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具志川高校 

自宅学習期間の家庭学習について 

 

 自宅学習期間の課題は下表の通りです。計画的に学習を進めましょう。 

  

 

 １年生の課題（4/8～4/20） 
 

国 語：要点プラス体系古典文法準拠ノート  Ｐ２～５ を解く。 

基礎から解釈へ 漢文必携チェックノート Ｐ２～５ を解く。 

地 歴：【世界史】副読本『これだけは知っておきたい琉球・沖縄のこと』P42～59までを取り組むこと。 

数 学：【普通クラス】問題集「Study-Up ノート数学Ⅰ＋A」の P4～P15 の問題を 

①そのまま問題集に書き込む  ②各自でノートを作って解く。 

①か②の解き方は各自の判断に任せます。ただし，計算過程をしっかり記入すること。 

【特進クラス】問題集「４プロセス数学Ⅰ+A」の P6～12 の問題 1～35 の問題を各自でノートを 

  作って，計算過程をしっかり記入し解く。 

＊中学校で習った範囲なので教科書を参考に思い出しながら解いて下さい。 

理 科： 【化学基礎】 課題 3枚(教科書 22～37ページ)提出はなし。休み明けに同じ問題をテストし， 

 成績評価の一部にします。 

      【生物基礎】 リード Light ノート生物基礎 4～9ページ「序章 顕微鏡の使い方」（教科 

     書 8～10ページを参考とする）。 

    ※ 提出は最初の授業とする（名前の記入を忘れないこと）。 

英 語：① 教科書「English CommunicationⅠ」 Lesson1(part1～3) 

以下の内容をノートにやって提出 

【本文写本＋日本語訳＋Exercise＋Reproduction(P28)】 

      ② 「Evergreen English Grammar 25Lessons」 

Intro1～6(P6～P15)の範囲をテキストに直接解答して提出 

 ※特進クラスは，Workbookの P4～9もやる。 

③ 「EG 英単語・熟語 4500」 

P14～23の範囲について練習しておく。 ※ 4/20～24 の週に第 1回単語テストを行います。 

体 育： ① 免疫力強化に励む（規則正しい生活習慣，睡眠，食事，運動） 

    ② 毎日正しい姿勢で机に向かって 1時間以上学習する。 

③ 週に 3回，30分以上のウォーキングをする。 

④ 週に 3回，腕立て伏せ，腹筋，スクワット各 30回以上行う。 

芸 術： 音楽や映画（もちろん自宅で）など，音美書ジャンルを問わず様々な作品を鑑賞し，心震える 

    芸術との出会いを。 

情 報： 最初の授業からタイピング（ローマ字打ち）が始まります。ローマ字をマスターしておくこと。 

 例 高校生 → koukousei ， サッカー → sakka- ， アーティスト → a-thisuto 

 



 

 ２年生の課題（4/8～4/20） 
 

国 語： 【現代文】「自他の『間あい』」学習課題集 P4～7 を解く。 

大学入試頻出問題国語 1200 より P8～46,P200～P229 を解く。 

【古典Ｂ】P56「雪のいと高う降りたるを」の本文写本＆自分のできる範囲で予習を 

しておくこと。 

地 歴： 【日本史】日本史整理ノート P４～１３まで取り組むこと。 

   【地 理】地図帳を活用して世界の国名と位置を覚えてくること。新学期が始まって 

           から確認テストを行う。 

公 民：  【倫 理】現在の社会情勢について，新聞（またはインターネット）を読み，気になる   

           出来事（ニュース）を１つ挙げて，原稿用紙 2枚（800字）程度で自分の意 

           見を述べること。 

数 学：数学Ⅱの教科書 PP.6～18を読んで，その範囲にある例，例題，応用例題を（教科書を見な 

    がら）Ｇノートに解く（授業開始後提出あり）。 

 ※ 余裕がある生徒は同じ範囲の練習問題にも挑戦してみよう。 

理 科： 【物理基礎】 教科書 P10～13 の音読を 3回行う。プログレス P４，6 を解く。  

   【地学基礎】  地学基礎の基本マスター ｐ２～５ 

【化学】 課題 4枚(教科書 6～32 ページ)提出はなし。休み明けに同じ問題をテストし， 

   成績評価の一部にします。  

   【生物】 リード Lightノート生物  

   66～72ページ「第 4章 生殖」， 82～90ページ「第 5章 発生」 

   （教科書 154～231 ページを参考とする） 

   ※ 提出は最初の授業とする（名前の記入を忘れないこと）。 

英 語：① 教科書 Lesson1(part1～3) 

以下の内容をノートにやって提出 

【本文写本＋日本語訳＋新出単語の意味調べ】 

   ② 普通クラス Evergreen P56～59の範囲をテキストに直接解答して提出 

   ② 特進クラス Engage P16～35の範囲をノートにやって提出 

   ※ノートの使い方 ： 英語例文の穴埋めをして，写本する。 

   ③ EG英単語・熟語 4500 

 P142～151 の範囲について練習しておく。 ※ 4/20～24の週に第 1回単語テストを行います。 

体 育： ① 免疫力強化に励む（規則正しい生活習慣，睡眠，食事，運動） 

    ② 毎日正しい姿勢で机に向かって 1時間以上学習する。 

③ 週に 3回，30分以上のウォーキングをする。 

④ 週に 3回，腕立て伏せ，腹筋，スクワット各 30回以上行う。 

芸 術： 音楽や映画（もちろん自宅で）など，音美書ジャンルを問わず様々な作品を鑑賞し，心震える 

    芸術との出会いを。 

家 庭：  教科書 P４－２５まで読んでおく。 

  家族へ朝食か夕食をつくる 

 



 

 ３年生の課題（4/8～4/20） 
 

国 語： 【現代文】:「未来世代への責任」学習課題集 P80～83 を解く。 

・テスト対策として大学入試国語頻出問題 1200より P48～75,P200～P229 を見て 

 おくこと。 

地 歴： 【日本史】日本史整理ノート P４～１３まで取り組むこと。 

  【地 理】地図帳を活用して世界の国名と位置を覚えてくること。新学期が始まってか 

   ら確認テストを行う。 

  【日本史応用】演習ノート日本史 B P１１４～１２０を取り組むこと。 

  【地理応用】『ウィニングコンパス地理の整理と演習』の付録であるリピートノートの 

     P１９～２５ までを取り組むこと。 

公 民：  【倫 理】現在の社会情勢について，新聞（またはインターネット）を読み，気になる 

           出来事（ニュース）を１つ挙げて，原稿用紙 2枚（800字）程度で自分の意 

           見を述べること。 

   【政・経】政経ノート（教科書準拠）P４～１３を取り組むこと。 

   【政経応用】ニューコンパスノート政経 P５６～P６８を取り組むこと。 

   【倫理応用】入試対策問題集ステップアップ倫理 P５１～６３を取り組むこと。 

   【総合現代社会】社会情勢について，新聞・ネット報道から考えたことを原稿用紙 2 枚 

      程度にまとめること。 

数 学： 【応用数学ⅠA】：リンク P.2～5の問題をノートに解く 

 【発展数学】 ：リンク P.2～9の問題をノートに解く 

  【数 学 Ⅲ】 ：教科書 PP.6～22を読んで，その範囲にある例，例題，応用例題を（教 

              科書を見ながら）Ｇノートに解く。 

    ※ 余裕がある生徒は同じ範囲の練習問題にも挑戦してみよう。 

 【応用数学ⅡB】：数Ⅱの教科書 P22 の問題をノートに解く 

理 科： 【物理総合】 教科書 P10～13 の音読を 3回行う。プログレス P４，6 を解く。  

   【化学総合】  課題 3枚(教科書 14～80 ページ)提出はなし。休み明けに同じ問題をテ 

      ストし，成績評価の一部にします。 

    【生物総合】 生物基礎の教科書とリード Light 生物基礎を用意し，予習しておくこと。 

   【地学総合】 Navi&トレーニング ｐ２～５ 

【物理】 教科書 P6～13の音読を 2回行う。スタディーノート」P2～3 を解く。  

【化学】 課題 4枚(教科書 6～32 ページ)提出はなし。休み明けに同じ問題をテストし， 

   成績評価の一部にします。  

   【生物】 リード Lightノート生物  

   66～72ページ「第 4章 生殖」， 82～90ページ「第 5章 発生」 

   （教科書 154～231 ページを参考とする） 

   ※ 提出は最初の授業とする（名前の記入を忘れないこと）。 

 

                                        続く 

 



 

英 語： ① 教科書 Get Ready1～6 

  以下の内容をノートにやって提出 

     【本文写本＋本文中の分からない単語に下線引いて，その下に意味を書く＋Exercise】 

    ② EG 英単語・熟語 4500 

  P142～151の範囲について練習しておく。 ※ 4/20～24の週に第 1回単語テストを行います。 

体 育： ① 免疫力強化に励む（規則正しい生活習慣，睡眠，食事，運動） 

    ② 毎日正しい姿勢で机に向かって 1時間以上学習する。 

③ 週に 3回，30分以上のウォーキングをする。 

④ 週に 3回，腕立て伏せ，腹筋，スクワット各 30回以上行う。 

芸 術： 音楽や映画（もちろん自宅で）など，音美書ジャンルを問わず様々な作品を鑑賞し，心震える 

    芸術との出会いを。 

家 庭：  教科書 P２６－５１まで読んでおく。 

  家族へ朝食か夕食をつくる 

 

 

 


