
40 期生連絡 3 月 3 日(ひな祭り) 

 

 

英語科より連絡 

現在所有している教材で、次のものは２年生でも利用しますので所持していてください。 

・速読英単語必修編           ・Vintage           ・チャート式新々総合英語 

・Play on 入試編 1             ・Play on 入試編 2(CD は 2 年生で配布) 

・Steady Steps to Writing       ・発展演習英作文       ・Grasp 英語構文ノート 

 

 

※保健の「心肺蘇生法の実技テスト」について 

２・３・４組の３クラスが実施できていない状況です。学校が休校のため、実施できません。 

よって、全クラス共通で「心肺蘇生法の実技テスト」は評価に入れません。 

 

教科 課題 締切 勉強方法 

国語 現古漢 

①演習プリント（GLのみ） 

Google classroom、もしくはホームページにて、PDF

形式で配信。各自で印刷して解く。写真を撮って

classroomで提出。 

②問題集（任意） 

レベル・現古漢は問わない。ノート等に解いて提出。 

現代文 

③読書ノート 

1 冊以上。新書などがおすすめ。 

④社説ノート 

3 回分～。丁寧に行うこと。 

古文 

⑤和歌確認テスト（GLのみ） 

Google classroom で配信。 

⑥和歌リライト（書き換え）（GLのみ） 

Google classroom で配信。 

① ⑤ ⑥

Google 

classroom

上で指示 

 

②4/8(水 )

始業式 

番号順にし

て教員ロビ

ーに持って

くる。 

 

③④新年度

最初の現代

文の授業 

せっかくの機会ですのでぜひ

色々なジャンルの本を読んで

ください。長編小説や硬い評論

に挑戦するのも良いでしょう。 

『こころ』を授業で読んだと思

いますので、漱石の三部作に挑

戦してみるのはいかがでしょ

う。（前期三部作『三四郎』『そ

れから』『門』後期三部作『彼

岸過迄』『行人』『こころ』）青

空文庫でも読めます。 

（GL のみ）和歌確認テストに

ついては、今までの発表内容を

復習してから取り組んでくだ

さい。 

物理 

GS 

物理の授業で行った探究活動の動画もしくはスライド 3/13（金） 3/17（火)に鑑賞会を実施予定 

（詳細は classroom 上で指

示） 

世 界

史 

別紙参照ＰＤＦを一緒に置いておきます。   

 

https://www.aozora.gr.jp/index.html
https://www.aozora.gr.jp/index.html


数学  GL 数学Ⅰ・GS 数学Ⅰ 

①1 週間におおよそ 1回の頻度で今まで習った内容の 

問題プリントをPDF形式でGoogle Classroom配信。

それを各自で印刷するまたはノートを用意して画像見

ながら解く。解いた結果を写真にとって Google 

Classroom で提出。（レベルは GL：センター試験 

GS：難関大学程度。そろそろ現実と向き合おう） 

＜以下配信予定＞ 

3 月 1 回目：複素数と方程式 高次方程式 

  2回目：図形と方程式 

  3回目：三角関数 

  4回目～春休み課題：指数対数 

②また、中入GLGSは本来 0307 土曜日回収予定でし

た「完成ノート 指数対数」もやってくれれば受け付

けます。こちらの提出も写真を撮って Google 

 Classroom 提出 

③スタディサプリ  

今日中に配信しますので，気を付けておいてください。 

1 組～4組 GL数学A 

既に Google Classroom 数学A で指示済 

6 組～8組 GL数学A 

すでにプリントで配布済み。 

①の締切 

1 回目 

0313 金 

 

2 回目 

0320 金 

3 回目 

 

0327 金 

4 回目 

0403 金 

 

②の締切 

0307 土 

3 月 24 日

に提出 

今までは皆さんの時間も考慮

した形で課題を出してました。 

 

今回は予期せぬ休校となり、対

外活動もない中での宿題とい

うことで、実際の外の世界のレ

ベルを見てもらうレベルの宿

題にしました。じっくり考え

て、分からなければじっくり解

答を読んで、「勉強しながら」

解答してください。解答が 1

行 1 行何を言っているか舐め

るように理解してください。 

 

少しずつ勉強しましょう。 

3 点固定(起床時間・勉強開始

時間・就寝時間)をしっかり

と！くれぐれも昼夜逆転にな

らないように！ 

英語 ①AXEL d Lesson14,15 提出ノートを返却されてい

ない人はテキストにやるかレポート用紙に実施。 

②チャート式新々総合英語 

・p.136～169 不定詞の中にある TRY と EXERCISE１

＆２と章末 EXERCISES をレポート用紙かルーズリーフ

にやって提出 最初のページに不定詞、クラス、番号、名

前を記入 どの問題かもしっかり記入すること 別冊解

答を見て丸付け見直しをして提出 途中説明を見て文法

内容を理解し解くこと。 

③チャート式新々総合英語 

・ p.170 ～ 187 動名詞の中にある TRY と章末

EXERCISES をレポート用紙かルーズリーフにやって提

出 最初のページに動名詞、クラス、番号、名前を記入 ど

の問題かもしっかり記入すること 別冊解答を見て丸付

け見直しをして提出 途中説明を見て文法内容を理解し

解くこと。 

④CROSSBEAM4 Lesson 10～14  

※NAVI-BOOK にやって提出 Vocabulary Building と

Check drill もやること 

⑤チャート式新々総合英語 

全て高２の

成績に入れ

ます 

 

①②③ 

3 月 24 日提

出 

 

④高 2 最初

のコミュ英

の授業で提

出 

 

⑤高 2 最初

の英語表現

の授業で提

出 

 

⑥高２最初

のコミュ英

みなさんは文法が苦手です。英語の

運用能力を上げるためには単語、文

法の基本的な事項をインプットす

ることが必要です。インプットしな

ければアウトプットはできません。

チャートは非常に詳しく説明が乗

っているので熟読し、理解し、問題

を解いてインプットできたかを確

認して下さい。 

 

CROSSBEAM の文法事項は少し

難しいです。できなかった場合は解

説をよく読んで、こういう表現があ

るのだと把握すれば構いません。 

 

単語は英語を理解するうえで一番

大事なことです。速単必修編を地道

にやってください。これを今のうち

からしっかりやれば絶対に高校３

年生で受験勉強をやり始めたとき



・p.188～207 分詞の中にある TRY と EXERCISE と章

末 EXERCISES をレポート用紙かルーズリーフにやって

提出 最初のページに動名詞、クラス、番号、名前を記入 

どの問題かもしっかり記入すること 別冊解答を見て丸

付け見直しをして提出 途中説明を見て文法内容を理解

し解くこと。 

⑥速読英単語 長文１～１２の単語（1～8 は復習です） 

一応この範囲ですが単語帳は自分の英語力を上げるため

にどんどん勉強しましょう。 

⑦Vintage No.1～204（復習） 

 Vintage はこれ以外にも語法やイディオムを自分の英語

力を上げるためにどんどん勉強しましょう。 

⑧Steady Steps to Writing 予習 L11 分詞 p.48-51 

p.51 は GS は全部 GL は 1,3,5 を解く 

⑨自主勉強したものを提出すれば、平常点に加点します。

英検の勉強など積極的にやろう！ 

の授業で小

テスト実施 

 

⑦高２最初

の英語表現

の授業で小

テスト実施 

 

⑧高２最初

の英語表現

の授業で提

出 

 

⑨随時提出 

に楽になります。継続は力なり。 

 

 

ＧＬの生徒は高校２年生の１年間

で基本的な力をつけましょう。今ま

だ英語の学習量が少ない人が多い

です。とりあえずやる。やって成績

が上がらない場合はぜひ相談して

ください。 

 

GS の生徒は基本的な事項をどんど

ん学習し、知っていて当たり前とい

うようになってください。自ら難し

いものにチャレンジしよう！ 

LHR

総合 

春休みの課題として 

①自分史 4000字の冬休み書いた分からさらに 4000

字追加（冬の宿題と合わせて 8000字） 

②自分史冊子 

「11、自分をアピールしよう」（ｐ64ｐ65 履歴書のみ書く） 

「12、2年後の私への手紙」（便箋・封筒各自用意） 

③「学校詳細比較ワークシート」 

大学第一志望もふまえて興味ある大学 5 個を調べ、先

日クラスで配られた緑色のスタサプシートに書いて提

出 

① ② ③

0407 火 

始業式日 

新担任に 

 

 

 

 


