
４月２０、２１日 ４月２７、２８日

教科 科目 選択○ 教科からの進捗目安 教科からの進捗目安

英語 英語理解 ○
特になし。期限までに終わるよ
う計画的におこなう。

特になし。期限までに終わるよ
う計画的におこなう。

英語 コ英Ⅲ ○ Reading Skill 1,2を終えている。
Lesson 1を終えていて、5／6までに
Reading Skill3,4を終える。

英語 英語会話 ○ ② p.6まで終了 ②p.7まで終了

数学 数ⅡⅢＢ総 ○
No.4まで終了。数学Ⅱは追加の
課題が配布されます。次週、教
務室に提出してください。

No.8まで終了。すべて終わった
ら、繰り返し取り組んでくださ
い。

工業 CP技術 ○ 特になし P16章末問題終了

工業 電気基礎 ○ プリント2枚解答 教科書の問を解答

地歴
公民

地理Ａ
「ワークノート」白地図１東ア
ジア～４アフリカまで。

「ワークノート」白地図５ヨー
ロッパ～８北アメリカまで。

家庭科 フードデザイン ○ 対応プリント①実技1品 対応プリント②実技1品

家庭科 食文化 ○ プリント②③ プリント④⑤

家庭科
ファッション

造形基礎
○

特になし。期限までに終わるよ
う計画的におこなうこと。

家庭科
ファッション

造形
○

家庭科 子ども文化 ○ プリント②③ プリント④⑤

家庭科
福祉と

ボランティア
○ 教科書P.6～7まで 教科書P.52～54まで

商業科 ビジネス経済 ○ 1回分 3回分

国語科 現代文B ダブルクリア４級⑩まで ダブルクリア４級⑫まで

国語科 古典B ○ クリアノート27 クリアノート28

国語科 国語表現 ○ 演習ノートp.58 演習ノートp.60

理科 物理基礎 ○
教科書p.15
問題集p.13まで

教科書p.20
問題集p.15まで

理科 物理 ○
教科書p.11
問題集p.9まで

教科書p.17
問題集p.13まで

理科 生物基礎 ○ 問題集P.13まで 問題集P.17まで

理科 生物 ○ 学習ノートP.5まで 学習ノートP.9まで

理科 化学 ○
サイトにアクセスして、見るコ
ンテンツの目星を付ける。

一つ目の課題を終了

商業 課題研究 ○

日々の生活を過ごすなかで、”
これがあったら便利・ほしい”
と感じられることを記録してお
くこと。

 ”これがあったら便利・ほし
い”と感じられることを衣食住
の各場面ごとに広げ、なるべく
多く記録しておくこと。

商業 財務会計Ⅰ ○

①問題集ｐ4～23については、
「練習問題」のみ。
②については、p24･27の「要点
と整理」で復習し基本問題に取
り組む。

①問題集ｐ4～23については、
「検定問題」のみ。
②については、p30･33の「要点
と整理」で復習し「基本問題」
に取り組む。

商業 電子商取引 ○ 問題集P.133まで 問題集P.137まで

農業 農業経営 ○
特になし。期限までに終わるよ
う計画的におこなう。

特になし。期限までに終わるよ
う計画的におこなう。

農業
植物バイオテクノロ

ジー ○
特になし。期限までに終わるよ
う計画的におこなう。

特になし。期限までに終わるよ
う計画的におこなう。

＜尾方班＞
①簿記検定２級問題集ｐ４～２３の各設問に答えなさい。
②簿記検定２級問題集ｐ２４・２７・３０・３３で取り上げる「繰り延べ・見越し」に
ついて予習をし、「基本問題」に取り組みなさい。

問題集P.119～P.137の問題に取り組む。

農業（農林水産業）の役割について、ノートにまとめなさい。

①種子繁殖と栄養繁殖②受粉と受精について、ノートにまとめなさい。

プリント課題

教科書P.6～7、P.52～57の内容について、昨年度「生活と福祉」で使用したノートにまと
め提出

全商電卓模擬問題集２級　３回分をやって提出

『常用漢字ダブルクリア』４級⑨～⑭を配付プリントで練習する。
教科書「働かないアリに意義がある」文中の漢字の読み書きや語句の意味確認などを進
める。P.126「学習」「言葉と表現」に取り組む。

『古典文法クリアノート』27・28・30・40を自分で解き、○付けも済ませておく（考査
範囲に含まれます）。
教科書教材については、授業での指示に従って学習を進めること。

『国語表現 演習ノート』pp58～63にとりくむ
「要約の方法」、「課題文から問いを見つける」

教科書p.13～p25をよく読み、問題集p.10～21までの問題に取り組む。
ノートに解答し、わからなかった箇所にはチェックマークを入れる。ノート提出。

教科書p.6～p21をよく読み、問題集p.6～15までの問題に取り組む。
ノートに解答し、わからなかった箇所にはチェックマークを入れる。ノート提出。

今年度のテーマ「商品開発～PDCA活動を通じて～」に向けて、webや新聞・雑誌等で商
品開発例を調べなさい。なお、その資料の提出を求めます。

教科書の第1章のP.22～P.41を学習する。問題集のP.10～P.19の空欄に答え、授業が再開
されたら提出する。別に個人で用意したノートに解答を記入して、ノートの提出でも
可。インターネットで「NHK高校講座　生物基礎」を配信しているので、1回目～4回目
の視聴を推奨します。

学習範囲は教科書P.12～P.31で、生物学習ノートP.2～P.9の全問に取り組む。図説生物
【P.18～P.19（物質）、P.80～P.81（タンパク質）、P.46～P.47（酵素）、P.20～P.27（細
胞）】も参考にすること。学習ノートは、授業が再開されたら提出する。個人で用意し
たノートに解答を記入して、ノート提出でも可。

 http://www.nhk.or.jp/rika/active10/　　　 NHK
http://www.nnn.ed.nico/   N高等学校
https://rika-net.com/    理科ねっとわーく
等のサイト（無料）にアクセスし、（他サイトでも可）2個以上の高校生対象の化学コン
テンツを視聴し、サイト名とその感想をA4一枚程度のレポートにまとめて休校開けの初
めの授業の際に提出すること。
　自宅にネット環境がない者はNHKの高校講座でも可とします。

(1)色台紙２種類を完成、(2)ワークシート②③④⑤の指定された場所、両方を提出

学習課題および進捗目安

内容

Unit2～4(P8～19リスニング除く)およびチェックブック(P2～17)　チェックブックは提出
あり

課題プリント(既習範囲の問題です。第１考査にも出題します。)
授業再開後、授業担当者に提出してください。

教科書P2～P16章末問題

配付プリント２枚および教科書P7～P18各問を解答し、レポートにて提出

３学年

地理図表GEO付属の地理ワークノート「白地図１　東アジア～白地図11　日本」まで教
科書、地図帳、図表を参考に取り組む。色塗りなども丁寧に取り組むこと。提出あり。

食物調理技術検定3級筆記試験対応プリント①②、課題調理に最低1回取り組み、写真付
きレポート提出

プリント課題

プリント１枚

・プリントReading Skill 1, 2,  Lesson 1, Reading Skill 3,4
・ワークブックpp.4-11, pp.48-51(ただし、「内容を理解しよう」は除く)

①教科書p.6 　Lesson 1  KEY EXPRESSIONS の表現を覚える。
②ワークブックp.5～7の問題に取り組む( p.5 Listening は除く）。



農業 造園技術 ○ 右の課題を１箇所分 右の課題をもう１箇所分

農業 総合実習 ○
①についてレポートの完成
②３種類のうち１種類

①について、「元肥」のまとめ
を終える
②３種類のうち、もう１種類分

農業 食品流通 ○ ①の完成
②のうち、１種類のリストアッ
プとまとめ

農業 野菜 ○ 学校再開までに必ず終えること 終えている

農業 果樹 ○ ２０・２１日配付 終えている

農業 畜産 ○ ２０・２１日配付 終えている

農業 農業機械 ○ 練習問題その１を終えている。 練習問題その2を終えている。

農業 作物 ○
4品目のうち2品目以上レポート
用紙に整理している。

課題のすべての品目をレポート
用紙に整理している。
休業明けの最初の授業で提出

農業 果樹 ○ 調べて始めている。
レポート用紙に整理してまとめ
始めている。

農業 食品製造 ○ ｐ．８７～８９ ｐ．９０～９２

農業 課題研究 ○

＜未提出者＞
・意見文
・農業技術検定H29問題2回分
＜全員＞
・農業技術検定　問題集
2019年度　第１回
共通問題30問

＜全員＞
農業技術検定　問題集
2019年度　第１回
選択問題20問
2019年度　第２回
共通問題30問

農業 草花 ○

農業 生物活用 ○

地歴
公民

世界史Ｂ ○
【追加課題20日、
21日配付】

配付プリントのうち、
半分まで完成。

地歴
公民

地理Ｂ ○ プリントに取り組む
解答を配付するので、丸つけを
して提出。

地歴
公民

倫理 ○ プリントに取り組む
解答を配付するので、丸つけを
して提出。

芸術 美術Ⅱ ○

自画像を描く（Ｂ５用紙）
注意　①　マスクをしていない状態　　　②　縦置きの用紙いっぱいに
　　　③　描いたときの顔をスマホ等で撮影し、保存のこと　　④　丁寧に描くこと
休業明けの授業時に提出

【追加課題】配付済
配付済みプリントの指示をよく読み、プリントを完成させる。教科書・ＧＩＯジオを
使って自分で問題に取り組む。

【追加課題】配付済
配付済みプリントの指示をよく読み、プリントを完成させる。教科書を使って自分で
問題に取り組む。

【追加課題】教科書が必要です！
教科書p.14～を読み、配付プリント（別紙）をやり完成させなさい。
休校あけの最初の授業で提出。

○教科書「造園技術」のp1～6を参考に、以下について３ケ所の庭園についておこないな
さい
・インターネットが使える場合は検索し気に入った庭園のスケッチをノートに描きなさ
い。丁寧さを評価する（雑だったり簡単にえがかれたものは評価しない）
・インターネットが利用できない場合は新聞や雑誌記事でもよい
 ・その庭園の特徴を箇条書きで整理しなさい
 ・その庭園の植栽を調べなさい

①と②両方とりくみなさい。
①４月１４日の実習レポートをまとめなさい。
　そのレポートに「元肥」「たい肥」について丁寧に調べまとめなさい
②家にある植物を３種類、以下の通り調べなさい
　・最初に家にある植物（植木、観葉植物、野菜でも構わない）をノートに丁寧にス
ケッチしなさい（雑なものは評価しない）
　 ・次にその植物の生物学的な特徴と人間がどのように利用しているか整理しなさい

①②両方取り組みなさい。
①小説「とんでもないやつ」のあらすじと感想を原稿用紙にまとめなさい
②「食品流通」の教科書p182～を参考に学校の路地（屋外）の圃場で栽培でき、年内に
販売できる、収益を上げられそうな野菜、草花を３つ以上リストアップし、選んだ理由
と栽培・販売・利用方法をまとめなさい。

配付資料をもとにプリント課題に取り組み、プリントは、ファイルに綴じ込み提出しな
さい。

教科書及び２年次で取り組んだレポート、プリント等をもとに課題プリントを完成さ
せ、ファイルに綴じ込み提出しなさい。

教科書をもとに課題プリントに取り組み、ファイルに綴じ込み提出しなさい。

危険物取扱者受験教科書の「練習問題その１～その３」をノートに解答しなさい。（各
練習問題は3回ずつ取り組み自己採点で8割以上を目指す。）

教科書ｐ.６～２０をよく読み、ノートにまとめなさい。

教科書ｐ156「トウモロコシ」、ｐ166「ダイズ」、ｐ174「アズキ」、ｐ177「ラッカセ
イ」の栽培特性と農業経営の特性を調べ、実習レポート用紙に整理してまとめなさい。

教科書ｐ30～36「果樹栽培と環境」を読み、果樹栽培に必要な、環境要因や栄養、土壌
について調べ、実習レポート用紙に整理してまとめなさい。

教科書ｐ．８７～９４をよく読み、パンの材料と作り方の種類、直ごね法をノートへま
とめなさい。

＜春休み課題未提出者＞
・意見文未提出者は意見文を書く
・農業技術検定H29年問題2回分未提出者は問題を解答用紙に解く。
＜全員＞
・農業技術検定＜3級＞問題集
　2019年度　第１回・第２回
　共通問題30問と選択問題20問を解答用紙に解く。
   選択問題は栽培系・畜産系・食品系・環境系から選びなさい。
　解答欄の横の欄には解答の解説を書き写しなさい。

教科書ｐ.１６４～１７０をよく読み、ノートにまとめなさい。


