
～『意志あるところに道は開ける』～

令和４年度 高校第１学年 学年通信
第５号 令和４年７月19日（火）発行

長かったような短かったような１学期も終わりを迎えます。充実した高校生活を送れてい
ますか？期末考査も終わり、いよいよ夏休みが始まりますね。特別講座や部活動などで忙し
い日々を送る生徒も多いとは思いますが、自由に使える時間も増えます。この時期をどのよ
うに過ごすかで、これからの学校生活や進路に大きく影響します。有意義な時間を過ごしま
しょう。
暑さも日々増していき、本格的な夏も近づいてきています。暑い日が続いていますが、熱

中症など体調には気をつけて、全校登校日や２学期の始業式で元気に会えることを楽しみに
しています。

７・８・９月の行事予定

７月

21日（木） 第１学期終業式
伝達表彰式

25日（月） 夏期特別講座（前期：～29日）

８月

２日（火） 全校登校日
５日（金） 高校オープンスクール
６日（土） 高校オープンスクール
20日（土） 第２回全統模試
22日（月） 夏期特別講座（後期：～25日）
26日（金） 第２学期始業式

後期生徒会役員選挙公示
30日（火） カウンセリング予定日

９月

１日（木） 午前中授業 午後気比校祭準備
２日（金） 午前中授業 午後気比校祭準備
５日（月） 気比校祭準備
６日（火） 気比校祭準備

カウンセリング予定日
７日（水） 気比校祭（文化祭：敦賀市民文化センター）
８日（木） 気比校祭（文化祭：本校）
９日（金） 気比校祭（体育祭：敦賀市総合運動公園体育館）

夏期特別講座時間割

<前期>

<後期>

夏休みを楽しく過ごしましょう

楽しく夏休みを過ごすために、気をつけてほしいことが２つあります。

①交通ルールをしっかりと守り交通事故に遭わないようにすること

②人の迷惑になるような行為を絶対しないこと

当たり前のことですが、世の中のルールと学校のルールをしっかり守って生活しましょう。

※生活指導部だよりをよく読んでおきましょう!

7月25日(月) 7月26日(火) 7月27日(水)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

1-1
英語

国語 数学
物理 英語

国語 数学
物理 英語

数学
物理

1-2 数学 国語 数学 国語 数学

1-3 数学 国語 国語 英語 英語 数学

7月28日(木) 7月29日(金)

1-1
英語

国語 数学
物理 英語

国語 数学
物理

1-2 数学 国語 数学 国語

8月22日(月) 8月23日(火) 8月24日(水) 8月25日(木)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3

1-1 国語 英語 数学
物理

国語 英語 数学
物理

数学 英語 数学 国語 英語 数学

1-2 英語 数学 国語 数学 英語 国語 英語 数学 英語 数学 英語 国語

1-3 数学 国語 英語 国語 数学 英語 国語 数学

1-4 国語 数学 英語 国語 数学 英語 国語 数学

1-5 国語 数学 英語 国語 英語 国語 数学 国語

1-6 数学 国語 国語 英語 国語 数学 数学 英語

1-7 数学 国語 国語 英語 英語 数学 国語 数学



夏休みの課題
特別進学コース

＜国 語＞
共通：税に関する高校生の作文（提出期限：８月22日(月)）

１組：文法メソッド 用言学習ノート（提出期限：２学期最初の授業）

２組：文法メソッド 助動詞学習ノート（提出期限：２学期最初の授業）

＜地理総合＞
共通：ワーク p8～ p18（提出期限：２学期最初の授業）

＜数 学Ⅰ＞
１組：チャートの数学Ⅰの分野の問題を３０問以上

２組：模試対策プリント➀（提出期限：７月中）
模試対策プリント②（提出期限：２学期始業式８月26日(金)）

＜数 学 A＞
１組のみ：チャート問題 練習３,５,１５,１６,１９,２４,３１,３４

EXERCISES ５～２６
＜数 学 B＞
２組のみ：プリント

＜生物基礎＞
共通：ノート整理と問題演習（提出期限：２学期始業式８月26日(金)）
※詳細は既に配付されたプリント参照

＜英語コミュニケーションⅠ＞
共通：①配られた小説を読んで、要約と感想をノートに書くこと。

（８月２日に１冊目を提出。同日に２冊目を配布するので２冊目は
２学期最初の授業で提出すること。）

②英作文のプリントをすること。
（２学期最初の授業で教科担任の先生に提出すること。）

③夏休み明けの授業の予習をすること
（予習の内容については教科担当の先生の指示に従うこと。）

④スタディーサプリ English 配信分

進学コース３組

＜国 語＞
・「現代の国語 夏期休業中の課題」冊子
・「言語文化 夏期休業中の課題」冊子（古文編）
・「言語文化 夏期休業中の課題」冊子（漢文編）
（提出期限：２学期始業式８月26日(金) 第１職員室布川先生の机上に提出）

※以上「現代の国語」課題冊子１部。「言語文化」課題冊子（古文編１部、漢文編
１部）２部を夏期休業中にやり、分からない部分もあると思いますが、そこも
含めて、解答が冊子についているので、マル付けをし、赤ペンで正解を書いて、
それら３部を始業式に提出すること。その際、必ず表紙に氏名を記入すること。
無記名のものは、提出確認されないので、課題の点数が入りません。十分に注
意すること。

※夏期特別講座「国語」は、p25 まで提出してもらった「用言問題」の p26 ～を
やるので、忘れず持参すること。

＜地理総合＞
・ワーク p8～ p13（提出期限：２学期最初の授業）

＜数 学 Ⅰ＞
・３ TRIAL １０， ３２， ４２， ７１， ６０， ８１， ８２，

１４０，１４６，１６４，１６５，１６８，１７０，１７２，
１７３，１７４，１７５，１７９，１８０，１８１，１２７，
１２９，１３０，１３１，１３２，
（提出期限：８月22日）

＜数 学 Ａ＞
・１学期の復習問題(冊子) （提出期限：８月22日(月)）
※点検後、解答をつけて返却 → 丸付け・直しをして８/26(金)再び提出

＜化学基礎＞
・サマーワーク（提出期限：２学期始業式８月26日(金)）
※８月29日以降に解答を配布されるので、答え合わせを行い、９月16日（金）
までに、教科担当者に提出。詳細は既に配付されたプリント参照

＜英語コミュニケーションⅠ＞
・英語総合問題プリント冊子（提出期限：８月22日(月)）
※夏期特別講座「英語」でも使用します。忘れずに持参すること。
１回目は Lesson 1をやります。自宅で必ず解答して、出席してください。

・Power On Lesson 4 Part 2～ Lesson 5の予習
・ラジオ英会話 ７・８月号を自宅で聞く

＜論理 表現Ⅰ＞
・Lesson 3 予習（ノート・プリント２種）
・Lesson 3 Workbook（p24～ p29）
※解説を読んで解き、答え合わせもする。
（提出期限：２学期最初の授業 予定日８月29日(月)）

＜工 業＞ 【技能開発専攻のみ】
・丙種危険物取扱者受験教科書

練習問題
その１（p3～ p10），
その２（p15～ p18），
その３（p21～ p24）

以上の問題をノートに写してから、問題を解き、答え合わせをして、理解を
深めておく。もし、理解できない問題があったら、理解できないと書いておく。



進学コース４～７組

＜現代の国語＞
・学習課題ノート p50～ p53
・プリント「新聞記事を読んで意見文を書こう」１枚
（提出期限：８月26日(金)）

＜言語文化＞

・税に関する高校生の作文
（１学期授業時に配布した原稿用紙で提出）
・スタディサプリ （国語）
（国語辞典や教科書等で調べて取り組むこと。）
（提出期限：８月26日(金)）

＜化学基礎＞
・サマーワーク（提出期限：２学期始業式８月26日(金)）
※８月29日以降に解答を配布されるので、答え合わせを行い、９月16日（金）
までに、教科担当者に提出。※詳細は既に配付されたプリント参照

＜数 学 Ⅰ＞
・到達度テスト Basement（Ⅰ春） 数学抜粋部分
（提出期限：８月22日(金)）

＜英語リフレ＞
・All Aboard! のWORKBOOK p4～ p13ページを解いてくること。
※ BRIDGE WORKBOOKではないので注意すること。
（提出期限：８月26日(金)）

＜工 業＞ 【技能開発専攻のみ】
・丙種危険物取扱者受験教科書

練習問題 その１（p3～ p10），
その２（p15～ p18），
その３（p21～ p24）

以上の問題をノートに写してから、問題を解き、答え合わせをして、理解を
深めておく。もし、理解できない問題があったら、理解できないと書いて
おく。

ここに載せた以外にも，教科担当の先生から別に指示がある課題
があるかもしれません。
また提出についても，教科担当の先生の指示に従い，特に期限に

ついては厳守のこと！


