
範囲・内容 担当者 提出の有無・方法

現代文

・小論文頻出テーマ2020　チェックワークp8～13
・文章トレーニングノート p2～17
・毎日動画配信

宇多
次回登校日に提出

古典
３組文系

・枕草子　ありがたきもの（ｐ８０）本文、宋襄之仁(p２１７）書き下し文を
ノートに書く 佐山 次回登校日に提出

3組文系
ニューアクションβまたはステージを好きなところを好きなだけ

岩崎 休校明け初めの授業で提出

理系(Ⅲ)
毎日動画配信
その中で、やるべきことを指示します。 栗林 休校明け初めの授業で提出

理系(Ⅰ・Ⅱ)
ニューアクションβまたはステージを好きなところを好きなだけ

岩崎 休校明け初めの授業で提出

4,5組

1.配信される動画を見て、ノートに数学Ⅱの教科書ｐ150～156の問1
～12を解答しなさい。
2.PDFのプリント５枚を解答なさい。

木本 休校明け初めの授業で提出

3組

①Duo　Section３～Section８までノートに英文２回書く
②Power on workbook p12～25まで新出単語を調べて問題も解く
③動画学習　Power On Ⅲ　Lesson1～8の文法事項の説明（動画を見
て理解を深めておくこと)

山口 休校明け初めの授業で提出

4,5組

◇Data　Base　3000の学習Level1～4※1学期の定期考査に出題
◇Power On Ⅲ ワークブック　p10,12,15,17,21,23,27の「語彙の確認」
の部分を埋める。携帯電話の辞書機能で調べてもよい。→5月7日に
提出
◇動画学習　Power On Ⅲ　Lesson1～8の文法事項の説明（動画を見
て理解を深めておくこと)

岩原 Power On Ⅲ ワークブックを休
校明けに提出

日本史
3組文系

高校日本史ノートp61まで完成
吉田 次回登校日に提出

地理
新地理Aノート
目次を参考に「技能をみがく」と「地図で確認」を全てやる 中村 次回登校日に提出

倫理
3組文系

①教科書ｐ190～211を読んで、高校倫理演習ノートp105～119解く
②政治・経済の模試、PDFで配信
河合・進研・代ゼミのマーク、6月模試は”政治・経済”で受験。 栗須 演習ノートは休校明け提出

模試は提出なし

倫理
4,5組

・倫理・・演習ノート（ワーク）p105～119
・政経（提出不要）・・模試の過去問をPDFでアップするので各自の勉
強につかってください。※6月マーク模試・７月記述模試は「政経」で受
験です。意欲ある人は過去問で勉強しましょう！

新屋
演習ノートは休校明け提出
模試は提出なし

物理(理系）
アクセスノート物理p56～p73

平川 休校明け最初の授業で提出

化学（理系）

・化学基礎の教科書　章末の演習問題
　　　p14， p37，  p55，  p90， p91， p132，
　　　p133，p162，p163，p204，p205
・化学の教科書　章末の演習問題
　　　p31， p43，  p62，  p63，  p91，
　　　p120，p121，p140，p141
・復習動画の配信（章末の演習問題を解く上で利用してください。）

渡辺 不要（後日チェックあり）

生物(理系）
あなたが有効だと考える「感染症対策」を１つ挙げ、その有効性を過去
の感染症の事例を例にして説明してください。 大本 提出：有　次回登校日提出

原稿用紙で350字以上

その他

子ども文
化・
フードデ
ザイン
(保育)

１、絵本の下書き
　（１）絵本を作ろうのプリントをプリントアウトできる人
　プリントアウトしたプリントに、□の部分を本の見開き2ページ分と考えて、絵を
描く。その□の横にその絵のお話を書く。
　（２）プリントアウトできない人
　石崎君に聞くか、ルーズリーフに□を書き、その横にその□の絵のお話を横に
書く。
２．幼児番組を分析しよう。
　幼児番組を2～3回（同じ番組でも可）　視聴し、プリントアウトした資料に基づい
て記入する。

松﨑 次回登校日に提出

※次回登校日は、5 月 7 日（木）を予定しています。【　4／21 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。

地歴

理科

高岡第一高等学校　休校中・ＧＷの宿題　５/７（木）提出分

教科 科目
3　学年　進学　コース

数学

英語

公民

国語



2020(令和2)年度  第３学年　学習動画配信予定表

月 日

1 4 23 基礎コース　使役・尊敬 30 [Ⅰ] まとめ_01_１_式の計算・実数_多項式の計算_スタディ―プログラム20 〈S＋V〉〈S＋V＋C〉〈S＋V＋O〉の文 【導入】ここだけは！ 5

2 24 基礎コース　受身・可能・尊敬・自発 30 [Ⅰ] まとめ_01_２_式の計算・実数_因数分解_スタディ―プログラム 20 関係代名詞・関係副詞の非制限用法 【導入】ここだけは！ 4

3 27 基礎コース　打消 30 [Ⅰ] まとめ_01_３_式の計算・実数_実数_スタディ―プログラム 20 現在分詞を使った分詞構文／付帯状況の分詞構文／分詞構文の否定 【導入】ここだけは！3

4 28 基礎コース　推量 30 [Ⅰ] まとめ_02__１次不等式_スタディ―プログラム 20 比較…原級 比較級 最上級 【導入】ここだけは！ 2

5 29 基礎コース　打消推量 30 [Ⅰ] まとめ_03__集合と命題_スタディ―プログラム 20 関係代名詞 【導入】ここだけは！ 3

6 30 基礎コース　過去 30 [Ⅰ] まとめ_04_１_２次関数_２次関数とグラフ_スタディ―プログラム 20 to不定詞・動名詞 【導入】ここだけは！ 6

7 5 1 基礎コース　完了 30 [Ⅰ] まとめ_04_２_２次関数_２次関数の値の変化_スタディ―プログラム20 to不定詞・動名詞 【導入】ここだけは！_2 2

8 4 基礎コース　希望 30 [Ⅰ] まとめ_05_２次方程式と２次不等式_スタディ―プログラム 20 受動態 【WORK解説】1(1) 3

9 5 基礎コース　断定 30 [Ⅰ] まとめ_06_１図形と計量_三角比スタディ―プログラム 20 高校ベーシック_英語_代名詞とは 5

10 6 基礎コース　伝聞推定 30 [Ⅰ] まとめ_06_２図形と計量_三角形への応用と図形の計量スタディ―プログラム20 関係代名詞what 【導入】ここだけは！ 5

進学文系Ａ

配信
国　　語（宇多 ） 数　　学（岩崎） 英　　語（山口）

単元･項目
時間
(分)

単元･項目
時間
(分)

単元･項目
時間
(分)



2020(令和2)年度  第３学年　学習動画配信予定表

月 日

1 4 23  基礎コース_内容把握 30 数Ⅰ 基礎コース_２次関数のグラフ y=a(x-p)^2+qのグラフ y=a(x-p)^2+qのグラフ 【問題解説】(1)～2 60 〈S＋V〉〈S＋V＋C〉〈S＋V＋O〉の文 【導入】ここだけは！ 5 5

2 24 基礎コース_評論読解スキル/指示語の把握 30 数Ⅰ グラフの平行移動_1～2 グラフの平行移動 【問題解説】 グラフの対称移動 移動の応用 【問題解説】 60 関係代名詞・関係副詞の非制限用法 【導入】ここだけは！ 4 [化] 02 物質量(mol)/鈴木鉄男のスタンダード化学 物質量(mol) 7

25 数Ⅱ y=sinθ，y=cosθ のグラフ_1～2 y=a sinθ，y=sin bθ のグラフ_1～2 60

26 数Ⅱ y=a sin b(θ-p)+q のグラフ_1～2 y=a sin(θ-p)+q のグラフ 【問題解説】(1)～(2) 60

3 27 基礎コース_評論読解スキル/表現の理解 20 数Ⅱ 基礎コース_指数関数 指数関数のグラフ 50 現在分詞を使った分詞構文／付帯状況の分詞構文／分詞構文の否定 【導入】ここだけは！3 [化]
高校ベーシック_化学基礎_中和反応の考え方
02 酸化数/鈴木鉄男のスタンダード化学 酸化還元

5
4

4 28 基礎コース_評論読解スキル/文章構成・論理展開 30 数Ⅱ 基礎コース_対数関数 指数関数のグラフ 50 比較…原級 比較級 最上級 【導入】ここだけは！ 2 2

5 29 基礎コース_評論読解スキル/全体把握 30 数Ⅱ 基礎コース_微分係数 微分係数 【問題解説】(1)～(2) 50 関係代名詞 【導入】ここだけは！ 3 [化]

02 金属結晶(1) 面心立方格子/鈴木鉄男のスタンダード化
学 結晶
03 金属結晶(2) 体心立方格子/鈴木鉄男のスタンダード化
学 結晶
04 金属結晶(3) 六方最密構造/鈴木鉄男のスタンダード化
学 結晶

5
3
4

6 30 基礎コース　小説読解に必要な知識 30 数Ⅱ 基礎コース_導関数 導関数 【問題解説】(1)～(2) 導関数の計算 【問題解説】(1)～(4) 70 to不定詞・動名詞 【導入】ここだけは！ 6 6

7 5 1 基礎コース　小説読解スキル/表現の理解 20 数Ⅱ 基礎コース_接線 接線の方程式 【問題解説】 傾きが与えられた接線の方程式 【問題解説】 60 to不定詞・動名詞 【導入】ここだけは！_2 2 [化]

19.溶解度/北陸の雄の100%理解できる化学基礎 第4章
03 演習問題 固体の溶解度(無水物)/鈴木鉄男のスタン
ダード化学 溶液
04 演習問題 固体の溶解度(水和物)/鈴木鉄男のスタン
ダード化学 溶液

8
5
5

2 数Ⅱ 基礎コース_関数の値の変化 関数の増減_1～2 60

3 数Ⅱ 基礎コース_最大値・最小値 3次関数の最大値，最小値 【問題解説】 50

8 4 基礎コース　小説読解スキル/心情の把握 30 数Ⅱ 基礎コース_関数のグラフと方程式・不等式 3次方程式の実数解の個数 【問題解説】 50 受動態 【WORK解説】1(1) 3 [化]
03 種々の反応熱1/鈴木鉄男のスタンダード化学 熱化学
04 種々の反応熱2/鈴木鉄男のスタンダード化学 熱化学
05 種々の反応熱3/鈴木鉄男のスタンダード化学 熱化学

6
7
7

9 5 基礎コース　小説読解スキル/内容の把握 30 数Ⅲ 基礎コース_分数関数 分数関数 50 高校ベーシック_英語_代名詞とは 5 5

10 6 基礎コース　小説読解スキル/全体把握 30 数Ⅲ 基礎コース_無理関数 無理関数 50 関係代名詞what 【導入】ここだけは！ 5 5

進学理系

化　　学（渡辺 ） 

単元･項目
時間
(分)

配信
国　　語（宇多 ） 数　　学（栗林／岩崎） 英　　語（山口）

単元･項目
時間
(分)

単元･項目
時間
(分)

単元･項目
時間
(分)



2020(令和2)年度  第３学年　学習動画配信予定表

月 日

1 4 23  基礎コース_内容把握 30 指数法則 9:10 〈S＋V〉〈S＋V＋C〉〈S＋V＋O〉の文 【導入】ここだけは！ 5

2 24 基礎コース_評論読解スキル/指示語の把握 30 指数法則 【問題解説】(4) 2:57 関係代名詞・関係副詞の非制限用法 【導入】ここだけは！ 4

3 27 基礎コース_評論読解スキル/表現の理解 20 指数法則(整数の範囲) 5:20 現在分詞を使った分詞構文／付帯状況の分詞構文／分詞構文の否定 【導入】ここだけは！3

4 28 基礎コース_評論読解スキル/文章構成・論理展開 30 累乗根の定義_1 15:22 比較…原級 比較級 最上級 【導入】ここだけは！ 2

5 29 基礎コース_評論読解スキル/全体把握 30 累乗根の計算 6:25 関係代名詞 【導入】ここだけは！ 3

6 30 基礎コース　動詞 30 累乗根の定義 【問題解説】(1) 2:21 to不定詞・動名詞 【導入】ここだけは！ 6

7 5 1 基礎コース　形容詞 30 指数法則(実数の範囲) 7:50 to不定詞・動名詞 【導入】ここだけは！_2 2

8 4 基礎コース　形容動詞 20 【数学ポイント解説】指数法則 5:22 受動態 【WORK解説】1(1) 3

9 5 基礎コース　内容把握 30 指数法則(実数の範囲) 【問題解説】(1) 3:46 高校ベーシック_英語_代名詞とは 5

10 6 基礎コース　全体把握 30 指数法則(実数の範囲) 【問題解説】(3) 2:24 関係代名詞what 【導入】ここだけは！ 5

単元･項目
時間
(分)

進学文系Ｂ

配信
国　　語（高畑 ） 数　　学（木本） 英　　語（岩原）

単元･項目
時間
(分)

単元･項目
時間
(分)


