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【全日制 ４月１０日版】学習の指針について（お知らせ） 

 
臨時休業期間中は、既習範囲の復習やこれからの学習の先取り学習など、まとめて学習

する期間として有効に活用してください。以下、学習の指針を掲載しますので、参考にし

てください。今後、これらの中から課題として提出する内容もあります。それぞれ計画的

に学習を進めておいてください。課題に関する連絡は、再度、掲載します。 
 
【第３学年】  

教科 学習の指針 
国語科 配布したプリントにしたがって学習する。 

地歴・公民科 

日本史Ｂ（普）：指示にしたがって課題を行うこと。 
日本史Ａ（美）：指示にしたがって課題を行うこと。 
世界史Ｂ（普）：プリントを持っていった生徒は、その指示にしたがって

課題を行うこと。 
世界史Ａ（美）：指示にしたがって課題を行うこと。 
地理Ｂ（普）：指示にしたがって課題を行うこと。 
政経（普・美）：教科書 P6～P14 を読んで予習しておくこと。 

数学科 

普通科 
４月７日（水）の指示に準じる。 

美術科 
数学Ⅱの三角関数について、教科書を読み、アベレージの問題を解く。

余力があれば指数・対数の内容も教科書を読み、アベレージの問題を解く。 

理科 

物理・生物  配布プリント参照 
化学     教科書の「第３編 無機物質」について学習しておいてく

ださい。学校再開後は、２年生の化学の続きからやってい

きます。 

物理基礎・化学基礎・地学基礎 既習範囲の内容を復習して下さい。 
生物基礎  配布プリント参照 

保健体育科 

【体育】 
課題：1 日 20 分～30 分のランニングおよびトレーニング 

＊各自時間を見つけて実施し、活動記録を A４用紙にまとめ、提出するこ

と。 
英語科 ４月７日配布プリントの指示のとおり。 

美術科 既に課題は出してありますが、この機会に普段出来ない事、この機会だ

から出来ることに目を向けて、自ら課題を見つけて取り組んで下さい。 
 



【第２学年】  
教科 学習の指針 

国語科 

配布したプリントにしたがって学習する。 
※４月７日（火）登校日に普通科へ配布した、現代文・古典の「学習指導計画」の内容

に不備がありました。内容を訂正したものを次回登校時に配布します。 
同日に配布した「２年生普通科の皆さんへ」の内容で学習を進めてください。 
（現代文補助教材  誤 「ちくま科学評論選」 → 正 「ちくま評論選」） 

地歴・公民科 

日本史Ａ（普）：指示にしたがって課題を行うこと。 
       （教科書 P18～P25 参照） 
日本史Ａ（美）：指示にしたがって課題を行うこと。 
       （教科書 P20～P25 参照） 
世界史Ａ（普）：指示にしたがって課題を行うこと。 
倫理（普・美）：教科書 P6～P19 を読んで予習しておくこと。 

数学科 

普通科  
数学Ｕ  
数学Ⅱの教科書 p162～p176（対数関数）をよく読み、スタンダードの

p78～p83 のＡ問題を解く。余力があれば、Ｂ問題も解く。 
数学Ｖ  
数学Ｂの教科書 p6～p19（数列の序盤）をよく読み、スタンダードの

p142～p147 のＡ問題を解く。余力があれば、Ｂ問題も解く。 
美術科  
１．アニメーションの原画完成（１年時の課題） 
２．数学Ⅱの教科書 p8～p15 をよく読み、例１～７を理解する。その

後、アベレージの１，２，３，７を解く。 

理科 
ＳＳ化学  配布プリントを完成させてください 
ＳＳ物理  配布プリント参照 
ＳＳ生物  配布プリント参照 

保健体育科 

【体育】 
課題：1 日 20 分～30 分のランニングおよびトレーニング 
＊各自時間を見つけて実施し、活動記録を A４用紙にまとめ、提出するこ

と。 
【保健】 
 課題：学習範囲のレポート提出（A４用紙２枚） 
第 2 単元  １ 思春期と健康について 
＊テーマに関しての「知識」・「理解度」をしっかりと示すこと。 
レポート用紙１枚目は、教科書等を参考にしてテーマに関する普遍的な事

実を徹底的に調べてまとめること。２枚目は、そのテーマに内在する問題

点や疑問点を見つけ出し、自ら問いを設定するなど、学びが深まるような

レポートにすること。 
＊最初の授業日に提出。 
＊ネット検索しコピペした内容は認めません。直筆でまとめること。 

芸術科 
＜音楽Ⅱ＞ 
教科書 p103～105「ベートーヴェンの生涯をたどろう」の内容を、Ａ４

用紙２枚にまとめて提出しなさい。 



＜書道Ⅱ＞ 
教科書『書Ⅱ』p8，9 と p24，25 をよく読み、秦の始皇帝が統一した縦

長の篆書体が、漢代にかけて徐々に横幅の広い隷書体に変化した理由を考

察し、Ａ４用紙（横書き）1 枚にまとめましょう。 
※文字は楷書または楷書に近い行書を使い、丁寧に書くこと。 
＜美術Ⅱ＞既に課題が出ています。 

英語科 

【普通科】 
Provision II  Lesson1 (Part3,4)  Lesson 3 (春休み中に指示済み) 

Lesson 4  Lesson 6 予習をする 
POLESTER Lesson 1~Lesson4  Practice･Translation の予習 
英語の構文１５０  
第１章 It 構文 第２章 不定詞 第３章 動名詞 第４章分詞（春休

み中に指示済み） 

【美術科】 
My Way    Lesson 1 予習 
Big Dipper  Lesson1～4 予習 

家庭科 

【美術科】 
・教科書 p14～18 を読み、学習ノートｐ５①p6～7 を記入する 
・料理、洗濯、掃除等をやり、生活的自立をめざす。その記録を学習ノー

ト p15 に記録する。 

美術科 
既に課題は出してありますが、この機会に普段出来ないこと、この機会

だから出来ることに目を向けて、自ら課題を見つけて取り組んでくださ

い。 
 
【第１学年】 

教科 学習の指針 
国語科 配布したプリントにしたがって学習する。 

地歴・公民科 
地理Ａ（普）：教科書 P4～P13 

資料集（GEO）P6～9，P148～P151 
を読んで予習しておくこと。 

数学科 

普通科  
数学Ｓ 
教科書「詳説数学Ⅰ」p.5～p.56（第１章 数と式）をよく読んで学習し、

問題集「スタンダードⅠ・Ａ」p.4～p.25 の『Ａ問題』に取り組むこと。

余力がある人は『Ｂ問題』にも取り組むこと。 
数学Ｔ 
教科書「詳説数学Ａ」p.5～p.37（第１章 場合の数と確率 第１節・第

２節）をよく読んで学習し、問題集「スタンダードⅠ・Ａ」p.94～p.109 の

『Ａ問題』に取り組むこと。 
美術科 
数学Ⅰの教科書 p.9～p.25（第１節 整式）を読み、アベレージ p.4～

p.21 の問題を解く。 



情報科 教科書「新・情報の科学」資料①～⑥を精読する。資料⑦～⑪，序章に

目を通しておく。 

理科 
ＳＳ生物    配布物参照 
ＳＳ地学    配布物参照 
ＳＳ総合科学  配布物参照 

保健体育科 

【体育】 
課題：１日２０分～３０分のランニングおよびトレーニング 

＊各自時間を見つけて実施し、活動記録をＡ４用紙にまとめ、提出するこ

と。 
【保健】 
学習範囲のレポート提出（A４用紙２枚） 
第１単元  １ 私たちの健康のすがたについて 
＊テーマに関しての「知識」・「理解度」をしっかりと示すこと。 
レポート用紙１枚目は、教科書等を参考にしてテーマに関する普遍的な

事実を徹底的に調べてまとめること。２枚目は、そのテーマに内在する問

題点や疑問点を見つけ出し、自ら問いを設定するなど、学びが深まるよう

なレポートにすること。 
＊最初の授業日に提出。 
＊ネット検索しコピペした内容は認めません。直筆でまとめること。 

芸術科 

＜音楽Ⅰ＞ 
生徒手帳にある校歌の楽譜および歌詞をＡ４サイズの用紙に書き写し

て提出すること。五線紙を購入する必要はありません。五線は手書きで

結構です。 
＜書道Ⅰ＞ 
近年、書道は作業療法やリハビリに活用されるなど、その効用が注目さ

れています。毛筆で文字を書く効果・効用を１０点ほど箇条書きにし、そ

のうえであなたの考えをまとめましょう。（教科書『書Ⅰ』p5 までを参考

に） 
※全体でＡ４用紙（横書き）２枚に収め、文字は楷書または楷書に近い行

書を使って丁寧に書くこと。 
＜美術Ⅱ＞既に課題が出ています。 

英語科 

【普通科】 
配布された英語科「年間学習計画」表に従い、「第一期」学習予定内容に

ついて、学習を進めておこう。なお、Chart と Grand View の解答冊子

は、次の登校時に配布する。 
【美術科】 
・コミュニケーション英語Ⅰ： 

教科書「MY WAY」p.152－p.156 の内容を復習しておこう。 
ノートを準備し（大きさなど不問）、何度も書いて練習しよう。 

・英語表現Ⅰ：プリントの宿題に取り組もう。 

家庭科 

【普通科】 
・教科書ｐⅠ～Ⅲ、p1 の「これからの世界と私たち」１，２を読み、持続

可能な開発目標（SDGs）の１７の目標を調べ、あなたの生活を踏まえ

て最も解決したいと思う目標を 1 つ選び、①どのような点で問題だと思



うか、②あなたならどのような解決策を提案するか、Ａ４用紙２枚程度

で論じてください（パソコン、手書きどちらでも可）。 

美術科 
既に課題は出してありますが、この機会に普段出来ないこと、この機会

だから出来ることに目を向けて、自ら課題を見つけて取り組んでくださ

い。 
 
 
 
 

担当 全日制教頭（茅野・関）   
電話 ０５２－７２１－５３５１  


