
科　目 4/23(木)～4/30(木)の課題 5/1(金)～5/6(水)の課題 5/7(木)～5/10(日)の課題 課題提出・評価方法など
終了

確認欄

国語
総合

　　《以下の課題について、解答欄を空欄にせず、すべて埋めるように取り組む》

週末課題：「常用漢字ダブルクリア　四訂版」５級⑦～⑨（Ｐ１４～１９）

※間違いは正しい答えを赤で直す。

プリント２枚

１、朝学習用のプリント第二回、第三回に取り組む。

　※不正解の漢字は正しい答えを赤で直し、裏の練習欄に三回ずつ正しい漢字を書く。

２、前回配付した両面印刷の「ふしぎと人生」のプリント（裏面のすべての問題）を、

　　教科書を使用しながら取り組む。

　　（答え合わせをして、間違いは正しい答えを赤で直す。）

　※4月に予定していた確認テストは、休業開けに実施します。

「体系古典文法準拠ノート」（Ｐ２～５）

※「体系古典文法」（Ｐ６～１２）の説明を読んでから、「体系古典文法準拠ノート」の

　問題に取り組むこと。（答え合わせをして、間違いは正しい答えを赤で直す。）

左記の課題の復習をし、十分に理解する。 臨時休業明けの最初の授業

社会
と

情報
　前回同様 　左に同じ

追加の課題
小千谷高校のホームページをチェック(夕方１回は必ず)し，最新の情報を入手する。

社会と情報 学習ノートの
「１章 情報社会」（17ペー
ジまで）臨時休業明けに提出

数学

＜前回配付物の確認＞

■臨時休校用課題帳の表紙に書いてある取り組み方にしたがってやる。

「ＮＨＫ高校講座 数学Ⅰ」(https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/suugaku1)でネット検索すると

動画で学習できます。ぜひ参考にしてください。

＜今回配付物＞

①学習状況リサーチ　１枚

②３TRIALチェック表　１枚

③学習補助プリント(両面印刷)　１枚

■ペーパーに書いてある指示にしたがって取り組む。

　左の課題は一通り終わっているはずですので，中間考査に向けて間違った問題の見直し，解き直
しを十分にやっておくこと。

追加の課題
①レターパックに同封したプリント「学習状況リサーチ」の質問２で自己評価がＡになるように今
ある課題を完璧に消化する。
②休校明け授業は４４ページ「絶対値を含む方程式・不等式」から始めて，第２章「集合と命題」
に進みます。休業明けの授業で「教科書練習問題集その２」を配ります。すぐに取り組めるように
６５ページまで予習を進めてください。

・課題帳と学習状況リサーチ

の２点は臨時休業明け5/7(数

学授業)に提出。

・３TRIALノートは授業再開

後に担当の先生が提出日を指

定。

世界史
Ａ

配付されたプリント（39　世界分割と一体化の進展）を教科書P122・123、資料集236～244を読ん
で解答し、内容を理解する。
このプリントからも考査に出題されるのでよく勉強しておくこと。

配付された白地図（ヨーロッパ）の作業を行い、国名・山脈名などを覚える。（氏名を書いて提
出）

左記の課題の復習をし、十分に理解する。 臨時休業明けの最初の授業

現代
社会

教科書（P42～49）を読み、資料集ライブ現代社会（P99～105、P143～145）を参考にしながら、

配付されたプリントおよび『新現代社会ノート』（P24～29）に取り組んでください。

臨時休業明けの最初の授業時に配付されたプリントおよび『新現代社会ノート』を提出してくだ

さい。配付されたプリントの穴埋め問題で分からない箇所は、後日解答を配りますので確認して

ください。

教科書（P52～53）を読み、資料集ライブ現代社会（P106～110）を参考にしながら、『新現代社会ノート』
（P30～31）まで取り組んでください。臨時休業明けの最初の授業時に『新現代社会ノート』を提出してくださ
い。

左記の課題の復習をし、十分に理解する。 臨時休業明けの最初の授業

物理
基礎

教科書P.6～9を読んで、問１～４をやる。物理基礎学習ノートP.6～7をやって、○付け。授業復
習用ノートを準備して、そのノートにやること。

教科書P.10～13を読んで、問５～８をやる。物理基礎学習ノートP.8～9をやって、○付け。授業復
習用ノートを準備して、そのノートにやること。

教科書P.15を読んで、問９をやる。物理基礎学習ノートP.10をやって、○付け。授業復習用ノート
を準備して、そのノートにやること。

臨時休業明けの最初の授業

生物
基礎

リードlightノートp.20①～⑦，p.21～23の基本問題10～21を解答し，内容を理解する。なお，解
答はリードlightノートに直接書き込まず，別に用意した専用のノートに記入すること。

リードlightノートp.6、p.9の基本問題8･9、p.28の章末総合問題35を解答。
リードlightノートp.15～16、p.20⑧～⑮、p.24～25の基本問題22～27、p.28の章末総合問題36を
教科書を参考にしながら解答し、理解すること。

リードlightノート専用の
ノートをいつでも提出できる
ように準備をしておくこと。

音楽Ⅰ

保健 臨時休業明けの最初の授業

体育

小千谷高校校歌を覚えて歌えるようにする。
　※5月下旬に校歌のテスト（歌詞を見ないで）を実施します。

教科書８ページから１７ページ

　１健康の成り立ち　２私たちの健康のすがた　３健康に関する意思決定・行動選択と環境づくり　４生活習慣病とその予防

 　プリント２枚提出です。

　終わった人は学習ノート148･149ページをやりましょう。(提出はしなくてよい）

○各自健康管理を適切に行いましょう。一日30分程度は汗をかく程度の運動を

　心がけてください。(有名アスリートの動画も配信されているから参考に）

○体温の記録を忘れずに行いましょう。毎日同じ条件、時間、で計ることが望ましいです。

○プリントを見て学校体操をやってみましょう。学校体操はテストがあります。

県立小千谷高等学校　１年生

5/7(木)～5/10(日)学習課題一覧 〔５月１日（金）掲載〕

【両面印刷】



科　目 4/23(木)～4/30(木)の課題 5/1(金)～5/6(水)の課題 5/7(木)～5/10(日)の課題 課題提出・評価方法など
終了

確認欄

コミュ
ニケー
ション
英語Ⅰ

ア）単語課題：①キクタン Basic 【Day 1～Day 5】の単語テスト（→英表ワークプリント

　　　　　　　　のLesson2-2の裏面に印刷）にチャレンジする。→『ミニ本 No.1』で答

　　　　　　　　え合わせをする。

　　　　　　　②キクタン Basic 【Day 6～Day 10】の『ミニ本No.2』を作成する。

　　　　　　　　⇒ミニ本＆電子辞書を活用して⇒単語テストに備えて音読して暗記をす

　　　　　　　　る。

　

　

《以下の２つは解答欄を空欄にせずに、すべて埋めるように取り組む》

イ）週末課題：CROSSBEAM【Chapter ２】を「提出ノート」に解答し、赤ペンで答え合わ

　　　　　　　せをする。　　間違えたところは答えを書き込み確認。

ウ）教科書　：①Lesson １の予習完成ノートと問題プリントの答え合わせ。

　　　　　　　　（4/20までの課題）

　　　　　　　②Lesson ２(Part1～Part3) 予習完成ノートと各パートの教科書の問題と

　　　　　　　　まとめの問題（今回郵送のLesson２プリント）をやる。

ア）単語課題：③キクタン Basic【Day 11～Day 15】の『ミニ本No.3』を作成する。

　　　　　　　　　⇒ミニ本＆電子辞書を活用して⇒単語テストに備えて音読して暗記する。

　

《以下の２つは解答欄を空欄にせず、すべて埋めるように取り組む》

イ）週末課題：CROSSBEAM【Chapter３・４】を「提出ノート」に解答し、赤ペンで答え合わせ

          　　をする。　間違えたところは答えを書き込み確認。

ウ）教科書　：③Lesson ２の予習完成ノートと問題プリントの答え合わせ。

              （4/30までの課題だったところ）

　　　　　　　④ Lesson １と２の復習。答え合わせでなおしたところを中心に学習する。

　　　　　　　   さらに 教科書CDを利用して、Lesson 1 と Lesson 2 の単語と英語本文の

                 読み練習を各20回以上する。

                   ※この音読学習も『考査重要対策』となります※

ア）単語課題：単語音読の徹底的な練習を含め、単語テストへの準備

　　　　　　　⇒ミニ本＆電子辞書を活用して⇒単語テストに備えて音読して暗記する。

　

イ）週末課題：CROSSBEAM【Chapter１・２・３・４】の復習

ウ）教科書： Lesson １とLesson ２の

              ①予習完成ノートの復習

　　　　　　　②教科書音声CDを利用してLesson 1 と Lesson 2 の単語と英語本文の音読

　　　　　　　　練習を各10回以上する。

                   ※この音読学習も『考査重要対策』となります※

ア）キクタンBasic

①の単語テストは、英表プリ

　ントの裏面で提出物となる

②Day6～10と③Day11～15の

　単語テストは休業終了後の

　最初のコ英Ⅰの授業で行う

イ）の「提出ノート」は、休業

終了

　　後に登校した日の朝提出

　 【英語係が担当者へ運搬】

ウ）は Lesson1・2 両方の問題

プリ

   ントを休業終了後の最初の

   コ英Ⅰの授業で提出

英語
表現
Ⅰ

＊4/19までの課題復習テスト（Get Ready/代名詞/不規則動詞変化の活用表）プリントをや

  り、指示に従って答え合わせと追加の学習をする。特に代名詞・不規則動詞活用表は完璧

  に覚える！

＊ワークブックのP12～P17を印刷したプリント《Lesson 1, Lesson 2-1,Lesson 2-2》に

　取り組み、答え合わせをする。 間違えた問題は『ワークブック』の該当の問題番号

　に×を書き込み、配付した≪課題ノートプリント≫に正解できるまで解く。

【実力アップ　β課題】（今回の課題の文法項目の理解度アップにつながります。「中学校

  で英語が苦手だった」という人も、今以上に実力をつけたい人も、ぜひ取り組んでくだ

 さい）

　→電子辞書内の『Vision Quest 総合英語』の序章「文の成り立ち」、第１章「文の種類」

　　(Lesson1)、第２章「文型と動詞」(Lesson2)、動詞の語法、を学習しましょう。

【実力アップ　α課題】継続

＊キクタンReading の Day 1 の音読練習。 Day 2の音読ができるように単語の発音等を

　　確認し、音読練習する。

＊不規則変化動詞活用表 No.2 に取り組み、すべて暗記する

＊電子辞書内教材『ゼロから始める英文法（中学レベル）』の各課の解説を読み、

　「学習した内容を確認してみましょう！」を解答し、答え合わせをする。

　※郵送した『ゼロから始める英文法　実施チェック表』に学習後に書き込みをし、

　　第１課～第１１課・第１６課・第２２課をやる。→間違えたところの再チェック。

【実力アップ　θ課題】（中学での学習内容の復習が高校での学習の土台を作ります！）

　上記の『ゼロから始める英文法（中学レベル）』の残りの部分（第１２課～１５課・

　第１７課～第２１課・第２３課～第２６課）について、各課の解説を読み、「学習し

　た内容を確認してみましょう！」を解答し、答え合わせをする。

※『実施チェック表』に活用して問題集一冊分を全部終わらせることを目標に取り組み

　ましょう。　間違えたところの再チェックも忘れずに。

【実力アップ　β課題】継続【実力アップ　α課題】継続

ア）【実力アップ　α課題・β課題・Θ課題】（まだ取り組んでいない人のみ）

イ）キクタンReading　：　引き続き、Day1・Day2の徹底的な音読の反復学習

ウ）不規則変化動詞活用変化表の動詞を完璧に覚える！

エ）『ゼロから始める英文法』の復習

提出物はすべて休業後最初の

英表の授業で提出する。

4/19までの課題

・Get Ready①②③④

・課題ﾉｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄ　計３枚

4/30までの課題

・課題復習プリント

・ﾜｰｸﾌﾞｯｸ Lesson1・2-1・2-

2

・課題ﾉｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄ　計４枚

5/6までの課題

・ゼロから始める英文法 実

施チェック表　２枚

実力アップ課題は休業終了後

の最初の授業で提出してくだ

さい。

総合
探究

ア）スタディーサポートのPlanning Book（1年生）をよく読んで、進路研究ワーク③、④をや

る。

　　冊子にそのまま記入する。

　　Pianning Book P.24～36・・・進路研究ワーク③（P.37）

　　Pianning Book P.38～41・・・進路研究ワーク④（P.42）

イ）「志望学部学科決定」の冊子を読み、大学・短大の学問分野を研究してください。

ア）スタディーサポートのPlanning Book（1年生）をよく読んで、進路研究ワーク⑤をやる。

　　冊子にそのまま記入する。

　　Pianning Book P.43～63・・・進路研究ワーク⑤（P.64～65）

イ）夢ナビライブ講義動画を少なくとも５講義以上を視聴して、「夢ナビ視聴レポート」を

　　完成させ提出する。

ウ）「志望学部学科決定」の冊子を読み、大学・短大の学問分野を研究してください。

左記の進路研究課題に引き続き取り組む。

・ｽﾀﾃﾞｨｻﾎﾟｰﾄPlanning Book

・夢ナビ動画講義視聴レポート

・夢ナビライブ申込書

・夢ナビライブ学校同意書

　　　　　　　休業明け提出

その他

＊スタディーサポートの学力サーチ（国語α・数学α・英語α・記述式）を
　もう一度解いて、○付けする。間違えた問題を再度確認する。

＊スタディーサポートの学力サーチ（国語α・数学α・英語α・記述式）を
　もう一度解いて、○付けする。間違えた問題を再度確認する。

【両面印刷】


