
2020 年 5 月 14 日 

13 期生 2 年次担任一同 

 

＊ 提出物は全て名前を書くこと。 

＊ 郵送物に不足があれば連絡をお願いします。 

 郵送物 備考 

学年 

〇スタディーサポート 

一式 

 

・説明プリント（両面）・・・・すぐに読んで理解しておくこと 

・3科目(国・数・英)問題と学習リサーチ 冊子 4 冊 

・解答マークシート冊子（4 枚組）・取り扱い注意 

５／２３(土)に実施すること 

 

5 月末に返信 

〇学年通信 両面  1 枚  

〇クラス時間割 プリント 1 枚 日々の学習計画をたてるとき

の参考にしてください。 

〇健康観察表 6 月分 A4 プリント 1 枚 忘れずに毎日検温を行う 

〇返信封筒 2 枚 一方は、5/18 までに返送すること（5/20必着） 

他方は、5月末に使用する（後日指示を出します） 

1 回、210 円切手 1 枚を貼る。

（一方に 2 枚入っているため

注意すること） 

〇PTA 冊子 保護者用です。総会欠席の場合は「委任状」を提出 「委任状」の場合は可能であ

れば１８日返送用封筒に入れ

てください。 

課題 郵送物 備考 

必修科目 

〇現代文 B ・「ミロのヴィーナス」プリント、「山月記」プリント 

・評論速読トレーニング 1000 ４，５，６回 

・小論文チャレンジノート vol.３ （あずき色の冊子） 

６月の登校日に提出予定 

〇古典 B 郵送物はありません。 

予習ノート作りと、古語テストを受け忘れないように

してください。 

６月の登校日に提出予定 

〇世界史 A ワークシート （冊子）  

〇日本史 A ・近代日本の形成―１～ ﾜｰｸｼｰﾄ （B4 冊子） 

・日本史 A の学習について （B5 プリント） 

 

〇化学基礎 

 

＜２年１組、６組＞ 

「自宅学習課題の解答」、「自宅学習課題②」と「確認テスト

①②」を渡します。教科書・配信授業（予定）を見ながら自

宅学習課題に取り組むこと。その後、自宅で確認テスト①②

課題の範囲や提出するものは別

途連絡します。 

 

 

1３期生 ２年次 5 月 郵送物一覧  



に取り組んで下さい。 

＜２年２～５組＞ 

ワークシートの冊子 

 

 

〇体育 ・体育「運動計画表」冊子 

・体育レポート課題いついて（B5 １枚） 

 

〇保健 ・2 年次 保健 休校期間中の学習について②（A3

プリント） 

 

 

〇コミュニケーション

英語Ⅱ 

① Lesson1 “Let’s explain one Japanese dish~” 英

作文 

② Lesson2 “Do you know any working dogs?” 英作

文 

③ 『ベーシックノート』Lesson3 解答編 

①,②ともに、最初 

のコミュⅡの授業で担当教員

に提出する。 

〇英語表現Ⅱ ・EｘpressionⅠ～ プリント冊子  

〇家庭基礎 前後半共通プリント 10 枚。郵送で資料集別冊小冊子

と一緒にプリントを渡します。教科書と資料集と小冊

子を参考に課題を進めてください。 

最初の授業 または 6 月の登

校日 

★★ ここまでの、19 種類は 全員に入っています。 ★★ 

また、公務員模試や担任からの手紙など、個人的に入っている人もいますので、しっかりと中身を確認

し、過不足があれば、5/18～の電話等面談の際に報告してください。指示を出します。 

選択科目 

〇選択古典 B 郵送物はありません。 

予習ノート作りと古文アチーブ２を進めてくださ

い。 

６月の登校日に提出予定 

〇実用国語 郵送物はありません。 

 １８日の週から「パスポート国語必携」を使用

します。 

 

〇数学 B 

 

郵送物はなし。 

classi 動画、教科書での勉強を進めてください。 

5 月末に返信 

〇数学Ⅱα 

（数学ⅡB 演習） 

課題④ 教科書ワークシート   

〇数学Ⅱβ 

 

課題④ 教科書ワークシート  

〇数学ⅠA 演習 郵送物はなし（Classi で指示）  

〇総合生物 郵送物なし  

〇総合物理 郵送物はなし（HP と Classi で指示）  

〇世界史 B プリント冊子  



○日本史 B 郵送物なし  

〇歴史総合 レポート用紙  

〇世界探訪 郵送物なし  

〇総合英語 

 

 

 

冊子 １冊  

〇実用英語 郵送物なし  

〇スポーツⅡ プリント  

〇スポーツ概論 プリント  

〇声楽 郵送物なし  

〇絵画 郵送物なし  

〇ビジュアルデザイン 郵送物なし  

〇クラフトデザイン 郵送物なし  

〇情報デザイン 郵送物なし  

〇フランス語会話 プリント  

〇ドイツ語会話 郵送物なし  

〇韓国語入門 郵送物なし  



☆課題だけでなく、進路実現に向けた学習も進めよう！☆ 

「郵送物なし」の科目については別途 classi 等で指示が出るものもあります。毎日 HP

と classi をチェックするようにしてください。また、今回郵送した課題は２週間分に

なります。毎週月曜、火曜日に HP 上にどの課題に取り組むべきかを掲載しますので、

必ずチェックするようにしてください。 

 

 

 

 

 

〇看護基礎 プリントを、教科書を参考にしてプリントを完成さ

せる。 

6 月 1 日に学校に到着する

封筒に入れて提出する 

〇心理学基礎 郵送物なし 

 

6 月 1 日に学校に到着する

封筒に入れて提出する 

〇社会福祉入門 冊子に課題と原稿用紙が挟み込まれている。 6 月 1 日に学校に到着する

封筒に入れて提出する 

〇伝統文化Ⅰ 郵送物：①将棋の駒の動き方（A3 一枚）、②詰将棋ワ

ークシート（A4 五枚綴り）、③授業アンケート（A４

一枚） 

課題：①をよく読み、②と③をすべて回答して下さい。 

返信用封筒を利用して学校

へ郵送して下さい。 

〇子どもの発達と保育 3 つの課題を出しています。小論文的なものと手作り

絵本の製作です。詳細は担任の先生から渡してもらい

ます。 

最初の授業 または 6 月の登

校日 


