
教科 内容 郵送物

国語
①漢字プリント５枚　お手本を見て２回ずつ正しく練習する。
②教科書Ｐ.14～17 「野原はうたう」を５回音読する。

プリント

社会

①『Iワーク　地理１』※標準問題はやらず、解答を見ずに解くこと。
　　P.4、5をみて、要点の整理P.6、7　確認問題P.8を解く。
　　P.10、11をみて、要点の整理P.12、13　確認問題P.14を解く。
②教科書P.６～1９を読んで、理解を深める。

課題指示の
プリント

数学 「積み上げプリント」冊子（計算や答えはプリントに直接書き込むこと） プリント

理科 プリント１枚「植物の生活と種類」を解くこと。 プリント

保健 プリント1枚を教科書P42・43を見て記入する。 プリント

音楽 教科書P.84の｢音符・休符｣の表を覚えておく。 なし

英語 プリント３枚を解きましょう。 プリント

技術・家庭
技術分野　教科書Ｐ150・151「生物を育てる技術について知ろう」を読み、
プリント１枚を解きましょう。これから学習する「スプラウト」野菜について
興味をもっていてください。

プリント

中学１年　課題一覧



教科 内容 郵送物

国語

①教科書Ｐ.16,17「見えないだけ」、Ｐ.18～27「アイスプラネット」３回読
む。
②漢字プリント１枚
③『くりかえし漢字学習２』Ｐ.２～５ ★初回の授業で小テストします。

プリント
くりかえし
漢字学習２

社会

①『Iワーク　歴史1』※標準問題はやらず、解答を見ずに解くこと。
　　P.4～１４の　P.6、7
　　　　　　　　　P.1２、1３の要点の整理
　　　　　　　　　P.１４の確認問題
②教科書P.8～31を読んで、理解を深める。

課題指示の
プリント

数学 「積み上げプリント」冊子（計算や答えはプリントに直接書き込むこと） プリント

理科 プリント１枚「大地の変化」を、１年次の教科書を参考にして解くこと。 プリント

保健 プリント1枚を教科書P68・69を見て記入する。 プリント

音楽 教科書P.84の｢音符・休符｣の表を覚えておく。 なし

英語 両面コピーのプリントを1枚解く。 プリント

技術・家庭
①課題プリント２枚（食事調査、1日の行動）
②教科書P6～７を読み、学習ノートP10～１１を記入する。
また、朝食の大切さについて、学習ノートP１１にまとめましょう。

プリント

中学２年　課題一覧



教科 内容 郵送物

国語
①教科書P.16,17「春に」を５回音読し、感想と表現の特徴をノートに書く。
②『くりかえし漢字学習３』Ｐ.2～5 　　★小テスト実施予定

くりかえし
漢字学習３

社会

①『Iワーク　歴史Ⅲ』※標準問題はやらず、解答を見ずに解くこと。
　　P.4、5をみて、要点の整理P.6、7　確認問題P.8を解く。
　　P.10、11をみて、要点の整理P.12、13　確認問題P.14を解く。
②教科書P.198～211を読んで、理解を深める。

課題指示の
プリント

数学 「積み上げプリント」冊子（計算や答えはプリントに直接書き込むこと） プリント

理科
「ｉワークプラス」の１・２年の復習のページ（P.2～P.9）を解いて、丸付けをし
て提出する。

なし

保健 プリント1枚を教科書P110・111を見て記入する。 プリント

音楽 教科書P.84の｢音符・休符｣の表を覚えておく。 なし

英語 プリント３枚を解きましょう。 プリント

技術・家庭
家庭分野教科書　Ｐ184・185を見て学習ノートＰ108・109を記入、「まとめ
てみよう」も記入しましょう。

なし

中学３年　課題一覧



教科 科目 該当クラス 内容 郵送物

国語総合 １、２組

①マナトレ基礎編10級　5枚
　※〇つけをして、問題と解答を冊子のまま提出す
ること。
②漢字プリント1枚
　キーワード漢字2700（Ｐ4～15）を見て答えを
埋める。（又は辞書等を用いて調べる）下にその漢
字を２回ずつ書く。

マナトレ
プリント

国語総合 ３、４、Ａ組

①マナトレ標準編10級～７級まとめ　5枚
　※〇つけをして、問題と解答を冊子のまま提出す
ること。
②漢字プリント1枚
　キーワード漢字2700（Ｐ4～15）を見て答えを
埋める。（又は辞書等を用いて調べる）下にその漢
字を２回ずつ書く。

マナトレ
プリント

社会 世界史Ａ 全クラス

・教科書p.53～62を参考にプリント（Ｂ4 2枚）の
問題を解く。解答付き、〇付けをして提出。
※プリント…15．大航海と世界の一体化のはじまり
　　　　　　16．16世紀の西ヨーロッパ①
　　　　　　17．16世紀の西ヨーロッパ②

プリント

数学 数学Ⅰ 全クラス
①マナトレ　１０級すべて（１０枚目まで）
　はぎとらずに書き込んで冊子のまま提出
②中学復習プリント１枚

マナトレ
プリント

生物基礎 全クラス
アクセスノートP.2～5を行い、丸付けをして提出し
てください。

なし

化学基礎 全クラス
カラーノートp.2～7を行い、○付けをして提出して
ください。

なし

保健体育 保健 全クラス
保健体育ノートP2・P4を行う。現代高等保健体育
(教科書)P6～９を参考にする

なし

音楽 音楽Ⅰ 3組と音楽選択者 MOUSA P.144｢音符・休符｣の表を覚えておく。 なし

コミュ英基礎 1、2組
マナトレ基礎編をすべて行い、○つけをして問題の
み冊子のまま提出すること。

マナトレ

コミュ英基礎 3組
マナトレ標準編をすべて行い、○つけをして問題の
み冊子のまま提出すること。

マナトレ

コミュ英Ⅰ ４組
書き込み式ノート 英単語ターゲット1900［6訂版]
Workbook ①　Part1 P1～P10をやる

なし

コミュ英Ⅰ Ａ組
書き込み式ノート 英単語ターゲット1900［6訂版]
Workbook ①　Part1 P1～P10をやる

なし

英語特講 ４組

①城南予備校映像授業「英文法」文型・時制を見る
（教員が視聴確認をしています）
②高校リード問題集　英文法Ａ（黄色い問題集）
P.4～P.９の問題をノートに解く。
（問題集に書き込まない）…登校日にノートを提出
してください。

なし

英語特講 Ａ組

高校リード問題集　英文法Ａ（黄色い問題集）
P.4～P.９の問題をノートに解く。
（問題集に書き込まない）…登校日にノートを提出
してください。

なし

家庭 家庭基礎 全クラス
学習ノートのＰ２、Ｐ３、Ｐ４は自分自身の成長に
必要な課題を記入する表を完成させる。Ｐ５は私っ
てどんな人？の5つの質問を記入する。

なし

高校１年　課題一覧

国語

英語

理科



教科 科目 該当クラス 内容 郵送物

現代文
１･２･３組
４･Ａ組文系

①教科書Ｐ１５～２０「『私』という『自分』」を読み、
ルーズリーフ（ノートでも可）に４００字程度の感想文を
書き提出。
②副教材「キーワード漢字２７００」Ｐ１００～１０７を
覚える。授業開始時にテストを実施します。

なし

古典Ｂ B選択

①副教材「古文単語３１５」Ｐ３４～５９の古文単語を覚
える。授業開始時にテストを実施します。
②城南予備校映像授業　古文（４組文系）
活用・動詞、形容詞・形容動詞・係り結び、助動詞①～
⑥、計８講を視聴する。（教員が視聴確認しています。）

４組のみあり

地理Ａ 全クラス

・教科書p.4～21を読み込むこと（読めない漢字は調べて
おく）
・地理Ａノートp.1～５を解き、提出。
・地図帳p.1～２を見て、下記の国の位置関係について理
解すること。
　日本・中国・ロシア・イギリス・アメリカ・オーストラ
リア・南極
　※授業開始時に小テストします。

なし

日本史Ｂ Ａ選択

教科書ｐ１～ｐ２２と資料集ｐ１～ｐ２３を参照し、配付
されたプリントを完成させてください。授業開始後はかな
りのハイペースで進める可能性があるので、教科書は一読
しておくこと。

プリント

政治・経済 全クラス
・教科書　P６～２３
・ワーク　P２～９
※授業開始時にワークをチェックします。

なし

数学Ａ １・２・３・Ａ組
教科書Ｐ６～１１
練習１～８をノートに解いて提出

なし

数学Ａ ４組看護系・理系

①教科書Ｐ６～１１
　練習１～８をノートに解いて提出
②城南予備校映像授業　数学Ⅰ（１４時間分）

なし

生物 B選択
１年次に使用した生物基礎の教科書P.16.17「細胞の構
造」について名称、働きを中心に復習しておいて下さい。
授業開始時、小テスト実施予定です。

なし

化学 B選択

１年次に使用した化学基礎の教科書の裏表紙「元素の周期
表」をよく読んで、元素記号・元素名を復習しておいて下
さい。授業開始時に、原子番号1～20番、1,2,17,18族の
元素記号の小テストを実施する予定です。

なし

地学基礎 全クラス
地学基礎の教科書を参考に、P.4～P.31までの用語（太
字）のまとめのプリント（裏表で１枚）を完成させる。
予習になるので頑張ってやってみましょう。

プリント

保健体育 保健 全クラス 教科書P70～７３を参考に、保健ノートP６２・６４を行う なし

音楽 演奏研究 ３組

バイエルを使用している人は、初回のレッスンで３つは○
がもらえるよう練習しておくこと。バイエル以外の人は、
初回のレッスンで必ず○がもらえるよう自分の課題を練習
しておくこと。

なし

コミュ英Ⅱ 3組 自己紹介プリント(両面コピー)の紙を英語で書いてくること。 プリント

コミュ英Ⅱ ４組
教科書PerspectiveⅡのLesson1Part1-Part4 (p.12-
19)までノートに本文を2行おきに写し、新出単語を調べ、
日本語訳を書くこと。

なし

コミュ英Ⅱ Ａ組
教科書PerspectiveⅡのLesson1Part1-Part4 (p.12-
19)までノートに本文を2行おきに写し、新出単語を調べ、
日本語訳を書くこと。

なし

英語表現Ⅰ ４組 プリント２枚　・辞書を使いながら解く プリント

英語

高校２年　課題一覧

社会

国語

数学

理科



教科 科目 該当クラス 内容 郵送物

高校２年　課題一覧

英語表現Ⅰ Ａ組 プリント２枚　・辞書を使いながら解く プリント

英語特講 ４組

①城南予備校映像授業「英文法」文型・時制・助動詞・受
動態・不定詞・動名詞・分詞を見る（教員が視聴確認して
います）
②高校リード問題集Ａ　第１１章「分詞構文」，第１２章
「関係副詞，複合関係詞」のプリントを埋め、問題を解く
…登校日にプリント＆ノートを提出してください。

プリント

生活総合 Ａ選択 プリント１枚 プリント

子どもの発達と保育 ３組 学習ノートＰ２，Ｐ３を行っておいてください。 なし

保育基礎 A選択

教科書P8～13を読み、学習ノートP2～６に記載しましょ
う。
「日本のおりがみ事典」P40うぐいす、P42はと、p158
こいを折ってみましょう。

なし

医療時事教養 Ａ選択

新型コロナウイルスについて、「その感染経路・症状」に
ついて調べ、「これ以上の感染拡大を防ぐために私たち個
人ができる予防法、身近な人が感染してしまった場合の対
処法」について、自分の考えをＢ５ルーズリーフ１枚に文
章でまとめること。

なし

社会福祉基礎 B選択

家庭分野
教科書Ｐ８～１１、を読み学習ノートＰ２・３に記入。
授業が始まったらまとめ学習として、「人口減少」「待機
児童」についてのレポートが出ます。時間のある内にまと
めておきましょう。
社会科分野
教科書P１８～２３　ワークP７～９
授業にてワークをチェックします。

なし

専門基礎教養

英語

家庭



教科 科目 該当クラス 内容 郵送物

現代文 全クラス
Ｐ２、Ｐ４、Ｐ６、Ｐ１０の問題をノートに解く。
なお、この範囲は授業が始まった際にテストとしま
す。

なし

現代文特講 C選択

・「ニューエイジ現代文達成2＋」
・「ニューエイジ現代文達成2＋ 要約完成アシスト+
テーマ語彙」
１新しい共同体のかたち
２アイデアが生まれるとき

なし

基礎教養【国語】 C選択
基礎から始める文章アップ
Ｐ６～Ｐ１０ページを解き、テキストに直接書き込
む。

なし

古典特講 Ｄ選択

・「力をつける古典　ステップⅢ」Ｐ.4～7
※４組文系は城南予備校映像授業に取り組む
・読み方の基本①②　・解き方の基本①～④
・敬語①～④　(教員が視聴確認しています。)

なし

幼教国語 Ｄ選択
保育者のための文章作成ワークブックＰ８からＰ１
３までをよく読み、理解を深める。

なし

現代社会 全クラス ・ワークノートp.2～8　〇付けをして提出。 なし

基礎教養（社会） C選択
・テキスト「社会常識ノート」P４～１５
※授業開始時にチェックします。

なし

文化史 Ｄ選択
・世界遺産検定3級公式テキストの自分の興味のある
ページを観光雑誌を読むように目を通しておいてく
ださい。

なし

日本史特講 Ｅ・Ｆ選択

・(特進)城南予備校映像授業にてこれまでの復習を必
ず行う。可能であれば、予習も兼ねて見れるだけ見
ておくこと。
・(全員)4月20日以降、毎朝classiで配信するwebテ
スト
※現在classiが不調のため、「問題の配信がされな
い」・「解答ができない」等の問題が発生する可能
性がありますが、できる限り配信当日中に実行して
ください。

なし

日本史Ａ Ｅ選択

・教科書p.10～45まで読んでおくこと。（読めない
漢字は調べておく）
・教科書を読み、次の問題に答えること。
問１　「天保の改革」として行ったことは何か。
問２　薩摩・長州・肥前藩の有力者がそれぞれ改革
を行った。誰が何を行ったか、答えよ。
※各自ノートorルーズリーフにまとめて提出。

なし

数学Ⅲ ４組理系 城南予備校映像授業　数学Ⅱ（２０時間分） なし

数学ⅠＡ特講 Ｆ選択

副教材　LEGEND数学Ⅰ＋Ａ
Ｐ３６～３８の全問題をノートに解く
別冊解答を見ながら丸付けをして提出

※４組の生徒は城南予備校映像授業の
数学Ⅰ（１４時間分）と数学Ａ（７時間分）
に取り組むことを望む

なし

生物特講 C選択

１年次に使用した生物基礎の教科書P.16.17「細胞
の構造」について名称、働きを中心に復習しておい
て下さい。授業開始時、小テスト実施予定です。
※４組の生徒は城南予備校映像授業の生物「細胞」
「遺伝情報と分配」「ゲノム」に取り組んでみま
しょう。

なし

基礎教養
（理科） C選択 テキストを読んで予習しておいてください。 なし

理科実習 Ｅ選択
顕微鏡・ガスバーナーの各部名称と使い方を調べて
おいてください。

なし

国語

理科

高校３年　課題一覧

社会

数学



教科 科目 該当クラス 内容 郵送物

高校３年　課題一覧

化学特講 C選択

城南予備校映像授業の下記の講座に取り組んでおき
ましょう。
（※時間があれば化学基礎の範囲も見ておいてくだ
さい。）
　・官能基・分子式決定
　・脂肪族酸素化合物１＜アルコール～＞
　・脂肪族酸素化合物２＜カルボン酸～＞

なし

生物 ＥＦ選択
１年次に使用した生物基礎の教科書P.16.17「細胞
の構造」について名称、働きを中心に復習しておい
て下さい。授業開始時、小テスト実施予定です。

なし

音楽 ピアノ ３組

バイエルを使用している人は、初回のレッスンで３
つは○がもらえるよう練習しておくこと。バイエル
以外の人は、初回のレッスンで必ず○がもらえるよ
う自分の課題を練習しておくこと。

なし

コミュ英語Ⅱ １・２組
教科書COMMETⅡのLesson7Part1-3(p.76-81)
までノートに本文を2行おきに写し、新出単語を調
べ、日本語訳を書いてくること。

なし

コミュ英語Ⅱ 3組
自己紹介プリント(両面コピー)の紙を英語で書いてく
ること。

プリント

コミュ英語Ⅲ ４組

ターゲット単語、熟語のテスト勉強
今年度は、単語は毎週100個より30問出題［選択問
題］
熟語は毎週70個より20問出題［選択問題］
提出日には自分で勉強したものを提出してくださ
い。

なし

英語特講 ４組

①城南予備校映像授業「英文法」すべて見る（教員
が視聴確認しています）
②高校リード問題集Ａ　第２２章「形容詞，副
詞」，第２３章「前置詞」のプリントを埋め、問題
を解く…登校日にプリント＆ノートを提出してくだ
さい。

プリント

英語会話 Ｅ選択

ルーズリーフに英語で自己紹介を書いてくる。最低
１０行は書いてください。次のウエブサイトを参考
にしてください。
https://mysuki.jp/english-selfintroduction-
1706
http://eigoboost.com/self-introductions/
http://plus-life.jp/english-self-introduction/

なし

時事英語 Ｄ選択 看護学部の入試問題を解いてみましょう。 プリント

家庭 マナー １～３組必修

教科書Ｐ８～１１を読み、要点をルーズリーフ２枚
に書き写しましょう。（授業時に提出します。）そ
の後鏡の前で「立ち姿」「お辞儀」「歩き方」を実
践してみましょう。

なし

こころとからだ D選択
教科書(からだとこころの理解)P8～13まで、5回読
む
教科書p76～８１を読み、課題プリントを行う。

プリント

看護 D選択 教科書(基礎看護)P1～8まで、5回読む なし

ファッション
造形基礎 C選択

教科書Ｐ．４６～７３を読み、Ｐ．４７～４８の用
具の名称を覚えてください。

なし

フードデザイン D選択

きゅうりを半月切り（縦長に半分に切る）にして、
切った面を下にしなるべく薄く（２ｍｍ以下が望ま
しい）切る練習をして下さい。検定試験の必須課題
です。

なし

専門基礎教養

家庭

理科

英語


