
学習項目一覧表（高校２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 3

①教科書
評論「ミロのヴィーナス」清岡卓行
授業動画・動画に対する確認課題をGoogleクラスルーム
で配信します。4月に自主学習した内容を、動画を視聴
しながら定着させましょう。
評論「相手依存の自己規定」鈴木孝夫
学習課題ノートを使って、勉強を進めましょう。
②プログレス現代文　標準編
4月に出題した課題範囲　項目１～４（要約ノートも含
む）を完璧に仕上げましょう。
③大学入試頻出漢字2500
4月に提示した範囲を定着させましょう。
ランクC書く⑬～⑱（定着強化テストも含）
ランクC読む①～④

●授業動画は、学習課題ノート・教科書に準拠した内容と
なっています。
●動画・課題の配信予定日はGoogleクラスルームでお知ら
せします。教科書の勉強方法も、同様です。
●漢字については、4月同様、練習問題を配信します。

下記は授業再開後、担当者に提出です。
●学習課題ノート「ミロのヴィーナス」「相
手依存の自己規定」（書込可）
●プログレス現代文　標準編

下記は、授業再開後、授業内で小テストを行
います。
●漢字テスト

古典B 4

①古文「花山天皇の出家」(大鏡)　予習プリント・授業
動画の視聴 
②漢文「完璧而帰」(十八史略）　予習プリント・授業
動画の視聴 
③プログレス古典　標準編　 
古文１・漢文１・・・既に配信済みの解説動画を視聴す
る 
古文２・３・・・自習課題として取り組む 
漢文２・３・・・自習課題として取り組む

授業配信に先立ち、『オンライン授業・オリエンテーショ
ン資料』を配信します。よく読んで学習に取り組んでくだ
さい。 
①古文「花山天皇の出家」(大鏡）教科書ｐ８８～ｐ９１ 
②漢文「完璧而帰」(十八史略）教科書ｐ１２～ｐ１３ 
③プログレス　古文は４月の課題範囲です。古文・漢文と
もに文法語句ノート・句形語彙ノートもあわせて取り組ん
でおきましょう。

●プログレス古典　標準編＋文法語句ノート
＋句形語彙ノート

現代文演習 3
よむナビ「現代文１基礎編」を解き、配信される解説
ノートに取り組む。

よむナビ「現代文１基礎編」４～９(５・７・９に関して解
説『解き方ノート』を配信します。問題を解いた後に取り
組もう。)

よむナビ「現代文１基礎編」

地理歴史 日本史B 5

単元ごと進める。
①プリントを印刷またはノートを用意する。
②動画を見ながら授業プリントを完成させる。
または動画を見ながらノートに写す、まとめる。
③図説・用語集・史料集を利用して、授業プリントや
ノートに意味や流れを付け加えて肉付けしていく。
④確認問題プリントを解く。
⑤余力のある生徒は「日本史総合テスト」を解く。

・教科書
　P23【古墳の出現とヤマト政権】～41【白鳳文化】
・授業プリント（ノートでも可）№10～24→提出
・確認問題プリント（ノートでも可）№6～18→提出

①授業プリント（ノートでも可）
　№1～24（4月から合わせて）
②確認問題プリント（ノートでも可）
　№1～18（4月から合わせて）

地理B 3

・教科書を読み、問題集を解く。必要に応じて、地図帳
で確認をする。
・スタディサプリ講義動画　通年講座高1・高2・高3地
理の　☆第4講　天体としての地球☆第21講　統計地図
のテキストを各自ダウンロードして、視聴して下さい。
練習問題・確認テストも分かるまで繰り返し解いてくだ
さい。△統計地図に関してはたくさんの統計が出てきま
す。その統計に関しては、動画内のものが若干古いので
地図P153、4、問題集に挟み込まれている薄い地理統計
集2000で最新の統計を確認しながら、学習を進めてくだ
さい。

・教科書P9～11、14～17
・問題集P2～4のCheck3まで、P5のWork3、P10の問1
・スタディサプリの第４、21講（ほぼ教科書の内容に準
拠）

特にありません

世界史演習 2

パワーポイントの動画を配信します。授業プリントを送
ります。動画を見ながら、該当項目を埋めてください。
またスタディサプリの動画も参照してください。参考書
や用語集も見ながら、ノートづくりをしてください。

前回の該当部分も含め、ｐ180の「明の朝貢体制」からｐ
213の「対抗宗教改革」までです。前半アジア史、後半ヨー
ロッパ史になります。余力のある人は高一の範囲も復習し
て置いてください。

授業プリントとノートを担当教員に提出して
ください。授業再開後確認テストを行いま
す。

公民 倫理 2

配信：スタディサプリに5/11～5/28までの毎週1回（火
曜日の予定）授業２回分の教材を配信（必要に応じて
グーグルクラスルームでの配信あり）
・教科書の該当部分をよく読み、配信する「講義スライ
ド」を参考に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『現代倫理』

5月の学習範囲
教科書『現代倫理』p.22～34
初回：倫理とは何か
①万物の始原の研究②ソフィスト③ソクラテス④プラトン
⑤アリストテレス⑥ヘレニズムの思想家

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。

数学 数学Ⅱ 4

　提出の必要はありませんが、課題について
授業で補った後に試験を実施する予定です。

数学B 2

①スタディサプリ｢高1･高2ベーシックレベル数学 
ⅡB｣の講義動画を視聴し、確認テストに取り組む。 
②問題集「サクシード数学Ⅱ＋B」の問題を解き、 
答え合わせ(必要に応じて解き直し）をする。 

① スタディサプリ｢高1・高2ベーシックレベル数学ⅡB｣ 
　　第20講 和の記号∑、階差数列 
　　第21講 数列の和と一般項、漸化式、数学的帰納法 
② 問題集「サクシード数学Ⅱ＋B」 
　　数学B第3章 数列 p.160～165,168,169 
 
【前回の課題の訂正】 
　問題集「サクシード数学Ⅱ＋B」 
　(誤)　数学B第3章 数列 p.152～157 
　(正)　数学B第3章 数列 p.154～159

　提出の必要はないが、課題について授業で
補った後に試験を実施する。

理科 化学基礎 2

スタディサプリ動画を中心に中3化学を復習します。
Google Classroomで連絡していきます。サプリの宿題に
期限内に取り組み、確認テストを解くことで提出です。
正答率が低い場合は、教科書のまとめプリントを用意し
たので活用を。また、実践の先生の講義動画も用意して
あります。

通年講座 高1・高2化学〈理論編〉第11講、第12講、第13講 提出状況は評価に加味します。確認テストの
正答率も加味する場合があります。

［課題］「指数関数と対数関数」の終わりまで（計8時間授業） 
　※1週間に３～４時間位のペースで進めてください。 
　　スタディサプリの課題については、授業動画を最初から最後まできちんと見てから確認テストを行い、
　　マスターしてください。 休校中の課題については、学校再開後に授業でフォローしてから確認テストを
　　行う予定ですので、復習の時間も設けてここまでの内容をできるようにしておいてください。 また、教
　　科書にある内容のうち、スタディサプリで学習しなかった内容は授業で補う予定です。 休校中に学習し
　　たことは授業用ノートにまとめ、間違った問題は解けるまで繰り返し解くようにしてください。 
　※前回の課題が終わっていない人は、前回の課題を終わらせてから今回の課題に取り組んでください。 
［各時間の進め方］ 
★１時間目～３時間目 
①スタディサプリ「高１・高２ベーシックレベル数学ⅡB」の動画をみて、その内容を理解し、 そのテキストにある問
題を解く。 
1時間目：第13講§2対数関数とそのグラフ（第13講チャプター3･4）＋確認テスト 
2時間目：第13講§3対数の大小，対数方程式・不等式（第13講チャプター5･6）＋確認テスト 
3時間目：第13講§4常用対数（第13講チャプター7･8）＋確認テスト 
※スタディサプリのテキスト（第13講）は、各自でダウンロードをして印刷してください。 
　動画をみたり問題を解いたりするときは、それを教科書の代わりとして使ってください。 
②問題集サクシードⅡ＋B（数学Ⅱ第5章指数関数と対数関数）で、類題を解く。※以下は問題番号 
1時間目：511(1)(2）　 2時間目：125，512，513，514(1)(2)、516(1)　3時間目：520(1)～(4)，521(1) 
★４時間目～８時間目 
　学校で使っている数学Ⅱの教科書(第５章指数関数と対数関数)の例にある問題、例題、応用例題を解く。 
　例については、問題となる部分をノートに写してから問題を解き、答え合わせをする。 
４時間目：P.156～P.160にある例1～例5 
５時間目：P.164例６，P.164例題1　　※余った時間は、指数関数で不安な所の復習をする 
６時間目：P.166～P.169にある例7～例9（例7は、「ｐ＝logaMの形にかけ」という問題の例です） 
７時間目：P.172例題2，P.172例題3，P.173応用例題2 
８時間目：P.175例11，P.175例12(1)(2)，P.176例題4　※余った時間は、対数関数で不安な所の復習をする



学習項目一覧表（高校２年文系）

理科 生物演習 2

①セミナー生物基礎の第1章「生物の特徴」を解く。
②GoogleClassroom「高2（文系）生物演習」にて配信さ
れる課題を解く。
※GoogleClassroomでの課題は解答をアンケートで送信
するようになっています。提出・未提出を確認していま
すので、必ず取組み、解答を送信すること。

①セミナー生物基礎について、1章のうち前回の課題以外の
残りを解くこと。（前回の課題で、まだ終わっていないと
ころがあればその問題も解く。）発展問題は余裕があれ
ば、ぜひ取り組むこと。また、発展例題１「細胞分画法」
はやらなくてよい。
スタディサプリ動画「高1・高2・高3　生物基礎（第3講：
代謝　同化・異化）」は宿題ではないが、必要に応じて活
用すること。
②の課題についてはGoogleClassroomにて詳しく説明してい
る。

コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

4

●5/18に、Lesson1のまとめテストを受ける 
●５/11~31まで、18回にわたって配信される英単語ター
ゲット1900の単語テストに取り組む 
●解説動画6本＜毎週木曜・土曜に配信＞を通じて、
Lessson 2を学習する 
●Evergreen English Grammar 30 のLesson 8、９、１
０、Plus（助動詞の範囲）を各自進める 
　※今後実施するテストは、すべて評価材料となりま
す。

●英単語ターゲット1900のNo.1291~1380 
●Crown English Communication Ⅱ Lesson2  
●Evergreen English grammar 30　Lesson 8、９、１０、
Plus（助動詞）

●初回の授業で、Lesson2のまとめテストを
実施します。 
 
＜初回の授業で提出するもの＞ 
●Evergreen English  Grammar 30 【ノート
またはルーズリーフ】 
●予習サブノートL2(p.16-24)【直接書き込
みorノート等】 
●WORKBOOK L2(p.10-15)【直接書き込みor
ノート等】 
　※すべて答えあわせを必ず済ませること。

英語表現Ⅱ 2

●5/11~31まで、18回にわたって配信される英熟語ター
ゲット1000の単語テストに取り組む 
●解説動画3本＜毎週火曜日に配信＞を通じて、Lesson1
を学習する。動画で触れた文法の範囲に関して、高１使
用のEvergreen English Grammar 25Lessonsの関連箇所
を必ず復習 
●Lesson1をすべてカバーした後、WORKBOOKを解く 
●5/30に、Lesson1のまとめテストを受ける

●英熟語ターゲット1000のNo.101~190 
●Crown English ExpressionⅡLesson1(p.6-7) 
●Evergreen English Grammar 25 Lessons の時制・助動
詞・受動態の範囲のうち、動画内で触れた箇所 
● Crown English Expression ⅡWORKBOOK(p.4-5)

●初回の授業時にWORKBOOKを提出
(p.4,5,8,9,)。提出物扱い。答え合わせを必
ず済ませる。

英語演習 2

【各種連絡と配信は『Google Classroom 高校２年生
（文系）』を使用】 
 
●教科書：各週に割り当てられた学習範囲をノートにま
とめながら順に学習。水曜日に解説補助をClassroomで
配信します。 
●速読ドリル：Classroomで配信される問題ファイルを
開き、まずは自力で解く。金曜日に解答解説が配信され
たら、自分で正誤チェックと音読・速読練習。

●教科書『４技能をのばす必須英文法演習』 Unit１ 
①第１週（5/11～）p.12-13「注意すべき動詞」 
②第２週（5/18～）p.14-15「名詞と代名詞、冠詞」 
③第３週（5/25～）p.16-17「形容詞と副詞」 
●速読ドリル『Jet Reading』 Lesson1, 2 
①第１週（5/11～）Lesson1 解いて正誤チェック 
②第２週（5/18～）Lesson1 音読・速読練習 
③第３週（5/25～）Lesson2 解いて正誤チェック 

●初回の授業時にノート提出。提出物扱い。
・ノート左ページ：教科書の解答文（各回５
つ）を写し、その解説や意味を簡潔にメモす
る。
・ノート右ページ：その回の学習ポイントを
簡単にまとめる。

＊速読ドリルはできればプリントアウト推
奨。その場合はノートに貼るようにしましょ
う。

保健体育 体育 2

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高二体育バスケットボール
　（高二前期の種目であるバスケットボールの基本ルー
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】51-01　高二体育バスケットボール第１回（5月
11日配信） 
　【体育】51-02　高二体育バスケットボール第２回（5月
18日配信） 
　【体育】51-03　高二体育バスケットボール第３回（5月
25日配信）

なし

GSC Grammar A 2

Google Classroomで配信される指示に従うこと
・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
・"Make Your Ascent"を予習し、Zoomによる解説授業を
受ける。
・指示される課題を提出する

単語テスト：英検１級単語61-120
Make Your Ascent: 3-5

・単語テスト
・授業内で指示されるレポート

GSC Grammar BC 2

課題は全て今まで同様classroomにて配信します。 
　月・水：Max Grammar配信 
　金：テスト配信（ターゲット、 MaxGramar） 
＜いままでからの変更点＞ 
・配信の曜日が変わっています。 
・Max Grammarの10問テストを実施します。 
・テスト２種類は記名式で「必須」になります。 
　　※取り組み状況は評価材料となります。 

＜ターゲット範囲＞ 
Ｂ：１１日の週151～200　　 
　　１８日の週201～250 
　　２５日の週251～300　　　　　　　　　　　　 
 
Ｃ：１１日の週861～900　　 
　　１８日の週901～940 
　　２５日の週941～981

MAX Grammar（5/11～の範囲） 
＜提出方法＞ 
・①～③いずれかの方法をとってください。 
・必ず答え合わせまで行ってください。 
①ノートに日本語訳や答えの英文を書く。 
　※ページや問題番号を書き分かりやすく。 
　※日本語訳は原文も書き写す。 
　※穴埋め問題は全文書く。 
②課題PDFをプリントアウトし、直接記入す
る。 
③課題PDFにタッチペン等で書き込みをした
ものをプリントアウトする。 
※②、③はホチキス等でまとめる。 

GSC English A 4

Google Classrooms
Class code: n6hs55p

The Book Thief: Part 1 & 2 (pages 80 - 122)
Write Source: Problem - Solution essay (pages 201-
216)
Vocabulary Cartoons: pages 15-57
discussion, reading comprehension, vocabulary,
writing
Follow instructions as posted in classroom

GSC English B 4

Google Classrooms/Internet/Word
Class code: bdvtdzm

For Today 4: Chapters 3  (pgs. 40 - 57)
Scan/Recall information and summarize. Understanding
graphics and meaning from context. Recognizing the
suffixes –tion and –ion. Using common expressions and
idioms. Giving examples and sharing ideas.
Determining the author’s purpose. Follow
instructions as posted in classroom.

GSC English C 4

Google Classrooms / Issues for Today Textbook /
Supplemental Video
Class code: tsi2wmz

Issues for Today Unit 1 Chapter 3 pg. 32–49,
Worksheets in-lesson. Follow lesson instructions as
posted on Classroom.

GSC 
College English

（国内）
2

Google Classroomクラスコード:jqdw5nn 
・Materialにアップしてある発展英文法・語法問題1100
を予習し、Zoomによる解説授業を受ける。 
・教材を答え合わせをしたものをドライブフォルダに提
出 
・Google Classroomにログインし、配信される指示に従
うこと。 

1.動詞の語法
2.時制
3.態

教材を解き答え合わせしたものを提出

GSC
College English
TOEFL advanced

2

Google Classrooms / Supplemental Video / Academic
Word list / TOEFL Writing
Class code: 5zjahby

Academic wordlist 1 and TOEFL Writing Introduction
and practice. Follow instructions on Classrom.

GSC 
College English

TOEFL
intermediate

2

Google Classrooms / Supplemental Video
Class code: funlhtj

TOEFL Writing Introduction and practice and
vocabulary.
Follow instructions in classroom.

外国語


