
3５期高２ 夏期課題一覧（１・2 組） 

 

１．計画を立てて、きちんとやっていきましょう！ 

２．提出日はきちんと守りましょう。期限通りに出せるようにする能力も立派な力です！！ 

３．自力で解いて、理解をきちんとしましょう！！ 

４．理解が足りていないと思うところは、質問する、授業で使っている問題集などでやり直しましょう！！！ 

 学力向上の公式：集中力×努力（学習時間）×計画力×能力 です 

教科  内容 取り組み方 提出日 課題確認テストについて 

国

語 

現

代

文 

①「プログレス現代文 標準編」１５  ～ ２１  
①はいつも通り問題集に直接書き

込んで答え合わせをしておく。 

※余裕のある人は「要約ノート」に

もチャレンジしましょう！ 

 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

古

典 
①「新成古典」７・８・11・12 

 （古文２題・漢文２題） 

 

②「新成古典」トレーニングノート 

  ７・８・11・12 

①問題集に直接書き込んで答え合

わせをする。 

②・左ページの問題を解いて答え合

わせをする。 

・右ページは以下の通り 

古文：品詞分解を本文に書き込み

下の欄に現代語訳を書く。 

漢文：下欄に書き下し文を書く。 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

 

共

通 

① スタディサプリ配信課題（３題） 

 （到達度テスト連動課題） 

② 読書レポート（１枚） 

③ 「折々のことば」応募原稿（未提出の人のみ） 

① 詳細は下段参照 

② ビブリオの準備です。しっかり 

  取り組みましょう。 

③ 授業で説明・配布します。 

②③は始業式 

提出 

※現代文と古典と 

合わせて１００点 

のテスト 

数学 ① 数学Ⅱ・数学 B の 

1 学期中間考査・1 学期期末考査のやり直し 

② スタディサプリの配信課題 

（動画視聴を含む） 

③ 苦手な分野の問題をできるだけ多く解く。 

（スタディサプリの利用 OK） 

④スタディサプリ 到達度テスト連動課題 

① ノートに計算過程を含めて 

すべてを書いてください。 

不正解の問題を、最終ページに 

まとめて 2 度目を解きなおしてく

ださい。最大 3 度目まで解きなお

すこと。 

始業式の日の  

終礼後に三木の  

所へもってきて

ください。  

②④は提出不要  

数学Ⅱ・数学 B の 

計 4 回分の考査の類

題を出題します。 

英語 ①WINSTEP 短期集中 Vol.1 Units 1～4 

 

②Grammar Collection 1～４章 

 

 

③システム英単語 853 まで 

④スタディサプリ 配信課題 

①本体に解答を書き込んで、答合せ 

をする 

②提出用プリントに解答を書き込 

んで、答合せをする 

適宜スタディサプリを参照する 

③何度も繰り返し見て音読する 

④下記参照 

①② 

課題確認テス

ト当日 

③④ 

提出不要 

①～③から出題しま

す。 

日 

本 

史 

中間・期末考査のやり直しプリント 解答用紙に解答していってください。 

解答用紙冊子を提出してください。 

課題確認テス

ト後に終礼で

提出 

宿題の範囲から、実力

問題も出題します。 

世界

史 
新  世界史研究ノート（標準編）1～40 

1～40 の問題を別のノートに解答

する。 

課題確認テス

ト後に提出 

宿題の範囲から出題。 

文系

理科 

インプレス P70～72、74～76、78 

コンセプト P86～89、91～93、100 

解答用紙プリントを配布します。 

解いて丸付け、やり直しをして提出

してください。 

課題確認テス

ト後に提出 

宿題の範囲から出題 

探究

総合 

研究計画書を書く １学期に取り組んだ問いに対して、

現時点で分かっていることを、１冊

本を読み、まとめておく。 

 詳細は別紙 

２学期最初の

探究の授業時 

 

 

キャ

リア

教育 

大学のオープンキャンパスに参加して、レポート

を提出してください。 

・できるだけたくさん、最低でも 1 つは参加しましょう。 

・夢ナビで経験したことも併せて、内容は必ず Classi のポートフォリオに

記録しておいてください。 

・気になった大学については、配布した冊子にまとめて８月２６日に担任の

先生に提出してください。 

英数国の到達度テスト連動課題について 

・GW の宿題として受験した到達度テストの結果により、苦手な単元と判断された範囲の講座が宿題配信されます。 

 ・配信された動画を視聴し、確認テストの正答率が 100％になるまでテストを受け続けてください。 

 ・正答率が 100％になったら、宿題提出をしてください。 

 ・期限は 8 月 26 日とします。それまでにしっかり動画を視聴し、確認テストに取り組みましょう。 

 ・8 月 18 日の河合塾全統模試までにやっておくことをオススメいたします。  

 



3５期高２ 夏期課題一覧（３組） 

 

１．計画を立てて、きちんとやっていきましょう！ 

２．提出日はきちんと守りましょう。期限通りに出せるようにする能力も立派な力です！！ 

３．自力で解いて、理解をきちんとしましょう！！ 

４．理解が足りていないと思うところは、質問する、授業で使っている問題集などでやり直しましょう！！！ 

 学力向上の公式：集中力×努力（学習時間）×計画力×能力 です 

教科  内容 取り組み方 提出日 課題確認テストにつ

いて 

国

語 

現

代

文 

 

①「プログレス現代文 標準編」１５  ～ ２１  
①はいつも通り問題集に直接書き

込んで答え合わせをしておく。 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

 

古

典 
①「新成古典」７・８・11・12 

 （古文２題・漢文２題） 

 

②「新成古典」トレーニングノート 

  ７・８・11・12 

①問題集に直接書き込んで答え合

わせをする。 

②・左ページの問題を解いて答え合

わせをする。 

・右ページは以下の通り 

古文：品詞分解を本文に書き込み

下の欄に現代語訳を書く。 

漢文：下欄に書き下し文を書く。 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

 

共

通 

① スタディサプリ配信課題（３題） 

 （到達度テスト連動課題） 

② 読書レポート（１枚） 

③ 「折々のことば」応募原稿（未提出の人のみ） 

① 詳細は下段参照 

② ビブリオの準備です。しっかり 

  取り組みましょう。 

③ 授業で説明・配布します。 

②③は始業式 

提出 

※現代文と古典と 

合わせて１００点 

のテスト 

数学 ①スタディサプリの配信課題 

（動画視聴を含む） 

② 「REPEAT 数学 A」p.4～p.23 の「A 問題」 

③スタディサプリ 到達度テスト連動課題 

①わからないところは動画を視聴

し、確認テストを解いてください。 

②国公立大をめざす人は B 問題も

がんばってみてください。 

②課題確認テ

スト後、終礼に

て提出。 

③は提出不要 

範囲は「場合の数」全

域（B 問題も含む）と

します。 

英語 ①WINSTEP 短期集中 Vol.1 Units 1～4 

 

②Grammar Collection 1～4 章 

 

 

③システム英単語 853 まで 

④スタディサプリ 連動課題 

①本体に解答を書き込んで、答合せ 

をする 

②プリントに解答を書き込んで、 

答合せをする 

適宜スタディサプリを参照する 

③何度も繰り返し見て音読する 

④下記参照 

①② 

課題確認テス

ト当日 

③④ 

提出不要 

①～③から出題しま

す。 

日本

史 

中間・期末考査のやり直しプリント 解答用紙に解答していってください。 

解答用紙冊子を提出してください。 

課題確認テス

ト後に終礼で

提出 

宿題の範囲から、実力

問題も出題します。 

世界

史 
新  世界史研究ノート（標準編）1～40 

1～40 の問題を別のノートに解答

する。 

課題確認テス

ト後に提出 

宿題の範囲から出題。 

文系

理科 

インプレス P70～72、74～76、78 

コンセプト P86～89、91～93、100 

解答用紙プリントを配布します。 

解いて丸付け、やり直しをして提出

してください。 

課題確認テス

ト後に提出 

宿題の範囲から出題 

探究

学習 

研究計画書を書く 

 

１学期に取り組んだ問いに対して、

現時点で分かっていることを、１冊

本を読み、まとめておく。 

 詳細は別紙 

２学期最初の

探究の授業時 

 

 

キャ

リア

教育 

大学のオープンキャンパスに参加して、レポート

を提出してください。 

・できるだけたくさん、最低でも 1 つは参加しましょう。 

・夢ナビで経験したことも併せて、内容は必ず Classi のポートフォリオに

記録しておいてください。 

・気になった大学については、配布した冊子にまとめて８月２６日に担任の

先生に提出してください。 

 

英数国の到達度テスト連動課題について 

・GW の宿題として受験した到達度テストの結果により、苦手な単元と判断された範囲の講座が宿題配信されます。 

 ・配信された動画を視聴し、確認テストの正答率が 100％になるまでテストを受け続けてください。 

 ・正答率が 100％になったら、宿題提出をしてください。 

 ・期限は 8 月 26 日とします。それまでにしっかり動画を視聴し、確認テストに取り組みましょう。 

 ・8 月 18 日の河合塾全統模試までにやっておくことをオススメいたします。  

 

 



3５期高２ 夏期課題一覧（４・５組） 

１．計画を立てて、きちんとやっていきましょう！ 

２．提出日はきちんと守りましょう。期限通りに出せるようにする能力も立派な力です！！ 

３．自力で解いて、理解をきちんとしましょう！！ 

４．理解が足りていないと思うところは、質問する、授業で使っている問題集などでやり直しましょう！！！ 

 学力向上の公式：集中力×努力（学習時間）×計画力×能力 です 

教科  内容 取り組み方 提出日 課題確認テストについて 

国

語 

 

現

代

文 

①「プログレス現代文 標準編」１５  ～ ２１  
①はいつも通り問題集に直接書き

込んで答え合わせをしておく。 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

古

典 
①「新成古典」７・８・11・12 

 （古文２題・漢文２題） 

 

②「新成古典」トレーニングノート 

  ７・８・11・12 

①問題集に直接書き込んで答え合

わせをする。 

②・左ページの問題を解いて答え合

わせをする。 

・右ページは以下の通り 

古文：品詞分解を本文に書き込み

下の欄に現代語訳を書く。 

漢文：下欄に書き下し文を書く。 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

共

通 

① スタディサプリ配信課題（３題） 

 （到達度テスト連動課題） 

② 読書レポート（１枚） 

③ 「折々のことば」応募原稿（未提出の人のみ） 

① 詳細は下段参照 

② ビブリオの準備です。しっかり 

  取り組みましょう。 

③ 授業で説明・配布します。 

②③は始業式 

提出 

※現代文と古典と 

合わせて１００点 

のテスト 

数学 ①Focus Gold 数学Ⅱ+B より指定した問題 

詳細は別紙配付プリント参照のこと。 

②スタディサプリ 到達度テスト連動課題 

基礎・標準コースのいずれかを自分

で選び、ノートで提出する。解答

する問題の数は必要最低限なの

で、今回の課題を参考にして各自

で＋αの問題数を解答する事。 

課題確認テス

ト当日 

②は提出不要  

数学ⅡB で今まで習

った範囲すべて（宿題

の範囲外からも出題

します） 

英語 ①WINSTEP 短期集中 Vol.1 Units 1～4 

 

②Grammar Collection 1～4 章 

 

 

③システム英単語 853 まで 

④スタディサプリ 連動課題 

①本体に解答を書き込んで、答合せ 

をする 

②プリントに解答を書き込んで、 

答合せをする 

適宜スタディサプリを参照する 

③何度も繰り返し見て音読する 

④下記参照 

①② 

課題確認テス

ト当日 

③④ 

提出不要 

①～③から出題しま

す。 

化学 セミナー化学基礎 

詳細は、別紙参照 

別紙参照 課題確認テス

ト当日 

詳細は別紙 

別紙参照 

物理 セミナー物理基礎+物理 

 基本例題１～29 

（余裕がある人は発展例題 1～19） 

問題集を解いた後、苦手な単元をスタディサプリ

を使って復習（２講座以上）※どれを観たら良い

かわからない人は、こちらから指示するものを見

てください。 

問題集用ノートに解いて、丸付け・

やり直しをして提出 

途中式や図なども書いておくこと 

（答えのみは不可） 

課題確認テス

ト当日 

宿題の範囲から出題 

生物 生物基礎リードα 第 4 章植生の多様性と分布と

第 5 章生態系とその保全（P80～P117） 

生物リードα 第 1 章細胞と分子（P4～P25) 

光合成呼吸プリント（光化学系、カルビンベンソ

ン回路、電子伝達系、解糖系、クエン酸回路）を

暗記する。 

リードα用演習ノート問題番号を

書いて解答し 

自己採点しておくこと 

8 月 26 日出席

番号順に  

束ねて提出する

こと 

期末考査からの類題

と小テスト、板書ノー

トから出題しますの

で、よく復習しておく

こと。（生物基礎範囲

植生、バイオーム、生

態系は出題しません） 

探究

学習 

研究計画書を書く １学期に取り組んだ問いに対して、

現時点で分かっていることを、１冊

本を読み、まとめておく。 

 詳細は別紙 

２学期最初の

探究の授業時 

 

 

キャ

リア

教育 

大学のオープンキャンパスに参加して、レポート

を提出してください。 

・できるだけたくさん、最低でも 1 つは参加しましょう。 

・夢ナビで経験したことも併せて、内容は必ず Classi のポートフォリオに

記録しておいてください。 

・気になった大学については、配布した冊子にまとめて８月２６日に担任の

先生に提出してください。 

英数国の到達度テスト連動課題について 

・GW の宿題として受験した到達度テストの結果により、苦手な単元と判断された範囲の講座が宿題配信されます。 

 ・配信された動画を視聴し、確認テストの正答率が 100％になるまでテストを受け続けてください。 

 ・正答率が 100％になったら、宿題提出をしてください。 ・期限は 8 月 26 日です。それまでにしっかり取り組みましょう。 



3５期高２ 夏期課題一覧（６組） 

１．計画を立てて、きちんとやっていきましょう！ 

２．提出日はきちんと守りましょう。期限通りに出せるようにする能力も立派な力です！！ 

３．自力で解いて、理解をきちんとしましょう！！ 

４．理解が足りていないと思うところは、質問する、授業で使っている問題集などでやり直しましょう！！！ 

 学力向上の公式：集中力×努力（学習時間）×計画力×能力 です 

教科  内容 取り組み方 提出日 課題確認テストについて 

国

語 

現

代

文 

①「プログレス現代文 標準編」１５  ～ ２１  
①はいつも通り問題集に直接書き

込んで答え合わせをしておく。 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

古

典 
①「新成古典」７・８・11・12 

 （古文２題・漢文２題） 

 

②「新成古典」トレーニングノート 

  ７・８・11・12 

①問題集に直接書き込んで答え合

わせをする。 

②・左ページの問題を解いて答え合

わせをする。 

・右ページは以下の通り 

古文：品詞分解を本文に書き込み

下の欄に現代語訳を書く。 

漢文：下欄に書き下し文を書く。 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

共

通 

① スタディサプリ配信課題（３題） 

 （到達度テスト連動課題） 

② 読書レポート（１枚） 

③ 「折々のことば」応募原稿（未提出の人のみ） 

① 詳細は下段参照 

② ビブリオの準備です。しっかり 

  取り組みましょう。 

③ 授業で説明・配布します。 

②③は始業式 

提出 

※現代文と古典と 

合わせて１００点 

のテスト 

数学 ①数学Ⅱ・数学 B の 

1 学期中間考査・1 学期期末考査のやり直し 

②スタディサプリの配信課題 

（動画視聴を含む） 

③苦手な分野の問題をできるだけ多く解く。 

（スタディサプリの利用 OK） 

④スタディサプリ 到達度テスト連動課題 

①ノートに計算過程を含めて 

すべてを書いてください。 

不正解の問題を、最終ページに 

まとめて 2 度目を解きなおして

ください。最大 3 度目まで解きな

おすこと。 

始業式の日の  

終礼後に三木の  

所へもってきて

ください。  

②は提出不要  

数学Ⅱ・数学 B の 

計 4 回分の考査の類

題を出題します。 

英語 ①WINSTEP 短期集中 Vol.1 Units 1～4 

 

②Grammar Collection 1～4 章 

 

 

③システム英単語 853 まで 

④スタディサプリ 連動課題 

①本体に解答を書き込んで、答合せ 

をする 

②プリントに解答を書き込んで、 

答合せをする 

適宜スタディサプリを参照する 

③何度も繰り返し見て音読する 

④下記参照 

①② 

課題確認テス

ト当日 

③④ 

提出不要 

①～③から出題しま

す。 

化学 セミナー化学基礎 

詳細は、別紙参照 

別紙参照 課題確認テス

ト当日 

詳細は別紙 

別紙参照 

物理 セミナー物理基礎+物理 

 基本例題１～29 

（余裕がある人は発展例題 1～19） 

問題集を解いた後、苦手な単元をスタディサプリ

を使って復習。（2 講座以上）※どれを観たら良い

か解らない人は指示するものを観てください。 

問題集用ノートに解いて、丸付け・

やり直しをして提出 

途中式や図なども書いておくこと 

（答えのみは不可） 

課題確認テス

ト当日 

宿題の範囲から出題 

生物 生物基礎リードα 第 4 章植生の多様性と分布と

第 5 章生態系とその保全（P80～P117） 

生物リードα 第 1 章細胞と分子（P4～P25) 

光合成呼吸プリント（光化学系、カルビンベンソ

ン回路、電子伝達系、解糖系、クエン酸回路）を

暗記する。 

リードα用演習ノート問題番号を

書いて解答し 

自己採点しておくこと 

8 月 26 日出席

番号順に  

束ねて提出する

こと 

期末考査からの類題

と小テスト、板書ノー

トから出題しますの

で、よく復習しておく

こと。（生物基礎範囲

植生、バイオーム、生

態系は出題しません） 

探究

学習 

研究計画書を書く １学期に取り組んだ問いに対して、

現時点で分かっていることを、１冊

本を読み、まとめておく。 

 詳細は別紙 

２学期最初の

探究の授業時 

 

 

キャ

リア

教育 

大学のオープンキャンパスに参加して、レポート

を提出してください。 

・オープンキャンパスはできるだけたくさん、複数の大学を参加しましょう。 

・内容は必ず Classi のポートフォリオに記録しておいてください。 

・気になった大学については、配布した冊子にまとめて８月２６日に担任の

先生に提出してください。 

英数国の到達度テスト連動課題について 

・GW の宿題として受験した到達度テストの結果により、苦手な単元と判断された範囲の講座が宿題配信されます。 

 ・配信された動画を視聴し、確認テストの正答率が 100％になるまでテストを受け続けてください。 

 ・正答率が 100％になったら、宿題提出をしてください。 ・期限は 8 月 26 日です。それまでにしっかり取り組みましょう。 



3５期高２ 夏期課題一覧（７組） 

 

１．計画を立てて、きちんとやっていきましょう！ 

２．提出日はきちんと守りましょう。期限通りに出せるようにする能力も立派な力です！！ 

３．自力で解いて、理解をきちんとしましょう！！ 

４．理解が足りていないと思うところは、質問する、授業で使っている問題集などでやり直しましょう！！！ 

 学力向上の公式：集中力×努力（学習時間）×計画力×能力 です 

教科  内容 取り組み方 提出日 課題確認テストについて 

国

語 

現

代

文 

①「プログレス現代文 発展編」１５  ～ ２１  

②「プログレス現代文」要約ノート１５  ～ ２

１  

①・②はいつも通り問題集に直接書き

込んで答え合わせをしておく。 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

 

古

典 
①「錬成古典」７・８・９・11・12・13 

 （古文３題・漢文３題） 

 

②「新成古典」トレーニングノート 

  ７・８・９・11・12・13 

①問題集に直接書き込んで答え合わ

せをする。 

②・左ページの問題を解いて答え合わ

せをする。 

・右ページは以下の通り 

古文：品詞分解を本文に書き込み下

の欄に現代語訳を書く。 

漢文：下欄に書き下し文を書く。 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

 

共

通 

① スタディサプリ課題（３題） 

 （到達度テスト連動課題） 

② 読書レポート（１枚） 

③ 「折々のことば」応募原稿（未提出の人のみ） 

① 詳細は下段参照 

② ビブリオの準備です。しっかり 

  取り組みましょう。 

③ 授業で説明・配布します。 

②③は始業式 

提出 

※現代文と古典と 

合わせて１００点 

のテスト 

数学 ①数学Ⅱ・数学 B の 

1 学期中間考査・1 学期期末考査のやり直し 

②スタディサプリの配信課題 

（動画視聴を含む） 

③苦手な分野の問題をできるだけ多く解く。 

（スタディサプリの利用 OK） 

④スタディサプリ 到達度テスト連動課題 

①ノートに計算過程を含めて 

すべてを書いてください。 

不正解の問題を、最終ページに 

まとめて 2 度目を解きなおしてく

ださい。最大 3 度目まで解きなお

すこと。 

始業式の日の  

終礼後に三木の  

所へもってきて

ください。  

②④は提出不要  

数学Ⅱ・数学 B の 

計 4 回分の考査の類

題を出題します。 

英語 ①WINSTEP 短期集中 Vol.1 1 冊 

 

② Intensive Reading  第 1 課～第 3 課 

 

③システム英単語 1003 まで 

④スタディサプリ 連動課題 

①本体に解答を書き込んで、答合せ 

をする 

②例文を暗記、和訳問題はプリント 

に解答し、自分で添削する 

③何度も繰り返し見て音読する 

④下記参照 

①② 

課題確認テス

ト当日 

③④ 

提出不要 

①～③から出題しま

す。 

②は日→英もできる

ことを目指しましょ

う。 

日 本

史 

①中間・期末考査のやり直しプリント 

②1 学期の範囲の総合問題プリント 

①②ともに、配布される解答用紙冊子

に解答していき、解答用紙冊子を提

出してください。 

課題確認テス

ト後に終礼で

提出 

宿題の範囲から出題 

世 界

史 
新  世界史研究ノート（標準編）1～40 

記述問題プリント 

1～40 の問題を別のノートに解答す

る。 

課題確認テス

ト後に提出 

宿題の範囲から出題。 

文 系

理科 

インプレス P70～72、74～76、78 

コンセプト P86～89、91～93、100 

解答用紙プリントを配布します。 

解いて丸付け、やり直しをして提出し

てください。 

課題確認テス

ト後に提出 

宿題の範囲から出題 

探 究

学習 

①研究計画書を書く 

②計画書を書くために本を 1 冊は読む 

 

１学期に取り組んだ問いに対して、現

時点で分かっていることを、１冊本

を読み、まとめておく。 

 詳細は別紙 

２学期最初の

探究の授業時 

 

 

キ ャ

リ ア

教育 

大学のオープンキャンパスに参加して、レポー

トを提出してください。 

・できるだけたくさん、最低でも 1 つは参加しましょう。 

・夢ナビで経験したことも併せて、内容は必ず Classi のポートフォリオに記

録しておいてください。 

・気になった大学については、配布した冊子にまとめて８月２６日に担任の先

生に提出してください。 

英数国の到達度テスト連動課題について 

・GW の宿題として受験した到達度テストの結果により、苦手な単元と判断された範囲の講座が宿題配信されます。 

 ・配信された動画を視聴し、確認テストの正答率が 100％になるまでテストを受け続けてください。 

 ・正答率が 100％になったら、宿題提出をしてください。 

 ・期限は 8 月 26 日とします。それまでにしっかり動画を視聴し、確認テストに取り組みましょう。 

 ・8 月 18 日の河合塾全統模試までにやっておくことをオススメいたします。 



3５期高２ 夏期課題一覧（８組） 

１．計画を立てて、きちんとやっていきましょう！ 

２．提出日はきちんと守りましょう。期限通りに出せるようにする能力も立派な力です！！ 

３．自力で解いて、理解をきちんとしましょう！！ 

４．理解が足りていないと思うところは、質問する、授業で使っている問題集などでやり直しましょう！！！ 

 学力向上の公式：集中力×努力（学習時間）×計画力×能力 です 

教科  内容 取り組み方 提出日 課題確認テストについて 

国

語 

現

代

文 

①「プログレス現代文 発展編」１５  ～ ２１  

②「プログレス現代文」要約ノート１５  ～ ２１  

①・②はいつも通り問題集に直接書

き込んで答え合わせをしておく。 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

古

典 
①①「新成古典」７・８・９・11・12・13 

 （古文３題・漢文３題） 

 

②「新成古典」トレーニングノート 

  ７・８・９・11・12・13 

①問題集に直接書き込んで答え合

わせをする。 

②・左ページの問題を解いて答え合

わせをする。 

・右ページは以下の通り 

古文：品詞分解を本文に書き込み

下の欄に現代語訳を書く。 

漢文：下欄に書き下し文を書く。 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

 

共

通 

① スタディサプリ配信課題（３題） 

 （到達度テスト連動課題） 

② 読書レポート（１枚） 

③ 「折々のことば」応募原稿（未提出の人のみ） 

① 詳細は下段参照 

② ビブリオの準備です。しっかり 

  取り組みましょう。 

③ 授業で説明・配布します。 

②③は始業式 

提出 

※現代文と古典と 

合わせて１００点 

のテスト 

数学 ①Focus Gold 数学Ⅱ+B より指定した問題 

詳細は別紙配付プリント参照のこと。 

②スタディサプリ 到達度テスト連動課題 

標準・発展コースのいずれかを自

分で選び、ノートで提出する。解

答する問題の数は必要最低限な

ので、今回の課題を参考にして各

自で＋αの問題数を解答する事。 

課題確認テス

ト当日 

②は提出不要  

数学ⅡBで今まで習っ

た範囲すべて（宿題の

範囲外からも出題し

ます） 

英語 ①WINSTEP 短期集中 Vol.1 1 冊 

 

② Intensive Reading  第 1 課～第 3 課 

 

③システム英単語 1003 まで 

④スタディサプリ 連動課題 

①本体に解答を書き込んで、答合せ 

をする 

②例文を暗記、和訳問題はプリント 

に解答し、自分で添削する 

③何度も繰り返し見て音読する 

④下記参照 

①② 

課題確認テス

ト当日 

③④ 

提出不要 

①～③から出題しま

す。 

②は日→英もできる

ことを目指しましょ

う。 

化学 セミナー化学基礎 

詳細は、別紙参照 

別紙参照 課題確認テス

ト当日 

詳細は別紙 

別紙参照 

物理 セミナー物理基礎+物理 

 基本例題１～29 

（余裕がある人は発展例題 1～19） 

スタディサプリを配信します。（センター物理）一

度挑戦してみてください。 

問題集用ノートに解いて、丸付け・

やり直しをして提出 

途中式や図なども書いておくこと 

（答えのみは不可） 

課題確認テス

ト当日 

宿題の範囲から出題 

生物 生物基礎リードα 第 4 章植生の多様性と分布と

第 5 章生態系とその保全（P80～P117） 

生物リードα 第 1 章細胞と分子（P4～P25) 

光合成呼吸プリント（光化学系、カルビンベンソ

ン回路、電子伝達系、解糖系、クエン酸回路）を

暗記する。 

リードα用演習ノート問題番号を

書いて解答し 

自己採点しておくこと 

8 月 26 日出席

番号順に  

束ねて提出する

こと 

期末考査からの類題

と小テスト、板書ノー

トから出題しますの

で、よく復習しておく

こと。（生物基礎範囲

植生、バイオーム、生

態系は出題しません） 

探 究

学習 

①研究計画書を書く 

②計画書を書くために、問いと関連する本を 1 冊

は読む 

１学期に取り組んだ問いに対して、

現時点で分かっていることを、１冊

本を読み、まとめておく。 

 詳細は別紙 

２学期最初の

探究の授業時 

 

 

キ ャ

リ ア

教育 

大学のオープンキャンパスに参加して、レポート

を提出してください。 

・できるだけたくさん、最低でも 1 つは参加しましょう。 

・夢ナビで経験したことも併せて、内容は必ず Classi のポートフォリオに

記録しておいてください。 

・気になった大学については、配布した冊子にまとめて８月２６日に担任の

先生に提出してください。 

英数国の到達度テスト連動課題について 

・GW の宿題として受験した到達度テストの結果により、苦手な単元と判断された範囲の講座が宿題配信されます。 

 ・配信された動画を視聴し、確認テストの正答率が 100％になるまでテストを受け続けてください。 

 ・正答率が 100％になったら、宿題提出をしてください。 

 ・期限は 8 月 26 日とします。それまでにしっかり動画を視聴し、確認テストに取り組みましょう。 

 ・8 月 18 日の河合塾全統模試までにやっておくことをオススメいたします。 



3５期高２ 夏期課題一覧（９組文系） 

 

１．計画を立てて、きちんとやっていきましょう！ 

２．提出日はきちんと守りましょう。期限通りに出せるようにする能力も立派な力です！！ 

３．自力で解いて、理解をきちんとしましょう！！ 

４．理解が足りていないと思うところは、質問する、授業で使っている問題集などでやり直しましょう！！！ 

 学力向上の公式：集中力×努力（学習時間）×計画力×能力 です 

教科  内容 取り組み方 提出日 課題確認テストについて 

国

語 

現

代

文 

①「プログレス現代文 発展編」１５  ～ ２１  

②「プログレス現代文」要約ノート１５  ～ ２１  

①・②はいつも通り問題集に直接書

き込んで答え合わせをしておく。 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

 

古

典 
①「錬成古典」７・８・９・11・12・13 

 （古文３題・漢文３題） 

 

②「新成古典」トレーニングノート 

  ７・８・９・11・12・13 

①問題集に直接書き込んで答え合

わせをする。 

②・左ページの問題を解いて答え合

わせをする。 

・右ページは以下の通り 

古文：品詞分解を本文に書き込み

下の欄に現代語訳を書く。 

漢文：下欄に書き下し文を書く。 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

 

共

通 

① スタディサプリ課題 

 （動画は自由選択） 

② 読書レポート（１枚） 

③ 「折々のことば」応募原稿（未提出の人のみ） 

① 詳細は下段参照 

② ビブリオの準備です。しっかり 

  取り組みましょう。 

③ 授業で説明・配布します。 

②③は始業式 

提出 

※現代文と古典と 

合わせて１００点 

のテスト 

数学 ①Focus Gold 数学Ⅱ+B より指定した問題 

詳細は別紙配付プリント参照のこと。 

②スタディサプリ 到達度テスト課題 

解答する問題の数は必要最低限

なので、今回の課題を参考にして

各自で＋αの問題数を解答する

事。 

課題確認テス

ト当日 

②は提出不要  

数学ⅡBで今まで習っ

た範囲すべて（宿題の

範囲外からも出題し

ます） 

英語 ①WINSTEP 短期集中 Vol.1 1 冊 

 

②Grammar Collection ８動詞の語法① 

９動詞の語法② 14 副詞の語法 

③システム英単語 1003 まで 

④スタディサプリ 課題 

①本体に解答を書き込んで、答合せ 

をする 

②レポート用紙かノートに解答し、 

答え合わせをして提出 

③何度も繰り返し見て音読する 

④下記参照 

①② 

課題確認テス

ト当日 

③④ 

提出不要 

①～③から出題しま

す。 

日 本

史 

①中間・期末考査のやり直しプリント 

②1 学期の範囲の総合問題プリント 

①②ともに、配布される解答用紙冊

子に解答していき、解答用紙冊子を

提出してください。 

課題確認テス

ト後に終礼で

提出 

宿題の範囲から、実力

問題も出題します。 

世 界

史 
新  世界史研究ノート（標準編）1～40 

記述問題プリント 

1～40 の問題を別のノートに解答

する。 

課題確認テス

ト後に提出 

宿題の範囲から出題。 

文 系

理科 

インプレス P70～72、74～76、78 

コンセプト P86～89、91～93、100 

解答用紙プリントを配布します。 

解いて丸付け、やり直しをして提出

してください。 

課題確認テス

ト後に提出 

宿題の範囲から出題 

探 究

学習 

①研究計画書を書く 

②計画書を書くために、問いと関連する本を 1 冊

は読む 

１学期に取り組んだ問いに対して、

現時点で分かっていることを、１

冊本を読み、まとめておく。 

 詳細は別紙 

２学期最初の

探究の授業時 

 

 

キ ャ

リ ア

教育 

大学のオープンキャンパスに参加して、レポート

を提出してください。 

・できるだけたくさん、最低でも 1 つは参加しましょう。 

・夢ナビで経験したことも併せて、内容は必ず Classi のポートフォリオに

記録しておいてください。 

・気になった大学については、配布した冊子にまとめて８月２６日に担任の

先生に提出してください。 

英数国のスタディサプリ課題について 

・GW の宿題として受験した到達度テストの結果や進研模試の自己採点の結果を見て、復習が必要な単元を「到達度苦手克服

シート」に優先順位をつけて、ピックアップする。 

 ・ピックアップした動画を視聴し、確認テストの正答率が 100％になるまでテストを受け続けてください。 

 ・今年の夏は、基礎力不足を徹底的につぶす大きなチャンスです。このチャンスを無駄にしないようにしましょう。 

 ・8 月 26 日までに 10 講座以上に取り組んでください。 

 ・8 月 18 日の河合塾全統模試までにやっておくことをオススメいたします。 



3５期高２ 夏期課題一覧（９組理系） 

１．計画を立てて、きちんとやっていきましょう！ 

２．提出日はきちんと守りましょう。期限通りに出せるようにする能力も立派な力です！！ 

３．自力で解いて、理解をきちんとしましょう！！ 

４．理解が足りていないと思うところは、質問する、授業で使っている問題集などでやり直しましょう！！！ 

 学力向上の公式：集中力×努力（学習時間）×計画力×能力 です 

教科  内容 取り組み方 提出日 課題確認テストについて 

国

語 

現

代

文 

①「プログレス現代文 発展編」１５  ～ ２１  

②「プログレス現代文」要約ノート１５  ～ ２１  

①・②はいつも通り問題集に直接書

き込んで答え合わせをしておく。 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

古

典 
①「錬成古典」７・８・９・11・12・13 

 （古文３題・漢文３題） 

 

②「新成古典」トレーニングノート 

  ７・８・９・11・12・13 

①問題集に直接書き込んで答え合

わせをする。 

②・左ページの問題を解いて答え合

わせをする。 

・右ページは以下の通り 

古文：品詞分解を本文に書き込み

下の欄に現代語訳を書く。 

漢文：下欄に書き下し文を書く。 

課題確認テス

ト後、終礼にて

提出。 

①の範囲から５０点

分出題します。 

共

通 

① スタディサプリ課題 

 （動画は自由選択） 

② 読書レポート（１枚） 

③ 「折々のことば」応募原稿（未提出の人のみ） 

① 詳細は下段参照 

② ビブリオの準備です。しっかり 

  取り組みましょう。 

③ 授業で説明・配布します。 

②③は始業式 

提出 

※現代文と古典と 

合わせて１００点 

のテスト 

数学 ① FocusGoldⅠ+A，Ⅱ+B の今までに習った範

囲から**または***の問題を中心に 70 題 

（例題でも OK）を自分で自由に選び，解く。 

② スタディサプリ 到達度テスト連動課題 

ノートに解答する。例題の解説と同

様の解答内容にすること。間違え

た問題は必ず一からやり直すこ

と。 

課題確認テスト

当日、出席番号

順に回収  

②は提出不要  

数学ⅠAⅡB で習った

範囲から出題します。 

(数列・ベクトル・微

分積分は必ず出題し

ます) 

英語 ①WINSTEP 短期集中 Vol.1 1 冊 

 

②Grammar Collection ８動詞の語法① 

９動詞の語法② 14 副詞の語法 

③システム英単語 1003 まで 

④スタディサプリ 連動課題 

①本体に解答を書き込んで、答合せ 

をする 

②レポート用紙かノートに解答し、 

答え合わせをして提出 

③何度も繰り返し見て音読する 

④下記参照 

①② 

課題確認テス

ト当日 

③④ 

提出不要 

①～③から出題しま

す。 

化学 セミナ化学基礎 

詳細は、別紙参照 

別紙参照 課題確認テス

ト当日 

詳細は別紙 

別紙参照 

物理 セミナー物理基礎+物理 

 基本例題１～29 

（余裕がある人は発展例題 1～19） 

スタディサプリを配信します。（センター物理）一

度挑戦してみてください。 

問題集用ノートに解いて、丸付け・

やり直しをして提出 

途中式や図なども書いておくこと 

（答えのみは不可） 

課題確認テス

ト当日 

宿題の範囲から出題 

生物 生物基礎リードα 第 4 章植生の多様性と分布と

第 5 章生態系とその保全（P80～P117） 

生物リードα 第 1 章細胞と分子（P4～P25) 

光合成呼吸プリント（光化学系、カルビンベンソ

ン回路、電子伝達系、解糖系、クエン酸回路）を

暗記する。 

リードα用演習ノート問題番号を

書いて解答し 

自己採点しておくこと 

8 月 26 日出席

番号順に  

束ねて提出する

こと 

期末考査からの類題

と小テスト、板書ノー

トから出題しますの

で、よく復習しておく

こと。（生物基礎範囲

植生、バイオーム、生

態系は出題しません） 

探究

学習 

①研究計画書を書く 

②計画書を書くために、問いと関連する本を 1 冊

は読む 

１学期に取り組んだ問いに対して、

現時点で分かっていることを、１冊

本を読み、まとめておく。 

 詳細は別紙 

２学期最初の

探究の授業時 

 

 

キャ

リア

教育 

大学のオープンキャンパスに参加して、レポート

を提出してください。 

・できるだけたくさん、最低でも 1 つは参加しましょう。 

・夢ナビで経験したことも併せて、内容は必ず Classi のポートフォリオに

記録しておいてください。 

・気になった大学については、配布した冊子にまとめて８月２６日に担任の

先生に提出してください。 

英数国のスタディサプリ課題について 

・GW の宿題として受験した到達度テストの結果や進研模試の自己採点の結果を見て、復習が必要な単元を「到達度苦手克服

シート」に優先順位をつけて、ピックアップする。 

 ・ピックアップした動画を視聴し、確認テストの正答率が 100％になるまでテストを受け続けてください。 

 ・今年の夏は、基礎力不足を徹底的につぶす大きなチャンスです。このチャンスを無駄にしないようにしましょう。 

 ・8 月 26 日までに 10 講座以上に取り組んでください。8 月 18 日の河合塾全統模試までにやることをオススメいたします。 


