
対象 科目 担当教員 内容 提出日 備考

現代文Ｂ 福井先生
①「食と想像力」（教科書P.198～P.204）を読む
②課題プリント（両面）を解く

レターパック 空欄無し。（漢字や語句で分からない問題は、調べても良い。）

英語会話①、② 川﨑ゆ先生
①略語プリント２枚
②英語科課題プリント１枚

レターパック
①略語をまず覚えてから問題を解くこと。2枚とも丸付けまですること
②各自、分からない単語は調べて、練習まで完成させること（丸付け不要）

日本史Ａ 前田先生 日本史事前学習プリント１枚 レターパック 教科書・資料集を用いて、空欄をすべて埋めること

現代社会 坂口先生
教科書Ｐ66・67の本文を3年生で使用する新しいノートに2回書き写した後、要点をノートにまと
める

レターパック
・要点をまとめる際に、ライブ（資料集）Ｐ99～101を参照すること
・4/15（水）に新たな課題を出すので、4/14（火）までに終わらせておくこと

家庭総合 名明先生 B4用紙１枚「食に関わることばクイズ！」 レターパック クラスごとで出席番号順に並べて提出してください。

進路分析シート レターパック Ａ３両面１枚（しっかり文章で記入すること。）

チェックテスト第５～７回 レターパック 答え合わせをして、各回の合計点を記入して提出。

作物①

作物②

野菜①

野菜②

選Ｍ
植物バイオテクノロジー

無菌操作、茎頂培養について調べてレポート用紙１枚 レターパック

農業機械 星野先生 教科書「農業機械」P161～162､P168～172を書き写す 学校再開日

選Ｍ
グリーンライフ

片岡先生
教科書「グリーンライフ」Ｐ６～１１書き写す
※Ｐ９話題「半農半Ｘ」、Ｐ１０話題「スローフード運動」も書き写すこと

レターパック
新しいノートにしっかりと誤字脱字がないように書くこと。また、太文字は色（赤や黄色
など）を使って書くこと。

果樹① 長谷川し先生 プリント1枚 レターパック プリントのみで提出（ノートに貼らない）

果樹② 課題研究で行う果樹の栽培管理方法を教科書から書き写すこと レターパック

食品流通
コンビニの原点（アメリカの内容）を教科書からまとめる。
また、日本のコンビニ1号店について書くこと。

レターパック

草花① 西村先生 バイオ検定の過去問題をノートに解答し丸付けをする。3回行う。 レターパック

草花②

生物活用

農業機械 鎌田先生 プリント両面２枚（表紙１枚） レターパック

農業機械 プリント両面２枚（表紙１枚） レターパック

選Ｚ
食品製造

4/15（水）に課題を出します

乳牛①、② 嶌田先生 教科書「畜産」P166～172までをノートに書き写す（図表については、備考欄をよく読むこと） レターパック
図表：図28、30と表6、8のみ書き写す。
　　　図28については、図と部位名も書くこと。

肉牛① 大村先生
教科書「畜産」P211～219を読む
P195,P211～213,P231の図,表をノートに書き写す〈備考をよく読んで下さい〉

レターパック P195：図6、P211：表7、P212：図45,表8、P213：表9、P231：図①

肉牛②
教科書「畜産」p220～225までをノートに書き写す（図は不要ですが、表12、13は書き写すこ
と）

レターパック

選Ｚ
動物バイオテクノロジー

教科書「畜産」p21～22及び教科書「動物ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ」p94～95までをノートに書き写す（図
を含む）

レターパック

選
択

選Ｃ、Ｄ
国語表現

川井先生 「国語必携ライトパーフェクト演習」P４～７ 最初の授業
（レターパック）

答え合わせは授業内で行います。

※ 網掛け部分

３
Ｚ

鎌田先生

赤沼先生

が提出がレターパックにて郵送になっている科目です。よく確認して取り組むこと。

野菜の教科書、温室メロンのところを図や表も含めてノートに写す レターパック 色ペンなどを使用し、丁寧に書き写すこと

３
Ｈ

本田先生

沼田先生
「草花」の教科書P1～6（カラー写真）に掲載されている草花の科名を調べなさい。また、花壇用
草花苗について栽培特性をノートにまとめる。

学校再開日
各自、ポイントとなる部分となる語句または特性は色ペンで書き、形態的な特徴について
図示するなど工夫を加えること。最初の授業で小テストを実施します。
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３
M

金地先生 作物教科書Ｐ５８～６３書き写す（図、表を含む） レターパック 色ペンなどを使用し、丁寧に書き写すこと

山本あ先生



対象 科目 担当教員 内容 提出日 備考

現代文Ｂ 福井先生 漢字検定３級模擬試験２回分（両面刷２枚） レターパック 空欄無し。（分からない問題は、調べても良い。）

英語会話①、② 川﨑ゆ先生
ワークシート（B4１枚）レポート（A4１枚）
自主学習ノート（希望者）

レターパック A4プリントに書いてある課題の説明をよく読んで取り組むこと。

日本史Ａ 前田先生 日本史A事前学習プリント２枚 レターパック 教科書・資料集を用いて、空欄をすべて埋めること

現代社会 坂口先生
教科書Ｐ68・69の本文を3年生で使用する新しいノート（前回課題の続き）に2回書き写した後、
要点をノートにまとめる

レターパック
・要点をまとめる際に、ライブ（資料集）Ｐ102～105を参照すること
・4/30（木）に新たな課題を出すので、4/29（水）までに終わらせておくこと

体育 多田先生 ジョギング、ストレッチ等、各自適度な運動を行う。

学年 第３学年 朝学ドリル 学校再開日 詳細は朝学要項をよく読むこと。

３
Ｈ

果樹① 長谷川し先生 教科書p.154～157の文章すべてと図5,6,9をノートに写す 学校再開日

３
Z

選Ｚ 食品製造 鎌田先生 プリント２枚（+表紙１枚） レターパック

選Ｃ 古典Ａ 足立先生 プリント４枚 最初の授業
（レターパック）

有名な古典文学作品なので、インターネットで検索すれば、参考資料はたくさん手に入り
ます。何を見ても誰に聞いてもかまいません。すべて解答して提出しましょう。

選Ｃ グローバル教養概説 坂口先生
教科書Ｐ168・169の本文を3年生で使用する新しいノートに2回書き写した後、要点をノートに
まとめる

最初の授業
（レターパック）

・要点をまとめる際に、ライブ（資料集）Ｐ285～292を参照すること
・4/30（木）に新たな課題を出すので、4/29（水）までに終わらせておくこと

選Ｃ 数学探求Ｂ 高田先生 プリント冊子　１冊 学校再開日
（レターパック）

答え合わせをして提出

選C コミュニケーション
英語Ⅱ

木村先生 Research Project 冊子1冊 学校再開日
表紙の課題の説明をよく読んで取り組むこと。
文章でなく箇条書きで書いても良い。

選Ｃ、Ｄ 数学Ⅱ 藤本先生 プリント冊子　１冊 学校再開日
（レターパック）

答え合わせをして提出

選Ｃ 生物 松本先生
①プリント両面２枚
②2年次の授業で学習した内容(単元)で自分が一番興味のあった所をノートにまとめる

 ①学校再開日
（レターパック）

 ②最初の授業
（レターパック）

②必ずノート1ページ以上書く。図や絵を用いてもよい。

選Ｄ 生物活用 川﨑ひ先生
教科書「生物活用」Ｐ21～30　48～50
ノートに書き写す（本文のみ）

最初の授業

選Ｄ 農業と環境 藤田先生 教科書Ｐ6～Ｐ２７ノートにまとめて提出 学校再開日

選Ｄ 果樹 長谷川し先生 教科書P.６，P.８～11の文章すべてと表１をノートに写す（図や写真は写さなくてよい） 学校再開日

選Ｄ 草花 西村先生 ①草花の教科書Ｐ１～６（写真の所）のすべての草花名と絵と科名と特徴をノートに書く。 最初の授業

選Ｄ 畜産 鈴木先生 鶏・豚・肉牛・乳牛の品種のスケッチを３種類ずつ描く。 最初の授業 色塗り・特徴も書く

※ 網掛け部分

選
択
Ｃ
・
Ｄ

が提出がレターパックにて郵送になっている科目です。よく確認して取り組むこと。
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対象 科目 担当教員 内容 提出日 備考

現代文Ｂ 福井先生
①「話を聞かせて」（教科書P.206～P.216）を読む。
②課題プリント（両面刷１枚）を解く。

レターパック 空欄無し。（漢字や語句で分からない問題は、調べても良い。）

現代社会 坂口先生
教科書Ｐ72・73の本文を3年生で使用する新しいノート（前回課題の続き）に2回書き写した後、
要点をノートにまとめる

レターパック ・要点をまとめる際に、ライブ（資料集）Ｐ131・132を参照すること

家庭総合 名明先生 配布プリント１枚「６食生活の文化と知恵７これからの食生活」（→教科書を読みながら解く） レターパック

チェックテスト第１、２回 レターパック 答え合わせをして、各回の合計点を記入して提出。

学校農業クラブ意見発表課題作文
（１２０１文字以上書くこと）

レターパック 詳細は配布資料をよく読むこと。

作物①、② 金地先生
前回の続きで教科書ｐ６４～６８までを書き写す（図12、図１５、図１６、図１７、図２２は書く
こと）

レターパック 色ペンなどを使用し、丁寧に書くこと

選Ｍ グリーンライフ 片岡先生 プリント１枚 レターパック 教科書をよく読んで取り組むこと。

果樹① 長谷川し先生 プリント5枚 レターパック ノートには貼らず、ホッチキスに止めたまま提出すること

草花① 西村先生
草花教科書P175～178と、シクラメンの育て方のコツ（カラープリント）を見て、大切なところ
をノートにまとめる

レターパック

草花②

生物活用

課題研究
（HP　ウメ班、カキ班、

栄養繁殖班のみ）
長谷川し先生 プリント（ウメ班は２枚、カキ班、栄養繁殖班は１枚） レターパック ウメ班、カキ班、栄養繁殖班のみの課題

選Ｃ 古典Ａ 足立先生 教科書「標準 古典Ａ」のｐ222・223の「故事成語一覧」をノートに丁寧に写す。 最初の授業
（レターパック）

故事成語は、入学試験や就職試験で頻繁に出題されます。社会人として知っておくべきこ
とでもあるので、しっかり覚えましょう。

選Ｃ グローバル教養概説 坂口先生
教科書Ｐ172・173の本文を3年生で使用する新しいノート（前回課題の続き）に2回書き写した
後、要点をノートにまとめる

最初の授業
（レターパック）

・要点をまとめる際に、ライブ（資料集）Ｐ308～312を参照すること

選Ｃ 兵庫の歴史 前田先生 プリント１枚 最初の授業
（レターパック）

事前学習プリント１枚＋資料プリント１枚を郵送しています。

選Ｃ 化学探求 森先生
乙種第４類危険物取扱者試験テキストのカッコ内のページの表をノートにまとめる（P153第4類
危険物表2-2、P156，157の表1～3、P159の仮貯蔵、仮使用の表と表3-1、P161の表4-1、
P165の表1-1、P167の表1-2）

最初の授業 詳細はプリントを参照

選Ｄ フードデザイン 名明先生
学習ノート28～３１ﾍﾟｰｼﾞ
（→教科書94～129ﾍﾟｰｼﾞをよく読んで解くこと）

最初の授業

選Ｄ 草花 西村先生 教科書Ｐ２～３をまとめて大切なところを赤で書く 最初の授業

選Ｄ 果樹 長谷川し先生 プリント１枚 学校再開日
（レターパック）

プリントはノートに貼り、提出当日の１限開始までに代表者が集めて提出すること。

※ 網掛け部分

選
択
C
・
D

が提出がレターパックにて郵送になっている科目です。よく確認して取り組むこと。

３
M

３
Ｈ

沼田先生 プリント1枚裏表を教科書を参考にして解答する レターパック
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