
学習項目一覧表（高校３年文系）

教科 科目
週コマ数
（1コマ50

分）
学習方法

学習範囲
（教科書該当範囲など）

提出物

国語 現代文B 4

教科書「舞姫」の毎週配信される解説動画を見ながら内容理解に努め課
題ノート、ワークシートを行う。週1時間プログレスを1単元ずつ進め
る。新国語問題総演習を繰り返し行いテストに備える。プリンターがな
くてもワークシートや小テストを解いた解答はノートに記せば良い。プ
ログレスも解説ともにアップ済みなので手元に原本がなくても取り組め
るようにしている。

教科書「舞姫」・学習課題ノート「舞姫」・新国語問題総
演習第1章・第2章・プログレス現代文発展編　単元４〜
6・他小論文のフォルダにガイダンスシートあり。

「舞姫」ワークシート、もしくは転
記したノート・課題ノート・プログ

レス

古典B 4

右の範囲➀～③について毎週1本ずつの予定で解説動画を配信予定（➂
については配信済み）。
通常の授業同様に予習を行い、動画を確認した後で復習に取り組むこ
と。動画配信の前に自習や動画と連携して活用できるプリントも配信予
定。プリントをもとに教科書やノートを用いて活用できるようにするの
でプリンターがなくても心配無用。
自習課題範囲については本来、前期中間試験までに扱う予定だった範囲
であり、前回示した範囲と同様である。すでに終わっているものは反復
による定着を目指し、着手していない者はこの期間に取り組むこと。

➀古文教科書「おもて歌のこと」『無名抄』（201頁）
➁漢文教科書「図窮而匕首見」『史記』（112頁）
➂プログレス古文【発展編】単元１、２
※上記➀～③は動画授業を配信予定。
➃古文単語（26～89頁）
➄新国語問題総演習（160～189頁、292～299頁）
➅プログレス古文【発展編】単元３～６
※上記➃～➅は自習課題範囲であり、前回示した課題と同範囲である。終
わっていない場合は早急に取り組むこと。

プログレス古文【発展編】単元１～
６
別冊の文法・語彙ノート含む。

国語演習B 2

右の➀、②について、毎週１本ずつ解説動画を配信予
定。事前に本文の読解に取り組み、解説を確認し、復習
に取り組むこと。
現時点では本文を丁寧に読みこむことを目的にしている
ので、予習・復習は問題を解いて答え合わせをして終え
るのではなく、本文の構造を図式化する、わからなかっ
た語彙・文法などを調べて定着させることを目指して欲
しい。

➀プログレス現代文【完成編】単元３、4
➁プログレス古文【完成編】単元４、5

左の範囲。

地理歴史 世界史演習 4

１．七月革命から順次授業プリントとプリント解説用の
パワポを配信します。プリントはスタディサプリで配信
します。パワポはGoogle classroom内の世界史から視聴
してください。
自学自習や予備校・スタディサプリの動画等で学習済み
の場合は、先の範囲に進んでも構いません。
２．スタンダード、入試問題集などを利用しながら演習
を行い知識を定着させてください。
３．教科書をよく読んでください。
４．手段は問いません。自分に合った手段を選んで学習
を進めてください。

七月革命から順次行っていきます。教科書ｐ258～ｐ277を
一区切りとします。

予習を行いたい人は
教科書ｐ283～301の範囲を学習
スタディサプリスタンダードレベル世界史22講・23講を視
聴
詳説世界史スタンダードｐ100～ｐ105

授業再開後に授業内試験を行いま
す。
七月革命から南北戦争までを範囲と
します。

地理歴史 日本史演習 4

4月に引き続き、5月も授業を進めます。
①classroomに配信される動画を視聴しながらプリントに
沿って内容を確認。
②教科書を読み内容をより理解する。
③資料集・史料集などを用いてプリントを充実させる。
④小テストや問題集を利用し知識を定着させる。

4月に引き続き、5月も授業を進めます。
教科書p262(廃藩置県)-p282(民権運動の再編)
資料集・史料集・問題集は上記に該当するところ。
※4月の配信：p235(鎖国の動揺)-p261(戊辰戦争と新政府
の発足)は動画配信を完了しています。(文化史除く)

ご自宅で授業プリントを印刷できる
人は、引き続きプリントを完成させ
て、再開初回授業で提出とします。
もし印刷が難しい場合は、ノートに
写して提出とします。

世界史演習
（自選）

2

スタンダードの現代史の部分を教科書をみながらノート
に予習する。
余裕がある人はスタディサプリハイレベル世界史45講・
46講を視聴する。

スタンダードｐ132【戦後世界秩序の形成】～ｐ147【現代
文明の諸特徴】 

スタンダードを解いたノートを提出

日本史演習
（自選）

2

授業を進めます。
①classroomに配信される動画を視聴しながらプリントに
沿って内容を確認。
②教科書を読み内容をより理解する。
③史料集・史料集などを用いてプリントを完成させる。
④小テストや問題集を利用し知識を定着させる。

教科書p366(敗戦)-p376(日本国憲法の制定)
資料集・史料集・問題集は上記に該当するところ。

ご自宅で授業プリントを印刷できる
人は、引き続きプリントを完成させ
て、再開初回授業で提出とします。
もし印刷が難しい場合は、ノートに
写して提出とします。

公民 政治経済 2

配信：スタディサプリにて毎週火曜日の正午前(予定）に
1週間分（授業2回）の課題を配信（必要に応じてグーグ
ルクラスルームも利用）。
・配信する「講義スライド」を参考に教科書の該当部分
とあわせて理解が進んだところで、「演習問題」に取り
組み「解答例」で答えあわせをする。
配信するデータ：「講義スライド①～⑥」「演習問題①
～⑥」「解答例①～⑥」
毎回用意するもの：教科書『最新政治・経済』

5月の学習範囲は、時事問題をあわせて①～⑥のテーマに
分けて配信。
教科書『最新政治経済』p.16～31「日本国憲法と基本的人
権」とp.40,41「地方自治と住民福祉」より抜粋。

初回の授業に次の2点を提出
1点目：郵送した課題冊子（答え合わ
せを済ませたもの、最終ページの記
述課題もあわせて左上で綴じて提
出。）
２点目：配信する①～⑥の課題に取
り組んだ後、「まとめレポート」
（テーマは追って配信）を作成す
る。A4判のレポート用紙(各自で用
意)で提出。提出課題にはすべて組・
出席番号・氏名を明記すること。

現代社会 2

Classroomで学習プリント送ります。必要な資料は随時提
供します。レポート課題を1件出します。必用に応じてス
タディサプリの現代社会(通年)の該当ビデオも見てくだ
さい。前回のプリントの回答はGWあけに送る予定です。
Classroomのコードはスタディサプリの法に送ってありま
す。

ｐ76「日本国憲法の成立」からｐ109「世論と政治参
加」、を抜粋しながら学習します。全部はやりません。憲
法の成立、人権(ジェンダーに関わって)、選挙、地方自治
を重点範囲とします。

レポートと授業プリントを提出して
もらいます。

保健体育 体育 3

Google Classroomから次の動画を見る。 
①クーリングダウン 
　（中学の授業で取り組んだもの。動画と一緒にスト
レッチする。） 
②高三体育バドミントン 
　（高三前期種目の基本ルールを確認する。） 
体を動かす機会を増やし、皆さんの健康維持に繋げてく
ださい。

動画
①【体育】01-05　クーリングダウン(ストレッチを含むダ
ンス)
②【体育】61-01　高三体育バドミントン第１回



学習項目一覧表（高校３年文系）

外国語 コミュ英Ⅲ 4

※取り組み方は基本的にこれまでと一緒です。詳しい説
明を5/11にGoogle Classroom 内のCIIIフォルダーにアッ
プするのでそちらを参照。 
 
・CROWN：通し読み → セクションリスニング＆単語練習
→ 『予習サブノート』で予習 →CIIIフォルダに入って
いる解説プリントを読む →本文中の問題＆『WORKBOOK』
→ 音読、黙読、リスニング。 
※L3より単語リストもCIIIフォルダーにアップします。 
※L1とL2の確認テストをCIIIフォルダーにアップしま
す。 
・Target 1900：テスト範囲を確認し、毎週木曜に配信さ
れるテスト（10問）を受ける。 
・Evergreen Essentials 暗唱例文：テスト範囲を確認
し、毎週木曜に配信されるテスト（10問）を受ける。 
・Listening Sparkle：週に1Round分に取り組む。教科書
のQRコードを読み取り音声を再生できます。皆さんの手
元にないRound 2-1の解答はグーグルクラスルーム内の
CIIIフォルダー内にアップします。 

※詳しい説明を5/11にGoogle Classroom 内のCIIIフォル
ダーにアップするのでそちらを参照。

・CROWN：L1&L2のテスト、L3
・Target 1900：1401-1600の復習、1601-1650
・Evergreen Essentials 暗唱例文：1-125の復習、126-
146
・Listening Sparkle：Round 1-9, 1-10, 2-1の3Round分

＜テスト＆教材配信予定＞
5/11(月): 5/11版学習指示、CROWN L1&L2の問題と解答
5/14(木): Target 1401-1500 & Essentials 1-74の復習テ
スト
5/18(月): L3単語リスト、解説プリント
5/21(木): Target 1501-1600 & Essentials 75-125の復習
テスト
5/25(月): L3本文中問題の解答、フレーズリーディング練
習用シート
5/28(木): Target 1601-1650 & Essentials 126-146

・毎週木曜日配信のテストに回答 
 
・休校明けの提出物 
『サブノート』 
『Workbook』 
「L1テスト」 
「L2テスト」 
「大学入学共通テスト平成30年度試
行調査」（春休み課題） 
 
・休校明けにテスト実施予定 
<出題範囲> 
CROWN：L1, L2, L3 
Target ：1400-1650 
Essentials 暗唱例文：1-146

外国語 英表Ⅱ 4

・『Change the World』：『展開図』を完成させなが
ら、『設問編』の①～⑧を事前に解き、Classroomで配信
される授業動画（原則として視聴すること。応用、発展
で動画は異なる）を見て、本文の確認、設問の答え合わ
せ。復習として、『設問編』A～Cに取り組む。
・『Skyward』：『予習・復習ノート』に従い、予習、答
え合わせ、復習。（授業動画なし。）
・『英文法・語法問題800』：スタディサプリで毎週月曜
日に配信されるテスト（＋同授業動画視聴）を行う。そ
の後、『800』の問題をノートに行い、答え合わせ。
※文法項目によっては、配信がない週もあります。
・『英熟語ターゲット1000』：週に40個を範囲として覚
えていく。毎週土曜日に配信されるテスト（10題）で
チェックする。

※これまでに終わっていない課題がある人は、まずはその
課題に優先して取り組むこと。下記の課題が終わった人
は、②③および④を進めておくこと。
①『Change the World』：Unit4,5。10日に1Unitのペース
で取り組む。
②『Skyward』：Unit5,6。10日に1Unitのペースで取り組
む。
終わりしだい　9,13,1,7,12,17,10,20,16,19,4,8,11,14の
順で取り組む。（自由課題）
③『英文法・語法問題800』：12~17 章。および、配信さ
れたスタディサプリテスト（＋同授業動画視聴）。なお、
5月15日（金）に、1章～11章の確認テストを配信します。
しっかり復習もしておきましょう。
④『英熟語ターゲット1000』：521－640。週に40個を範囲
として覚えていく。

☆以下のペースで行う（番号は上の教材番号を表す。）
5/11の週　①Uni4       ②Unit 5     ③12・13章　④
521-560
5/18の週　①Unit4,5  ②Unit 5 , 6  ③14・15章　④
561-600
5/25の週　①Unit 5    ②Unit 6       ③16・17章　④
601-640

①『Change the World』：『設問
編』Unit１~5は初回授業で提出。
②『Skyward』：『予習・復習ノー
ト』Unit2,3,4,5,15,18は初回授業で
提出。
③『英文法・語法問題800』：授業開
始後2回目以降の授業で、1章～17章
の範囲の確認テスト実施予定。な
お、スタディサプリの提出期限は配
信後2週間です。この提出状況は、学
校の提出物と同じ扱いとなります。
④『英熟語ターゲット1000』: 授業
開始後2回目以降の授業で401-640の
確認テスト実施予定。

※追加課題がある時は、スタディサ
プリおよびGoogle Classroom高3文系
OR理系で連絡します。

GSC Grammar A 2

・Aクラス用 Google Classroom
・提示された5月のスケジュールを必ず確認してくださ
い。
・Google Meetには必ず出席してください。

・Week 4-Week 6プリント
・English Grammar Aクラス　構文シリーズの冊子
・配信される単語応用編
・In Class ①模擬テスト（一部評価に入ります）
・その他、毎週月曜日に指示が出る課題(評価にはいりま
す)

・5月のスケジュールを必ず確認。

GSC Grammar B 2

・『GrowUp!』をメインに使用していく。1週間1単元を目
安にする。英文解釈は動画で解説を行う。
・GoogleMeetを使用する場合(後日、説明)もある。 ・休
校期間が延長したのでMAX構文や別途、中文程度の英文を
配信する。

・『Grow Up!』9.分詞　10.関係詞1 11.関係詞2
・『Target1900』451~600まで週に50個つ
・In Class模擬テスト(初見問題)

・5月のスケジュールを別途配信する
ので確認すること。

GSC Grammar C 2

・Grown Up：引き続き週に1レッスンを目安に進める。英
作文は希望者への添削を行います。Structure（単元に
よっては基礎英文法事項）を動画にて解説します。
・Target：週に1度テスト実施

現在の続きから（詳細はGoogle Classroom に配信される
予定表を確認のこと。）

GSC Writing
ABC

4

・各クラスGoogle Classroomで出される教員からの指示
に従う。 
・毎週配信される単語テストを受け、ドライブフォルダ
に提出する。 
・週に一題、「英語入試演習」を行い、解説授業を受け
る（Zoom授業もしくは配信動画）。 
・週に2本のExam Practiceに取り組み、ドライブフォル
ダに提出する。 
・その他の課題は、各教員の指示に従うこと。

・各クラスで指示される単語の範囲(More 880もしくは英
単語ターゲット） 
・英語入試演習 03-05 
・Exam Practice 07-12

・単語テスト
・Exam Practice
・サマリーなど

GSC Writing
TOEFL

4

Google Classrooms, Word Worksheets, and PowerPoint
Class code: swsnhpw

Textbook not available
Learn the different types of speaking items and take
online speaking tests on Google classrooms,
listening items and listening test on Google
classrooms

GSC English
ABC

2

Google Classrooms/Internet/Word
Class code: igias5t

Follow directions provided by Google Classrooms.
Essays will be due May 28th.


