など）  

【体育】 家庭でも安全に行うことができる運動

を行ってみる（例：体をほぐしたりする手軽な運

動、リズムに乗って体を動かす運動、腕立てなど

力強い動きを高める運動 など） 
【保健】教科書を使って、授業で学習した内容を

振り返る（例：感染症予防、対策についての復習

など）  



情報 

 

新型コロナウイルス感染にともない、世界では

「デマ情報」「フェイクニュース」などが出回っ

ている。このことに関し、下記１～４の事項につ

いてＡ４用紙一枚以上のレポートを作成しなさ

い。手書きでも、ワープロでも良い。 
１「デマ情報」「フェイクニュース」と思われる

事例を収集しなさい。 
※ネットからのコピペ、新聞等の切り抜き等可 

２「デマ情報」「フェイクニュース」と判断した

理由をまとめなさい。 
３ この「デマ情報」「フェイクニュース」で人々

はどの様な行動を起こしたか、また、社会的

にどの様な混乱が生じたかをまとめなさい。 
４ 正しい情報を収集する方法として考えられる

ことをまとめなさい。 
提出は、４月の始業式の日とする。 

 

進路指導 オープンキャンパス等に参加する場合は、必ず学

校に連絡をし、指示を受けてください。 
新年度 4 月に「学びの基礎診断」が実施されま

すのでこの期間に 1 年の総復習を行ってくださ

い。スタディサポート活用ブックは通知表と同封

します。しっかり学習すること。 

オープンキャンパス等に参加する場合は、必ず学

校に連絡をし、指示を受けてください。 
新年度 4 月に「学びの基礎診断」が実施されま

すので、配布されたスタディサポート活用ブック

を利用しこの期間に 1 年の総復習を行ってくださ

い。 
学  年 学習計画表を毎日記入し、規則正しい生活をする

こと。 
Classi の学習の記録を入力する。不要不急の外出

を避け、学力・体力の向上に努めること。 

 

入学者選抜に関わる校舎等への立ち入り制限と今後の予定 
 行 事 校舎 校地 部活 
３月 ５日（木） 一般入学者選抜準備 立入禁止 立入禁止 

 
３月 ６日（金） 一般入学者選抜実施日 立入禁止 立入禁止 
３月 ９日（月） 一般入学者選抜業務 立入禁止 立入禁止 
３月 10 日（火） 一般入学者選抜業務 立入禁止 立入禁止 
３月 11 日（水） 臨時休業 立入禁止 立入禁止 
３月 12 日（木） 一般入学者選抜追検査 立入禁止 立入禁止 
３月 13 日（金） 臨時休業 立入禁止 立入禁止 
３月 16 日（月） 一般入学者選抜業務 立入禁止 立入禁止 
３月 17 日（火） 合格者発表 立入禁止 立入禁止 
３月 18 日（水） 臨時休業 臨時休業中のため、登校の必要が生じた場合は、

必ず事前に学校に電話をし、指示を受けること ３月 19 日（木） 臨時休業 
３月 23 日（月） 終業式・離任式(未定) 23 日以降の予定については、後日一斉メール

Classi、ホームページで連絡します。 ３月 25 日（水） 二次募集選抜実施日 
３月 26 日（木） 入学手続き 
３月 27 日（金） 二次募集合格発表 
４月 ７日（火） 始業式（予定） 
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