
３　年　生 所要時間 ２　年　生 所要時間 １　年　生 所要時間
【現代文】 【現代文】 【現代文】

教科書p.231～238『言語と記号』 １　『自己とは何か』村上春樹　教科書p8～p15 ・新書等を一冊選んで読む。 200分

※詳細はロイロノートで指示 ・語句調べ・初読の感想をノートに書く。・学習プリント２枚 100分

２　ＬＴ現代文①～③(百字要約も自分で書くこと。) 90分 【古典】

【古典】 【古典】 ・『全訳読解古語辞典　引き方ワークブック』 60分
教科書p.174～177『源氏物語』車争ひ １　『十訓抄（大江山いくのの道）』教科書p14～17 ・『古文単語330』基本古語　動詞（35語）を覚える。 80分

※詳細はロイロノートで指示 ・ノート作成（本文写し・語句調べ・現代語訳）・学習プリント２枚 120分 ・教科書P.8からの「古文入門」4作品を読んでおく。 60分
2　『故事成語（知音）』教科書p199

「完成現代文」９～１２ ・ノート作成（本文写し・書き下し文・現代語訳）・学習プリント２枚 120分

「完成古典」９、１０、１３、１４ ３　古文単語テスト勉強（テストは以下の日程で、配信します。）

※5/7提出 第１回　４月１７日（金）１０時　第一章　動詞p34～p45 60分

１週間に２題程度進めてください。 第２回　４月２４日（金）１０時　第一章　動詞p46～p59 60分

※解答の配布や提出についてはロイロノートで指示します。

【政治･経済】 【世界史Ａ】 【現代社会】

・課題プリント(4枚)を仕上げる。提出期限4/19(日) ・教科書を読んで、世界史Ａノートをまとめる(解答する)。 ・ワークブックp.2～p.6　4/19提出(ロイロノートに写真を 100分
・4stagep.12～p.21を仕上げる。提出期限4/26(日) ・上記の内容を時間割にそって実施し、ロイロノートの 撮って提出すること)　以後の課題は別途指示します。

【日本史B】 提出箱に写真を撮って提出すること。

・教科書や図説を参考にして、それぞれの教科担任 【世界史Ｂ】

から出されたプリントを仕上げる。 ・教科書を読んで、配布した授業プリントをまとめる。

【倫理】 ・ウィニングコンパスを仕上げる(解答する)。
　重要事項の整理　Ｂ４裏表１枚　提出しなくてかまいません　各々過去問の前にやること 50分 ・上記の内容を時間割にそって実施し、ロイロノートの

　トライ過去問　　①　日本固有の思想　Ｂ４表１枚　　提出〆切り4/19(日)　 50分 提出箱に写真を撮って提出すること。

　　　　　　  　　　　②　日本仏教の受容　Ｂ４裏表１枚　提出〆切り4/26(日) 100分 【日本史B】

　　　　　　　　　　③　日本仏教の展開　Ｂ４裏表１枚　提出〆切り5/3(日)　 100分 ・教科書や図説を参考にして、それぞれの教科担任

プリントの注意事項をよく読んで、提出して下さいね！ から出されたプリントを仕上げる。

【地理Ｂ】 【地理Ｂ】

・教科書や地図帳、資料集を参考にプリントを仕上げる。 ・ワークブック・サクシード・新地理の研究を教科書等を参考にして仕上げる。

数学探究A 【数学Ⅱ】 【数学Ⅰ】

ニューステージ数学演習ⅠAⅡBの指定したページ 週3回50分 （文理共通） プリント７枚

数学探究B 教科書ｐ８２～　 ４０分／日 （２日に１枚はやる。4/29に解答を配信後、丸つけ） 15分／日
ニューステージ数学演習ⅠAⅡBの指定したページ 週4回50分 　ロイロノートを通じて授業動画アドレスと練習問題の ※ できた人は、プリントで指定されているサクシードを

解答を配信しますので、授業動画を見て、該当する 　サクシード用ノートを作ってそれに解く。

数学Ⅲ・理数数学Ⅱ 教科書の練習問題を解き、ロイロノートの提出箱に 4/23～動画配信

数学探究C・理数数学特論 提出すること。 ①スタディサポートの「学習マップ」による学習

数学Ⅲの教科書P26～61の練習問題 毎日90分 （理型と文型で２次試験に数学が必要な人） 　D～A判定の問題をすべて視聴

サクシードP16～27の重要例題およびA問題 チャート数学ⅡB ②動画を見て、指定問題を解く

　図形と方程式の分野の練習問題を解くこと。 ５０分／週 　（後日、ロイロで問題を指定します。動画視聴後、解答）

（数研出版のHPで例題の解説動画が配信されています。） 【数学A】

4/23以降、動画を視聴し、指定問題を解く。

（後日、ロイロで問題を指定します。）

【物理】 【物理基礎】 【化学基礎・理数化学】

・熱と気体までプリントで予習。(ロイロで配信) 600分 ･等加速度直線運動までプリントで予習。(ロイロで配信) 300分 ・教科書対応プリント４枚（今後範囲を広げます）

・熱と気体までセンサーの問題演習。 ･等加速度直線運動までセンサーの問題演習。 ・教科書対応プリントと課題（ロイロで提出） 100分/週
【理数物理】 【生物基礎・理数生物】 ・Let's try note 化学基礎Vol.0 化学への架け橋 30分×5日
・円運動から熱と気体までプリントで予習。(ロイロで配信) 600分 ・授業ノートの予習（ロイロノート） 100分／週 ・NHK高校講座動画視聴 20分/１回
・円運動から熱と気体までセンサーの問題演習。 ・各自演習（県問題集）

【生物・理数生物】 【化学・理数化学】 【理数生物】
・授業ノートの予習（ロイロノート） 50分／日 ・教科書対応プリント（ロイロで提出） 100分/週 ・授業プリント（週２コマ） 50分／回
・小テスト（ロイロノートに随時配信） 20分／回 【化学探究】 ・確認問題 週10～30分
・校内実力テストの復習（再開後提出指示） 60分 ・物質量復習プリント（ロイロで提出） 50分/週 　ロイロで示したスケジュールにしたがって進める。

【生物探究】 【地学探究】 20分/回＋α 【地学基礎】 20分/回＋α

週１回配信される問題を解き、復習をする（ロイロノート） 100分 ・NHK高校講座地学基礎を視聴（詳細はロイロノートで指示） ・NHK高校講座地学基礎を視聴（詳細はロイロノートで指示）

　（自己採点してロイロノートへ提出） （データ量に制限がかかる等あれば無理に見なくてかまいません。） （データ量に制限がかかる等あれば無理に見なくてかまいません。）

【化学・理数化学】

・教科書対応プリント（ロイロで提出） 250分/週
【化学探究】

・ロイロで配信される課題（提出） 100分/週
【地学探究】 【２０９SS】 【１０９SS】

・模試の過去問 30分/回＋α ・レポート提出（5/7）（ロイロノートSS参照） 450分 ・レポート提出（5/7）（ロイロノートSS参照） 300分
（ロイロノート学校共有フォルダ→04理科→地学探究→３年生模試過去問）

【３０９SS】

・出品計画表提出（5/7）（ロイロノートSS参照） 150分
【美術Ⅲ】 【美術Ⅱ】【書道Ⅱ】 【美術Ⅰ】【書道Ⅰ】

・デッサン等、進学希望先の実技試験に対応した制作 180分/隔日 50分/週 100分/週
【書道Ⅲ】

・課題をロイロノートを通じて提示するので、期日など 【音楽Ⅱ】 【音楽Ⅰ】

確認してレポートを提出すること。 ・音楽アンケート（ロイロで提出） 15分 ・音楽アンケート（ロイロで提出） 15分
・My favorite music・・・自分のお気に入りの曲をプレゼン
しましょう。ジャンルは問いません。ロイロノートのカードに
曲のタイトル、アーティスト名、好きな理由、おすすめポイ
ントなど、伝わりやすくアピールしてください。曲数は問い
ません。（ロイロで提出）

20分～

・My favorite music・・・自分のお気に入りの曲をプレゼンし
ましょう。ジャンルは問いません。ロイロノートのカードに曲
のタイトル、アーティスト名、好きな理由、おすすめポイント
など、伝わりやすくアピールしてください。曲数は問いませ
ん。（ロイロで提出）

20分～

・HPの校歌音源（ブラスバンド）を聴き、校歌の歌詞を覚え
ましょう。楽譜は南高手帳に載っています。 覚えるまで

・Cutting Edge 1  Lesson11～14   1時間/日 ・コミュⅡ　テキスト Lesson1 のプリント ・コミュ英Ⅰ　教科書　Lesson1のプリント

・LEAP　第1～3回　小テスト ・英表Ⅱ　Ｌ１～Ｌ４の補充プリント（解答付き） 80分/日 ・英表Ⅰ　教科書プリント 自主学習を
・be English Expression Ⅱ　Lesson 19,20 ・単語value1700　２回分 ・英単語　プリント 含め
・Vintage　第1、第2回　小テスト 80分/日
・PROMINENCE Ⅲ　Reading Skills p.6～18 追加教材・自学教材はロイロで配信します。 4/13に配布したプリント以外は、自主学習用も含め、 以上

１日の授業時間＋１時間は学習に取り組もう。 随時ロイロ上で配信するので、意欲的に取り組もう。

＊詳細はロイロノートで指示した通り。

家庭科技術検定 ・自己紹介プリント　※記入後、表紙裏面にのり付けする １０分
・被服製作４級・食物調理４級の実技練習 ６０分 家庭科ノート

・はじめに　　・１～６ページ ６０分
・家事労働に取り組もう（９ページに記入） １０分以上/日

・最新 情報の科学 学習ノート ５章１節 ７０分
 ※丸付けをして、ロイロノートの提出箱に写メを提出

提出締切日

 p.84、85 　4/17(金)　　p.86、87　4/23(金)

 p.88、89 　5/1(金)　 　p.90、91　5/6(水)

体育(全学年共通) ・保健(普通科) 保健(普通科)

・毎日、南高体操・補強運動(腕立て・腹筋・背筋等) ２０分/回 ・課題をロイロノートを通じて提示するので、 ５０分/回 ・課題プリントをロイロノートを通じて配布するので、 ５０/回
を行い、体力の維持に努める。 期日など確認してレポートを提出すること。 保健用のノートを準備し、文章・解答を含め書写して写真

・週１回、体育理論の課題をロイロノートを通じて ５０分/回 撮って提出すること。

出すので、提出すること。 保健(理数科) ５０分/回
体育(1年生) ・課題発表プリント・単元プリントの提出

・南高体操の動画を送るので、実践しながら体操を ３０分/回
覚える。
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令和２年度　臨時休校中課題一覧

理
科

・課題をロイロノートを通じて提示するので、期日など確認
してレポートを提出すること。

・課題をロイロノートを通じて提示するので、期日など確認し
てレポートを提出すること。
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