
教科 群 講座名 担当 休校中の課題 テスト範囲

家庭 Ｄ ファッション造形基礎

今井

休校明けに各自時間を見つけて、作
品を完成させてください。実習室を使
用する場合は今井まで、申し出るこ
と。作品提出2月16日（水）まで

なし

家庭 Ｃ① フードデザイン

今井

授業で配布済みのプリントの学習をし
てください。プリントの確認がすんでい
ない生徒は、休校明けに、今井まで提
出すること。

連絡の通りです。

家庭 Ｂ① 家庭基礎

杉本 授業時に配布されたプリントを利用し
て、テスト勉強をしてください。

【衣生活】教科書126～130、132～136、
140～143、プリント№１～３【消費経済】教科書
178～184、プリント№１、Coution！契約社会を
生きる【住生活】教科書153～155、プリント№１

家庭 Ｄ② 家庭基礎

杉本 授業時に配布されたプリントを利用し
て、テスト勉強をしてください。

【衣生活】教科書126～130、132～136、
140～143、プリント№１～３【消費経済】教科書
178～184、プリント№１、Coution！契約社会を
生きる【住生活】教科書153～155、プリント№１

家庭 エ② 家庭基礎

杉本 授業時に配布されたプリントを利用し
て、テスト勉強をしてください。

【衣生活】教科書126～130、132～136、
140～143、プリント№１～３【消費経済】教科書
178～184、プリント№１、Coution！契約社会を
生きる【住生活】教科書153～155、プリント№１

家庭 Ａ 家庭総合

今井 授業で配布済みのプリントで、自宅学
習をしてください。

【経済分野】○教科書　Ｐ１００～１０７、
１１０～１２７○プリント　№１～№５○Caution！契
約社会を生きる（紫のパンフレット）○DVD「消費
生活とトラブル防止」（ワークシートなし）○重要
ワード【住居分野】○教科書　P２２２～２３９○プリ
ント　№１～３○「一人暮らしの部屋探し」○「間取
りを読み取る」○DVD「快適に暮らす住居」（ワー
クシート有り）○重要ワード

家庭 ア 家庭総合

今井・杉本 授業で配布済みのプリントで、自宅学
習をしてください。

【経済分野】○教科書　Ｐ１００～１０７、
１１０～１２７○プリント　№１～№５○Caution！契
約社会を生きる（紫のパンフレット）○DVD「消費
生活とトラブル防止」（ワークシートなし）○重要
ワード【住居分野】○教科書　P２２２～２３９○プリ
ント　№１～３○「一人暮らしの部屋探し」○「間取
りを読み取る」○DVD「快適に暮らす住居」（ワー
クシート有り）○重要ワード

家庭 Ｃ② 子どもの発達と保育

授業で配布済みのプリントで、自宅学
習をしてください。休校明けにテスト範
囲のプリントを提出してください。

【教科書】Ｐ３９～９４【プリント】○知的発達、言
葉の発達、情緒の発達○人間関係の発達○
生活と養護○子どもの遊び○生活習慣の形成
○健康の管理と事故防止【絵本について】ど
のような力が育つか、あなたの考えをまとめ
る。

外国語 Ｂ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ（基礎） 瀬野・助川・田代・
小泉 テスト勉強 予定どおり　L9&L10 

外国語 Ａ② 英語表現Ⅰ 高野 テスト勉強 p.42～p.50①に変更。②～④はカット。

外国語 Ａ① 英語理解 瀬野 教科書とプリントの見直し。 連絡通りです。Unit 8 ~ 10
外国語 Ｂ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ（進学） 高野 テスト勉強 予定どおりL6&7

外国語 Ｃ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ（基礎） 高野 テスト勉強 予定通り

外国語 エ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ（基礎）

助川・神田

テスト勉強
神田クラス：ドリルとプリントは10日
（木）考査開始前に回収

予定通り

（助川クラスで２／７に配布予定だった「対策
プリントの答え」は該当生徒宛にクラスルーム
にて送信します。答えはストリームの投稿に
表示される予定です。）

外国語 Ｃ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ（進学） 瀬野 教科書とプリントの見直し。 連絡通りです。L4 Part4,   L9 Part1~3
外国語 エ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ（進学） 瀬野 教科書とプリントの見直し。 連絡通りです。L4 Part4,   L9 Part1~4
外国語 Ｄ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ（基礎） 田代 テスト勉強 予定通り

外国語 Ｂ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ（進学） 神田 テスト勉強 予定通り

外国語 ア ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ（進学） 神田 テスト勉強 予定通り

外国語 ウ 英語セミナーⅠ（基礎）
神田

テスト勉強　未提出課題→
提出は14日（月）考査開始時まで

予定通り

12月7日以降の授業プリントから

外国語 ウ 英語セミナーⅠ（進学） 瀬野 教科書とプリントの見直し。 連絡通りです。L9 Part4, L10 Part 1~3
外国語 Ｅ 英語会話 小泉 テスト勉強 予定通りL8&L9
外国語 ア① 英語会話 小泉 テスト勉強 予定通りL8&L9

外国語 イ 英語表現Ⅰ
神田・高野

テスト勉強
神田クラス：ノートは15日（火）考査開
始前に回収

p.42～p.50①に変更。②～④はカット。

外国語 ア 英語表現Ⅱ 助川（早川・小
林）

テスト勉強・後期期末評価プリント テストなし。代わりの評価プリントを行うこと。

公民 Ａ① 現代社会 岩崎 テスト学習 ｐ８０～ｐ８３の１１行目、ｐ８６～ｐ９０の１４行目、
ｐ９２～ｐ９３の２行目

公民 Ｃ② 現代社会 岩崎 同上 同上

公民 Ｅ 現代社会 岩崎 同上 同上

公民 ウ 現代社会 岩崎 同上 同上

公民 Ａ② 政治･経済 岩崎 テスト学習 テスト学習用プリントで指示済み

公民 Ｂ② 選択政治･経済 指示なし 指示なし

公民 Ｂ① 倫理 岩崎 テスト学習 ｐ９０～ｐ１０６，ｐ１１０～ｐ１１２の２行目

国語 E 現代文A 渡辺修 テスト勉強 「政治の基本は民主主義」



国語 ウ 現代文A
渡辺修

テスト勉強（プリントの解答をもらって
いない生徒は、休校明けに渡辺まで
取りに来てください。）

「政治の基本は民主主義」

国語 ア 現代文B 渡辺修 テスト勉強（休校明けにプリントの解答
を渡辺まで取りに来てください。）

「山月記」（「経験の教えについて」はテスト範囲
に含めない。）

国語 Ｄ 現代文Ｂ 長谷川 テスト勉強をしてください。 プリントの通りです。

国語 Ｄ 現代文Ｂ 内山 テスト勉強をしてください。 プリントの通りです。

国語
Ｄ 現代文Ｂ

羽二生 テスト勉強をしてください。 「永訣の朝」「僕らの時代のメディアリテラシー」
「デューク」

国語 Ｃ① 古典Ａ

渡辺修

テスト勉強（「苛政猛於虎也」の内容理
解のプリントをもらっていない生徒は、
休校明けに渡辺まで取りに来てくださ
い。）

「丹波に出雲といふ所あり」「苛政猛於虎也」

国語 Ａ 古典Ｂ 石原 授業時配布の課題等、テスト勉強をし
てください。

鴻門の会

国語 エ 古典B 長谷川 テスト勉強をしてください。 プリントの通りです。

国語 エ 古典B 渡辺修 テスト勉強 「小柴垣のもと」「侵官之害」

国語

Ｃ 国語総合（基礎）
石原

テスト勉強をしてください。未提出課題
等がある場合はやってください。

徒然草「序段」「仁和寺にある法師」
漢詩「静夜思」「春望」
用言の活用

国語
Ｃ 国語総合（基礎）

羽二生 授業で配ったプリントの通り、テスト勉
強をしてください。

プリントの通りです

国語
Ｃ 国語総合（基礎）

内山 授業で配ったプリントを使い、テスト勉
強をする。

プリントの通りです。

国語 Ｃ 国語総合（進学） 長谷川 テスト勉強をしてください。 プリントの通りです。

国語
イ 国語総合演習Ⅰ（基礎）

羽二生 課題はありません。前回の授業までの
提出物で評価します。

問題集４２ページから４９ページまで

国語
イ 国語総合演習Ⅰ（基礎）

内山 課題はありません。前回の授業までの
提出物で評価します。

問題集４０ページ～５３ページ
プリント１枚

国語 イ 国語総合演習Ⅰ（進学）
石原 テスト勉強をしてください。

lt2現代文14~18lt1古文12と助動詞

国語 ウ 国語表現
石原

授業時に指示された課題を未提出の
人は考査最終日までに提出してくださ
い。

国語

Ｅ 国語表現
羽二生

授業中に指示された課題が終わって
いない人は考査最終日までにやって
提出してください。

国語 Ａ① 国語表現 羽二生 課題はありません。

国語 Ｅ 国語表現 内山 課題はありません。

国語 Ａ① 国語表現 内山 課題はありません。

商業 Ｄ② ビジネス基礎 田中 テスト勉強 教科書Ｐ７５～Ｐ８９

商業 イ ビジネス基礎 田中 テスト勉強 教科書Ｐ７５～Ｐ８９

商業 Ａ① ビジネス実務 田中 テスト勉強 教科書Ｐ６２～Ｐ７７

商業 Ｂ マーケティング テスト勉強 教科書ｐ１１３～１５０，
問題集ｐ５８～８４

商業 Ａ② 経済活動と法 田中 テスト勉強 教科書Ｐ６４～７６

商業 ア① 原価計算 田中 テスト勉強 問題集のプリント

商業 Ｅ 広告と販売促進 テスト勉強 教科書Ｐ３８～８２，
問題集ｐ２５～５２

商業 エ② 広告と販売促進 テスト勉強 教科書Ｐ３８～８２，
問題集ｐ２５～５２

商業 ア② 財務会計Ⅰ 田中 テスト勉強 問題集のプリント

商業 Ｃ 情報処理 テキストをみて、関数や計算式の確認
をしてください。

全商情報処理検定テキスト３級の実技問題すべ
てがテスト範囲です。授業中の連絡どおり実技
テストをします。

商業 Ｄ 簿記

テスト勉強

プリント　基本練習問題１～５
プリント　模擬試験問題第１回
プリント　模擬試験問題第２回
プリント　９３回検定試験問題
(プリントのｐ１～２４）

数学 Ａ② 数学Ａ
永井 テスト勉強

連絡したとおりです。
2/17(木)ワーク提出わすれずに♪

数学

ウ 数学Ａ

品田 テスト勉強

予定通り　教科書　P75～P86 ,  P92～P98 , 
P106～P111,P113～P116 ,  P136～P141
プリントＮｏ６（冬休み前　図形）プリントＮｏ７（冬
休み前　図形）プリントＮｏ８（後期期末前　整数）

数学
ウ 数学Ａ

永井 テスト勉強
連絡したとおりです。
2/17(木)ワーク提出わすれずに♪

数学 Ｂ① 数学Ｂ
大竹 テスト勉強

予定通り　教科書P80～P91練習33，P96
教科書の練習問題，配付した課題（プリント）を
しっかりやる。

数学 ウ 数学Ｂ

大竹 テスト勉強

予定通り　教科書P75～P77，P81～P91練習
33，P96
教科書の練習問題，配付した課題（プリント）を
しっかりやる。

数学 Ａ 数学Ⅰ（基礎） 頓所 連絡済み

数学 Ａ 数学Ⅰ（基礎） 松永 テスト勉強 連絡済み

数学

Ａ 数学Ⅰ（基礎）
大竹

予定通り　教科書P127～P135，P143～P157，
P164～P167，P178～P179
配付した課題（プリント）をしっかりやる。

数学 Ａ 数学Ⅰ（基礎） 坂口 テスト勉強 連絡済み



数学 Ａ 数学Ⅰ（進学）

品田 テスト勉強

予定通り　教科書P140～P180　　ただしP151
(研究)は除く
問題集(基本と演習テーマ　数学Ⅰ)　
P84～P107　ただしP91 (テーマ88，練習204)、
は除く

数学 Ｃ 数学Ⅱ（基礎） 坂口 テスト勉強 連絡済み

数学 エ 数学Ⅱ（基礎）

品田 テスト勉強

予定通り　教科書　P１７０～１８７（微分法）
P１９６～２０８（積分法）
プリントNo６８～Ｎo８７　 

数学 Ｃ 数学Ⅱ（進学） 頓所 テスト勉強 連絡済み

数学 エ 数学Ⅱ（進学） 西川 テスト勉強 連絡済み

数学 Ｂ・Ｅ 数学Ⅲ 永井 テスト勉強 連絡したとおりです。

数学 イ 数学セミナーⅠ（基礎） 坂口 テスト勉強 連絡済み

数学 イ 数学セミナーⅠ（進学） 西川 テスト勉強 連絡済み

数学 イ 数学セミナーⅡ 品田 テスト勉強 日時の変更
　９日（水）７限に実施します

数学 Ｅ 数学活用
品田 テスト勉強

予定通り教科書　P８６～P１１１ただしP９７，
１０２，１０３は除くSPIより　濃度の計算、年齢の
計算、植木の本数

数学 ア① 数学活用 西川 テスト勉強 連絡済み

地歴 Ａ①、Ａ②
Ｃ①、Ｅ

世界史Ａ
小林逸 テスト勉強

教科書Ｐ158～Ｐ163、Ｐ172～Ｐ177(ワシントン
体制まで)、
プリントNo.29～No.37の左側

地歴 Ｄ、ア 世界史Ｂ
小林逸 テスト勉強

教科書Ｐ148～P158,P192～197 、
プリントNo.51～No.62

地歴 Ｄ① 選択世界史Ｂ 中野 テスト勉強 以前連絡したとおりです。

地歴 Ｂ② 選択地理Ｂ 中野 テスト勉強 以前連絡したとおりです。

地歴 Ｄ② 選択日本史Ｂ 根津 次回登校時に授業ファイルを提出して
ください。

テストはありません。

地歴 Ｃ① 地理Ａ
中野 テスト勉強

教科書ｐ134～135，162～175
※プリントNo26までになります。

地歴 Ｅ 地理Ａ

中野

テスト勉強
今日授業でやる予定だったプリント
No27をのちほどクラスルームで送りま
す。各自取り組んでください。（テスト
範囲にはしませんが，テスト勉強にな
ると思います。）

教科書ｐ134～135，162～175
※プリントNo26までになります。

地歴 Ａ 地理Ｂ 中野 テスト勉強 教科書ｐ88～96，102～127，135
地歴 ア 地理Ｂ 中野 テスト勉強 教科書ｐ88～96，102～127，135
地歴 Ａ②、Ｃ② 日本史Ａ

根津
復習プリントと練習問題を利用してテ
スト勉強をしてください。

教科書:Ｐ72～83(｢運輸業の形成｣まで)
復習プリント:No.4～6(｢3 運輸業の形成｣の内容
まで)

地歴 Ｂ、ア 日本史Ｂ
根津 テスト勉強

教科書:Ｐ112～143(12行目まで)
※連絡済の部分に加え、Ｐ143の13行目以降を
カット

保体 Ｄ① 保健① 金井・西潟 テスト勉強 以前連絡した通り。

保体 Ｄ② 保健① 浅見 テスト範囲のノートを終わらせて下さ
い。

保体 Ｄ② 保健① 西潟 テスト勉強 教科書Ｐ32～62、保健ノートＰ26～55
保体 Ｂ① 保健②

古市 配布済みのプリントをしっかりとやって
下さい。

テスト範囲
教科書P８０～P１０５

保体 Ｂ② 保健② 浅見 テスト範囲のノートを終わらせて下さ
い。

理科 Ａ 化学
吉田 テスト勉強

教科書：p.147～p.171とp.206～p.215
ワーク：連絡済みの範囲から,p.94要点整理
（㉕),(㉖）も除外。

理科 ア 化学
吉田 テスト勉強

教科書：p.147～p.171とp.206～p.215
ワーク：連絡済みの範囲から, p.94要点整理
（㉕),(㉖）も除外。

理科 Ｄ② 化学基礎
吉田 テスト勉強

教科書：p.100～p.123
ワーク：p.46～p.55(範囲から除外する問題は以
前連絡したとおり）

理科 Ｅ 化学基礎
吉田 テスト勉強

教科書：p.100～p.123
ワーク：p.46～p.55(範囲から除外する問題は以
前連絡したとおり）

理科 イ 化学基礎
吉田 テスト勉強

教科書：p.100～p.123
ワーク：p.46～p.55(範囲から除外する問題は以
前連絡したとおり）

理科 イ 化学基礎 山崎 テスト勉強 配布済みのプリントを参照

理科 イ 科学と人間生活 松尾 ワークや配付済み課題に取り組む 連絡済(テストは教科書のみ持ち込みOK)
理科 Ｅ 科学と人間生活 松尾 ワークや配付済み課題に取り組む 連絡済(テストは教科書のみ持ち込みOK)
理科 ア① 科学と人間生活 松尾 ワークや配付済み課題に取り組む 連絡済(テストは教科書のみ持ち込みOK)
理科 Ｃ 生物

渡辺 テスト勉強
教科書p154〜p199、準拠ノートp58〜p73(p78
章末[1]〜[4]のみ)

理科 Ｄ 生物
山崎 テスト勉強

講座のクラスルームを参照(クラスコード　
rxofhua)

理科 エ 生物
山崎 テスト勉強

講座のクラスルームを参照(クラスコード　
nvluzof)

理科 エ① 生物演習 吉田 課題なし なし



理科 Ａ① 生物基礎 山崎 テスト勉強 配布済みのプリントを参照

理科 Ｅ 生物基礎 山崎 テスト勉強 配布済みのプリントを参照

理科 ア② 生物基礎
渡辺 テスト勉強

教科書p88〜p115  、準拠ノートp30〜43(p42
章末[2]〜[4]のみ)

理科 Ｂ 地学 松尾 練習問題22～24を完成させる 連絡済

理科 Ｃ② 地学基礎 中村正 テスト勉強 連絡済

理科 ア① 地学基礎 中村正 テスト勉強 教科書：Ｐ１０２～１２５
ワーク：Ｐ５２～６９

理科 ア② 地学基礎 松尾 ワークや配付済み課題に取り組む 連絡済(教科書のみ持ち込みOK)
理科 Ｄ 物理

中村正

ワーク 272、275、277、279、351、379、380、
381、382、384、385、386、387

対策プリント

理科 エ② 物理演習 中村正 ワーク「ステップアップノート」の復習 なし

理科 Ｅ 物理基礎 中村正 テスト勉強 授業プリント：２３～３０
ワーク：Ｐ２４～３５

理科 ア② 物理基礎 中村正 テスト勉強 授業プリント：２３～３０
ワーク：Ｐ２４～３５


