
高岡第一高等学校　休校中の宿題Ⅰ期【～5/17（日）】　　　２学年進学コース（２組文系）

範囲・内容 担当者 提出の有無・方法

現代文 「新漢字の学習」３級（P32～55） 高畑 学校再開後に提出

古典

①教科書P11～宇治拾遺物語 小野篁、広才のこと
　　　音読３回、本文写し・訳（１年次取り組んだやりかた
　　　でいいです。）、課題ノート６・７頁
②課題ノート16頁　用言　教科書270～273参考

有澤 学校再開後に提出

数学 動画配信：数Ⅰデータの分析、数A場合の数と確率 岩崎 web上で確認

英語
PowerOn P10∼13（提出課題）

DUO 1∼15（郵送課題）
動画配信（月・水・金）

河原

去年の授業のようにノートに書き写し
て提出

15日に写メ→提出
※14日にポートフォリオで解答例を

配信します。

地歴 日本史

教科書を読み進める（奈良時代まで）
P10人類の誕生～P18弥生人の生活

P24ヤマト政権と東アジア～P27古墳時代人の生活
P29東アジア情勢の変化とヤマト政権

P35大化の改新～P36壬申の乱
P42平城京の繁栄～P45政治・社会の動揺

吉田 ポートフォリオにて取り組みを確認

公民
政治経

済
日本の議員内閣制とアメリカの大統領制の特徴について著し、その違いを述べなさい。 松野 授業で使うノートに自由記述

理科
化学基

礎

教科書　p4～21を読み、以下のプリントを解答する。
　・整理Noteプリントで整理　1枚
　・課題プリント➀　「序編　化学と人間生活」　1枚

加川
整理Noteプリント

課題プリント➀を解答し、
初回の授業の時提出

保健体育

９～31日共通課題
体育：➀縄跳び　　　➁ラジオ体操第１・第２
※詳細はポートフォリオに配信されるファイルを確認

保健：①作文
※詳細はポートフォリオに配信されるファイルを確認

石名田
市井
松浦
西村
重信

体育：休校明け授業内でテストあり

保健：休校明け授業内で提出

読書感
想文

９～31日共通課題
読書感想文を書く（郵送資料参考）

休校明けに提出

学年課
題

☆作文
ノートや原稿用紙を用意し、「活躍する同世代の人と自分を比べて」というテーマで500～600字で作
文。
 　①人物を選ぶ　②作文を書く　③ポートフォリオに作文の写真を貼り付けて提出
☆調べ学習
今興味のある学校、企業のことをできるだけたくさん調べて、ノートや紙にまとめる。写真やデータ資料
を貼り付けたり、絵を描いてもかまわない。
　①学校・企業を選ぶ　②紙やノートにまとめる　③ポートフォリオに出来上がったものの写真を貼り付
け
　て提出

戸恒
17日にポートフォリオに出来上がった

ものの写真を貼り付けて提出。

※次回登校日は、６月１日（月）を予定しています。【５／７ 現在】 
※Ｃｌａｓｓｉ、メール配信および HP を常にチェックし、最新の情報を確認してください。

教科 科目
学年　　　　　　　　　コース

国語

その他



高岡第一高等学校　休校中の宿題Ⅰ期【～5/17（日）】　　　２学年進学コース（２組理系）

範囲・内容 担当者 提出の有無・方法

国語 現代文
「新漢字の学習」３級（P32～55）

高畑 学校再開後に提出

数学

９日：教科書P8～10
10日：教科書P11～13
11日：学習動画「割り算の等式の活用」 教科書P15～17
12日：STAGE P14～17　Webテスト数学Ⅱ確認テスト（整式の割り算）
14日：学習動画「分数式の四則演算」　教科書P18～20
15日：STAGE P7：19～21　P8：23，24　Webテスト：数学Ⅱ確認テスト（分数式）
16日：P21　Training1～10

栗林 ポートフォリオの指示に従うように。

英語
PowerOn P10∼13（提出課題）

DUO 1∼15（郵送課題）
動画配信（月・水・金）

河原

去年の授業のようにノートに書き写し
て提出

15日に写メ→提出
※14日にポートフォリオで解答例を

配信します。

公民
現代社

会
現代社会ワークノート

P２～9
西川 初回授業時に提出

化学基
礎

☆９～10日：教科書P20～37の振り返り（10日にP37の章末問題）
　　　　　　セミナーP8～10基礎問題1～14、P11発展例題1,発展問題１６
☆11∼13日:教科書P38∼42 11日:学習動画「原子の構造」
　　　　　　12日:セミナーP17基本例題3,P18基本問題17∼21
☆14∼16日:教科書P43∼45 14日:学習動画「電子配列」
　　　　　　15日:セミナーP17基礎例題4, P19基本問題22,P20発展問題27

永森
13日：9,10,12日分を写メ→提出

16日：15日分を写メ→提出

物理
（選択
者）

①動画配信：基礎コース_静電気の性質、電子の運動、
オームの法則、抵抗率、抵抗の接続

平川真 動画内の課題とポートフォリオに取り組む

生物
（選択
者）

1年生の生物基礎のワークで復習 本田 初回授業時に提出

保健体育

９～31日共通課題
体育：➀縄跳び　　　➁ラジオ体操第１・第２

※詳細はポートフォリオに配信されるファイルを確認

保健：①作文
※詳細はポートフォリオに配信されるファイルを確認

石名田
市井
松浦
西村
重信

体育：休校明け授業内でテストあり

保健：休校明け授業内で提出

読書感
想文

９～31日共通課題
読書感想文（郵送資料参考）

休校明け授業内で提出

学年課
題

☆作文
ノートや原稿用紙を用意し、「活躍する同世代の人と自分を比べて」というテーマで500～600字で作
文。
 　①人物を選ぶ　②作文を書く　③ポートフォリオに作文の写真を貼り付けて提出
☆調べ学習
今興味のある学校、企業のことをできるだけたくさん調べて、ノートや紙にまとめる。写真やデータ資料
を貼り付けたり、絵を描いてもかまわない。
　①学校・企業を選ぶ　②紙やノートにまとめる　③ポートフォリオに出来上がったものの写真を貼り付
け
　て提出

戸恒
17日にポートフォリオに出来上がった

ものの写真を貼り付けて提出。

※次回登校日は、６月１日（月）を予定しています。【５／７ 現在】 
※Ｃｌａｓｓｉ、メール配信および HP を常にチェックし、最新の情報を確認してください。

教科 科目
学年　　　　　　　　　コース

その他

理科



高岡第一高等学校　休校中の宿題Ⅰ期【～5/17（日）】　　　２学年進学コース（３～５組文系）

範囲・内容 担当者 提出の有無・方法

現代文 「新漢字の学習」３級（P32～55）
高畑
渡部

学校再開後に提出

古典

①教科書P11～宇治拾遺物語 小野篁、広才のこと
　　　音読３回、本文写し・訳（１年次取り組んだや
　　　りかたでいいです。）、課題ノート６・７頁
②課題ノート16頁　用言　教科書270～273参考

佐山
有澤

学校再開後に提出

数学
①動画配信：数Ⅰ数と式【１次不等式】から【命題と証明】＋２次関数【関数とグラフ】

橋本
木本

初回授業時にノートを提出

英語
PowerOn P10∼13（提出課題）

DUO 1∼15（郵送課題）
動画配信（月・水・金）

河原

去年の授業のようにノートに書き写し
て提出

15日に写メ→提出
※14日にポートフォリオで解答例を配

信します。

地歴
日本史
（選択
者）

教科書を読み進める（奈良時代まで）
P10人類の誕生～P18弥生人の生活

P24ヤマト政権と東アジア～P27古墳時代人の生活
P29東アジア情勢の変化とヤマト政権

P35大化の改新～P36壬申の乱
P42平城京の繁栄～P45政治・社会の動揺

中村 ポートフォリオにて取り組みを確認

公民
政治経

済
ワークを進める
範囲　P２～９

中谷 最初の授業時に確認

理科
化学基

礎

教科書　p4～21を読み、以下のプリントを解答する。
　・整理Noteプリントで整理　1枚

　・課題プリント➀　「序編　化学と人間生活」　1枚
渡辺
永森

整理Noteプリント
課題プリント➀を解答し、

初回の授業の時提出

書道
（選択
者）

９～31日（Ⅰ～Ⅲ期）共通課題
書道の課題
「以下に指定するＮＨＫ高校講座を視聴し、理解度チェックをしておく。」
※インターネットで「ＮＨＫ高校講座」と検索するとすぐに出てきます。
※昨年度の再放送なので、全て見られます。
※何らかの事情で見られない人は、ＰＤＦ閲覧や理解度チェックだけでもやること。
１学期より
回　放送日　タイトル
１回　4/23　「書はアートだ！　～書写から書道へ～」
２回　5/7 　「一本の線に表情が宿る　～漢字仮名交じりの書～」
６回　7/2 　「手書きだから伝わること　～生活の中の書～」
８回　7/30　「それは甲骨文から始まった　～書の歴史～」
３学期より
回　放送日　タイトル
19回　2/11　「手書きのぬくもり　～漢字仮名交じりの表現～」
20回　2/25　「自分の書を創造する！　～創作～」
※何らかの形でテストを行います。

中川 提出の必要なし

美術
（選択
者）

９～31日（Ⅰ～Ⅲ期）共通課題
美術の課題
「鉛筆でデッサンする。」
※題材自由。手、自画像、果物etc…
※スケッチブックが望ましいが、無ければ、Ａ４白紙、ノートやルーズリーフで構わない。
※枚数は自由。必ず１枚は描くこと。

内多 初回授業時に提出。

音楽Ⅱ
（選択
者）

９～31日（Ⅰ～Ⅲ期）共通課題
★詳細については、ポートフォリオの資料を確認してください。

「クラシック音楽について学ぶ」
栗本 初回授業時に提出。

保健体育

９～31日（Ⅰ～Ⅲ期）共通課題
体育：➀縄跳び　　　➁ラジオ体操第１・第２
※詳細はポートフォリオに配信されるファイルを確認

保健：①作文
※詳細はポートフォリオに配信されるファイルを確認

石名田
市井
松浦
西村
重信

体育：休校明け授業内でテストあり

保健：休校明け授業内で提出

読書感
想文

９～31日（Ⅰ～Ⅲ期）共通課題
読書感想文（郵送資料参考）

休校明け授業内で提出

学年課
題

☆作文
ノートや原稿用紙を用意し、「活躍する同世代の人と自分を比べて」というテーマで500～
600字で作文。
 　①人物を選ぶ　②作文を書く　③ポートフォリオに作文の写真を貼り付けて提出
☆調べ学習
今興味のある学校、企業のことをできるだけたくさん調べて、ノートや紙にまとめる。写真や
データ資料を貼り付けたり、絵を描いてもかまわない。
　①学校・企業を選ぶ　②紙やノートにまとめる　③ポートフォリオに出来上がったものの写
真を貼り付け

戸恒
17日にポートフォリオに出来上がった

ものの写真を貼り付けて提出。

※次回登校日は、６月１日（月）を予定しています。【５／７ 現在】 
※Ｃｌａｓｓｉ、メール配信および HP を常にチェックし、最新の情報を確認してください。

教科 科目
学年　　　　　　　　　コース

国語

その他

芸術



高岡第一高等学校　休校中の宿題Ⅰ期【～5/17（日）】　　　２学年進学コース（５組保育系）

範囲・内容 担当者 提出の有無・方法

国語 現代文 「新漢字の学習」３級（P32～55） 渡部 学校再開後に提出

古典

①教科書P11～宇治拾遺物語 小野篁、広才のこと
　音読３回、本文写し・訳（１年次取り組んだやりかた
　でいいです。）、課題ノート６・７頁
②課題ノート16頁　用言　教科書270～273参考

佐山 学校再開後に提出

数学 ①動画配信：数Ⅰ数と式【１次不等式】から【命題と証明】＋２次関数【関数とグ
ラフ】

木本 初回授業時にノート提出

英語
PowerOn P10∼13（提出課題）

DUO 1∼15（郵送課題）
動画配信（月・水・金）

岩原

去年の授業のようにノートに書き
写して提出

15日に写メ→提出
※14日にポートフォリオで解答例

を配信します。

公民 現代社会
現代社会ワークノート

P２～9
西川 初回授業時に提出

理科
化学基

礎

教科書　p4～21を読み、以下のプリントを解答する。
　・整理Noteプリントで整理　1枚

　・課題プリント➀　「序編　化学と人間生活」　1枚
永森

整理Noteプリント
課題プリント➀を解答し、

初回の授業の時提出

保健体育

９～31日（Ⅰ～Ⅲ期）共通課題
体育：➀縄跳び　　　➁ラジオ体操第１・第２
※詳細はポートフォリオに配信されるファイルを確認

保健：①作文
※詳細はポートフォリオに配信されるファイルを確認

石名田
市井
松浦
西村
重信

体育：休校明け授業内でテストあり

保健：休校明け授業内で提出

子どもと
音楽

９～31日（Ⅰ～Ⅲ期）共通課題
★詳細については、ポートフォリオの資料を確認してください。

「子どもの歌について知ろう」
「クラシック音楽について学ぶ」

栗本 初回授業時に提出。

生活産
業基礎
子どもの
発達と保

育

９～31日（Ⅰ～Ⅲ期）共通課題
課題冊子（郵送します）

松崎 初回授業時に提出。

読書感
想文

９～31日（Ⅰ～Ⅲ期）共通課題
読書感想文（郵送資料参考）

休校明け授業内で提出

学年課
題

☆作文
ノートや原稿用紙を用意し、「活躍する同世代の人と自分を比べて」というテーマで500～600字で作
文。
 　①人物を選ぶ　②作文を書く　③ポートフォリオに作文の写真を貼り付けて提出
☆調べ学習
今興味のある学校、企業のことをできるだけたくさん調べて、ノートや紙にまとめる。写真やデータ資料
を貼り付けたり、絵を描いてもかまわない。
　①学校・企業を選ぶ　②紙やノートにまとめる　③ポートフォリオに出来上がったものの写真を貼り付
け
　て提出

戸恒
17日にポートフォリオに出来上がった

ものの写真を貼り付けて提出。

※次回登校日は、６月１日（月）を予定しています。【５／７ 現在】 
※Ｃｌａｓｓｉ、メール配信および HP を常にチェックし、最新の情報を確認してください。

教科 科目
学年　　　　　　　　　コース

保育

その他


