新 2 年次生・新 3 年次生へのお知らせ（令和２年４月３日付）
新 2 年次生・新 3 年次生共通の連絡事項
臨時休業が延長したことに伴い、当面の生徒会関係の行事や部活動等は次のようにします。
〇入学式後の部活動勧誘はなし。新２～３年次の生徒は、４月７日は登校しないでください。
〇新入生歓迎会（４月８日）は中止とします。
〇１年次生の部活動見学は、部活動再開後に自由見学という形で行う予定です。
ロッカーの使用等について
〇臨時の登校日にロッカーを利用するとき、ロッカースペースに人がいる場合は手が届かないぐらいの距離
をとって待つようにしてください。また、うがい、せっけんによる手洗いも忘れずに励行しましょう。
新 2 年次生の教科書販売について(まち comi 配信内容)
新２年次生・保護者の皆様
今週末の土・日（４、５日）の本校新２年次生（74 期生）の教科書販売は予定通り行いますので、自家用
車で書店との行き来ができる人や比較的短時間で行き来ができる人は購入してください。但し感染予防対策
は充分に行うようお願いいたします。４、５日に購入ができない場合は、３年次生と同じ８日（水）～10
日（金）での販売を行う予定です。
ご理解ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
新３年次生教科書販売について(まち comi 配信内容)
新 3 年次生・保護者の皆様
新３年次生の教科書販売について平井書店と連絡調整した結果、次のように日程をクラスごとに分けまし
た。
・４月８日（水）12:30～16:30 1～3 組
・４月９日（木）13:30～17:00 4～6 組
・４月 10 日（金）13:30～17:00 7～9 組
※都合がつかない場合は 8～10 日の販売時間で対応していただきますが、書店での混雑をさける目的があり
ますので、事情をご理解のうえ、なるべくご協力ください。
４月６日（月曜日）の登校日（新２年次生・新３年次生）に関する連絡事項
４月６日（月曜日）の集合時間は新３年次９時 40 分、新２年次 12 時 40 分とします（※）。また、終了時
間は新３年次 11 時 30 分、新２年次 14 時 30 分を予定しています。この日時で万が一登校できないという生
徒は、必ず事前に各年次職員室（2 年次 0465-23-4136／3 年次 0465-23-4127）の旧 HR 担任までご連絡くだ
さい。
※各会場には新３年次 9 時 30 分、新２年次 12 時 30 分までに入場を済ませてください。
〇新２年次生に関する連絡事項
■各集合場所を正面玄関に示しておきますので、必ず確認してから集合場所へ向かい、指定された座席に着
席してください。
■Google Classroom のスマートフォンアプリ（iPhone、android 問わず）をまだダウンロードしていない人
は、事前にダウンロードをしてから登校してください。4 月 6 日（月）にログインの確認を行います。
■スタディーサポート活用ＢＯＯＫについて
前回の登校日で配付した「スタディーサポート活用ＢＯＯＫ」は、すべての問題に取り組んで自己添削して
ください。４月９日(木)に提出となりますので、計画的に学習を進めてください。
※前回の登校日では４月 10 日(金)提出と指示しましたが、臨時休校の延長に伴い予定を変更いたしまし
た。「スタディーサポート」そのものの実施については、４月６日の登校日に指示いたします。
■数学・国語の春休みの課題について
＜国語＞
国語の課題２．『新明解古典シリーズ５ 源氏物語』の用紙は 4 月 9 日（木）の課題テストの後に提出にな
りますのでお願いします。
＜数学＞
数学の春休みの課題は最初の授業に提出となっていましたが､4 月 9 日（木）の課題テストの後に変更にな
りますのでお願いします。

〇新３年次生に関する連絡事項
各集合場所は、3 月 26 日（木）に各クラスを分割した教室になります。次のクラス割りで集合クラスを確
認し、指定された座席に着席してください。
【クラス割り（確認用）】
〇旧 2 年 1 組：旧出席番号_1 番～18 番_集合：2 年 1 組 旧出席番号_19 番～ _集合：2 年 2 組
〇旧 2 年 2 組：旧出席番号_1 番～18 番_集合：2 年 3 組 旧出席番号_19 番～ _集合：2 年 4 組
〇旧 2 年 3 組：旧出席番号_1 番～18 番_集合：2 年 5 組 旧出席番号_19 番～ _集合：2 年 6 組
〇旧 2 年 4 組：旧出席番号_1 番～18 番_集合：1 年 1 組 旧出席番号_19 番～ _集合：1 年 2 組
〇旧 2 年 5 組：旧出席番号_1 番～18 番_集合：1 年 3 組 旧出席番号_19 番～ _集合：1 年 4 組
〇旧 2 年 6 組：旧出席番号_1 番～18 番_集合：1 年 5 組 旧出席番号_19 番～ _集合：1 年 6 組
〇旧 2 年 7 組：旧出席番号_1 番～18 番_集合：3 年 1 組 旧出席番号_19 番～ _集合：3 年 2 組
〇旧 2 年 8 組：旧出席番号_1 番～18 番_集合：3 年 3 組 旧出席番号_19 番～ _集合：3 年 4 組
〇旧 2 年 9 組：旧出席番号_1 番～18 番_集合：3 年 5 組 旧出席番号_19 番～ _集合：3 年 6 組
在校生の皆さんへお知らせ（令和２年３月 31 日付）
４月６日以降の登校日について
県教育委員会からの新型コロナウィルス感染症対策のための臨時休業に関する通知に基づき、４月６日以降
の２週間、次のように臨時の登校日を設定します。詳細は追ってマチコミメール・本校 HP 等で連絡します
が、まずは日程を確認し、課題提出等の準備をしてください。
４月６日（月曜日）9:30～３年次・12:30～２年次
４月７日（火曜日）入学式
４月８日（水曜日）３年次
４月９日（木曜日）２年次
４月 10 日（金曜日）１年次
４月 13 日（月曜日）３年次
４月 14 日（火曜日）２年次
４月 15 日（水曜日）１年次
４月 16 日（木曜日）３年次
４月 17 日（金曜日）9:30～２年次・12:30～１年次
※なお、1 年次生は心電図検査等を４月８日（水）に実施する予定です。詳細は追ってマチコミメール、本
校 HP で連絡します。
在校生の皆さんへお知らせ（令和２年３月 27 日付）
今週末（３月 28 日、29 日）の不要不急の外出自粛要請について
新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防ぐため、特に、今週末３月 28 日（土）、29 日（日）について
は、不要不急の外出を自粛するようお願いします。
新 3 年次（2 年次生）の皆さんへ
昨日（26 日）午後、黒岩神奈川県知事より、今週末の土・日について、不要不急の外出自粛要請がありま
した。
今週末の土・日は、本校新３年次生（73 期生）の教科書販売日です。教科書を購入することは、次年度の
学習に備えるうえで重要であることは言うまでもないことですが、一方で、首都圏で外出自粛要請が出され
ている社会状況も考慮しなければなりません。
平井書店と連絡調整した結果、今週末の新３年次生教科書販売を延期し、新学期が始まった後、８日（水）
～10 日（金曜日）での販売と致します。
ご理解ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
在校生の皆さんへお知らせ（令和２年３月 25 日付）
〇春季休業中の生活について（PDF：188KB）
〇２年次生 英語の課題（PDF：1,459KB）（外部サイトへリンク）
在校生の皆さんへお知らせ（令和 2 年 3 月 18 日付）

３月 26 日（木）登校日の時程等について
３月 26 日（木）の集合時間は１年次 10 時、２年次 13 時とします（※）。各集合場所を正面玄関に示して
おきますので、必ず確認してから集合場所へ向かってください。まず諸連絡・通知表等の配付を行った後、
クラスを二つに分割して各会場で期末テスト答案（※※）、実力試験結果、各種プリント等の配付物を渡し
ます。主な終了時間は１年次 12 時、2 年次 15 時を予定しています。この日時で万が一来校できないという
生徒は、必ず事前に各年次職員室（1 年次 0465-23-4126／２年次 0465-23-4136）の HR 担任までご連絡くだ
さい。
※各会場には 9 時 50 分、12 時 50 分までに入場を済ませてください。
※※必要に応じて問題用紙を持ってきてください。
合唱コンクール楽譜代について
合唱コンクールの楽譜を新たに購入したクラスの代表者は、3 月 26 日（木曜日）に領収書を結城のところ
へ提出に来てください。
【問合せ先】生徒支援グループ 行事会計担当 結城（0465-23-4132）
在校生の皆さんへお知らせ（令和 2 年 3 月 13 日付）
部活動等について
神奈川県教育委員会（３月 11 日付）から、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための通知がきました。
それに基づき、次のことをお願いします。
①生徒の皆さんは、生徒主体の活動を自粛してください。
②令和２年３月 31 日までの期間中の部活動等は実施しないでください。
引き続き、新型コロナウイルス感染防止に努めるとともに、感染拡大の取り組みに協力をお願いします。
在校生の皆さんへお知らせ（令和 2 年 3 月 11 日付）
成績について
○学年末試験を行った科目
学年末試験の結果を含め総合的に評価して、学習状況の評価・評定に加味していきます。
〇学年末試験を予定していたが実施できなかった科目
日頃の学習の成果等を総合的に評価して、学習状況の評価・評定を行います。なお、観点別評価の重みづ
けについては年度の始めにお示ししてある年間指導計画と変える必要がないことを神奈川県教育委員会に
確認済みです。
ロッカーの片づけについて
ロッカーの片づけについては３月 15 日以降に HP に掲載する予定でしたが、３月９日の「新型コロナウイ
ルス感染症対策の見解」（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議）において、これまでの対策の効果に
ついて３月 19 日頃に公表するとの発表がありました。それまでロッカーの片づけの指示を伸ばすのは課題
に取り組む上でも大きな影響があるので、日程を繰り上げて指示を掲載することにしました。ロッカーにま
だ荷物が残っている人は、次の指示に従ってください。
ロッカーや教室の机などに私物が残っている人は、次のようにしてください。
〇下の表に示した日時に登校して、ロッカーを空にしてください。
〇鍵は必ず外してください。
〇学校にとどまるのは 20 分以下にしてください。
〇教室・部室には原則として入ることはできませんが、教室の机が空になっていない人は、年次職員室に声
をかけて机の中のものをすべて持ち帰って下さい。また、部室に必要なものがある人は、部顧問に声をか
けて持ち帰ってください。
〇指定された時間帯に来ることができない人は、別途学校に連絡してください。
10:00~11:00

11:00~12:00

13:00~14:00

14:00~15:00

３月 16 日
（月曜日）

１年１組
２年１組

１年２組
２年２組

１年３組
２年３組

１年４組
２年４組

３月 17 日
（火曜日）

１年５組
２年５組

１年６組
２年６組

１年７組
２年７組

１年８，９組
２年８，９組

３月 18 日

１年１組

１年２組

１年３組

１年４組

（水曜日）

２年１組

２年２組

２年３組

２年４組

３月 19 日
（木曜日）

１年５組
２年５組

１年６組
２年６組

１年７組
２年７組

１年８，９組
２年８，９組

また、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議から「全国の若者の皆さんへのお願い」が出ています。そ
れを読み、コロナウイルス感染拡大防止の取り組みに協力をお願いします。
１０代、２０代、３０代の皆さん。
若者世代は、新型コロナウイルス感染による重症化リスクは低いです。
でも、このウイルスの特徴のせいで、こうした症状の軽い人が、重症化するリスクの高い人に感染を広め
てしまう可能性があります。
皆さんが、人が集まる風通しが悪い場所を避けるだけで、多くの人々の重症化を食い止め、命を救えま
す。
以上
職員の勤務について
〇新型コロナウイルスのまん延防止に向けた対応策の一つとして、ただいま本校では職員の拡大時差出勤を
行っています。担任等に相談がある場合は事前に電話等で確認を取ってから登校してください。（勤務の開
始時間には７：００～１０：００までの幅があります。）
2 年次生の皆さんへ
学習について
【英語科（3 月 11 日 追加課題）】
〇追加課題 ターゲット１９００に取り組んでください。
１．No. 1784~ No.1900 を覚えてきてください。（特別時間割後の授業で単語テストを実施します。）
２．ターゲット１９００をやり直しましょう。可能なら、ターゲット１４００も見直しておきましょう。
問合せ先 0465(23)4136（3 月 27 日以降は 0465(23)4127）
1 年次生の皆さんへ
ｅポートフォリオの入力について
ｅポートフォリオの入力の締め切りは先月 25 日でしたが、未入力の生徒や入力に誤りがある生徒が多くい
ます。用紙「～１年次の振り返り～」の全記述項目を書いて提出した（提出する）者を除き、ｅポートフォ
リオの入力は必須となりますので、改めて次の内容を確認してください。
１．入力するのは、Japan e-Portfolio ではなく、Benesse マナビジョンの「ポートフォリオ」です。
２．入力フォームは「日常の記録」「成果の記録」ではなく、「節目の振り返り」です。
３．選択するテンプレートは「学期の振り返り」ではなく、「１年間の振り返り」です。
４．タイトル欄は、全員共通のものを指定しています。指定しているタイトルは、全角８文字で １年次
の振り返り です。タイトルが誤っていると、教員画面での入力確認やデータ出力が難しくなりますの
で、注意してください。
※誤りの例
・１が半角の「1」になっている
・１が漢数字の「一」になっている
・「１学年」「１年間」「１年時」など別の語句になっている
・カギ括弧や「～」など、余分な記号を付している
・オリジナルのタイトルをつけている
５．入力字数は、各問 100 字程度です。一言で済ませないようにしてください。
・なお、用紙「～１年次の振り返り～」についても提出締め切りは先月 25 日でしたが、未提出の生徒や記
入漏れがある生徒がいます。未提出の生徒は、次回の登校日に持参してください（用紙を紛失した場合は
担任に申し出ること）。
・ｅポートフォリオの入力を行わない生徒は用紙「～１年次の振り返り～」の全記述項目を書いて提出しな
ければなりません。記入漏れがある状態で提出してしまった生徒は、また提出し直すことになりますの
で、次回の登校日以降担任の先生の指示に従ってください。
学習について
【理科】

〇物理基礎の波動分野の次に学習する予定だった電磁気分野の授業動画は、すでに Googleclassroom に全て
アップロードが済んでいます。コードは「 6jze53c 」です。 授業を聞きながらノートにまとめまし
ょう（提出なし）。ID が分からないという人は、学校にお問い合わせください。
〇興味があれば、来年度の各種科学コンテストの参加を検討してみてください。今から準備すれば十分間に
合います。普段はできない勉強もしてみてください。
参考 HP https://contest-kyotsu.com/entry/
問合せ先 0465(23)4136（3 月 27 日以降は 0465(23)4127）
在校生の皆さんへお知らせ（令和 2 年 3 月 4 日付）
〇今回の休校は新型コロナウイルス感染のまん延を防ぐためのものです。生徒の皆さんも不要不急の外出を
控えるようにしてください。
〇自分の健康状態について、毎日、観察してください。37.5℃以上の発熱や咳などのカゼ症状が 4 日以上続
く場合や、強い倦怠感や強い息苦しさがある場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。
もし、受診し新型コロナウイルス感染症の診断を受けた場合は、学校へ連絡してください。
〇スクールカウンセリングは予定通り実施します。3 月 5 日（木曜日）、10 日（火曜日）、19 日（木曜
日）です。予約している生徒は、そのまま、受けることが出来ます。また、これから希望する場合は、保
健室へ電話で申し込んでください。
〇1、2 年次生については、後期期末試験を実施した教科・科目の答案返却、通知表配付、教科書・副教材
の購入等、決定次第連絡します。
〇3 月 12 日（木曜日）は、定通分割入学者選抜の検査日のため、生徒は登校禁止です。また、前日の 3 月
11 日（水曜日）は、定通分割入学者選抜の検査日準備のため、生徒は 15 時 30 分以降は校舎内立入禁止
です。
〇卒業式後またはその前後に部で集まることは、校外においても控えてください。
〇部室に置いてある荷物を取りにくる日程は後日連絡します。
別紙：保健だより（PDF：194KB）
問合せ先 0465（23）1202
3 年次生の皆さんへ
〇卒業式予行および卒業式当日に、ロッカーをからにし、ロッカー内をふいてきれいにしてください。ま
た、鍵をとりはずしておいてください。
問合せ先 0465(23)4127
2 年次の皆さんへ
〇ロッカー内の私物については 3 月 15 日を過ぎてからに本校 HP で連絡します。それまでは登校しないでく
ださい。
〇１月 29、30 日に実施した河合塾共通テスト模試、２月９日に実施した河合塾全統高２模試の成績返却は
次回の登校日に行う予定です。
学習について
【英語科】
〇コミュニケーション英語、英語表現実践、英語表現のワークブック
解答冊子が渡されているものは自分で答え合わせをしてください。
〇スタディサプリ English
「大学入学共通テスト対策講座」を中心にできるだけたくさん取り組んでください。
【数学科】
〇数学 B の教科書 p66～p73 の「例題、応用例題、問、練習問題」に取り組んでください。数学 B を入試で
利用予定の人は p74～p76 にも取り組んでおくとよいでしょう。次回の登校日に、後期期末テスト「数学
B」の問題を渡します。
【国語科】
（現代文Ｂ（必修科目））
〇次の要領で「舞姫」の予習をしてください。最初の授業で予習レポート（Ａ４用紙）の提出と、予習確認
テストを行います。
手順① 教科書Ｐ.292～Ｐ.321 森鴎外「舞姫」を読む。

＊擬古文で難解です。脚注だけでなく辞書を活用しよう。尚、現代語訳が、ちくま文庫や角川ソフィア文
庫等から出ています。
手順② 教科書の脚問１～13 と、Ｐ.322 の予習１・２、構成１・２を、Ａ４レポート用紙にまとめて新
学期最初の授業時に提出してください。（必ず表紙をつけて、提出時に新クラス・新出席番号と氏名を
記入すること。）
手順③ 副教材『現代文単語』のＰ.63「第②章 近代」までをよく読み、練習問題にも取り組んで、理
解を深めておこう。
以上が、予習課題の内容と確認テストの範囲です。（必須課題）
〇発展的学習として、副教材『ちくま評論選』Ｐ.121～Ｐ.126 に「舞姫」に関する評論文があるので読ん
でみよう。
〇漢字学習については、『意味から学ぶ頻出漢字 3000』、『キーワード漢字 2700』を活用した復習を通じ
て、語彙力のブラッシュアップをしてください。語彙力は読解の基礎として必要不可欠です。「意味」を
確認しながら「語彙」を増やすことを意識して取り組めば、「受験対策学習」の起点になります。
（古典Ａ・Ｂ（選択科目））
〇 古典の基礎事項の復習をしっかりやりましょう。特に課題の提出等は求めませんが、各自が基礎固めを
しっかりやることで、この１か月のブランクを自ら解消してください。復習に活用してほしい副教材は次
の７冊です。明快古典文法＆古典文法必修ノート、漢文学習必携＆総合演習ノート、古文単語 330＆準拠
いろはノート、新国語総合ガイド
手順① 『明快古典文法』のチェック問題や、「漢文学習必携」のミニ演習に取り組み、自分の課題
（弱点）を具体的に発見しよう。
手順② 発見した課題に対しては解説を読み返し、『明快古典文法』の総合問題や『古典文法必修ノー
ト』、『漢文学習必携』の練習問題や『漢文学習必携総合演習ノート』に挑戦し、具体的かつ積極的に対
策を取ろう。
手順③ 対策の過程で生じた質問事項はメモしておき、再登校の際に質問してください。
【理科】
（理系）
〇臨時休業期間及び春季休業中に、復習等に取り組んでください。
〇1、2 年次で購入した教科書・問題集・図説等は、無くさないように保管しておいてください。なお、未
提出の課題（提出期限が 3 月 3 日以降のものを含む）に関しては、提出する必要はありません。
（文系）
〇3 年次で「化学基礎発展（文系向け科目）」を選択した生徒は、1 年次で購入した教科書・問題集・図説
等は、無くさないように保管しておいてください。
【社会科】
（日本史Ｂ）
〇配付済みのプリントのうち、授業でまだ扱っていない内容について教科書や参考書などを用いて自習を
すすめておいてください。
（世界史Ｂ）
〇配付済みのプリントのうち、授業でまだ扱っていない内容について教科書や参考書などを用いて自習をす
すめておいてください。
（地理Ｂ）
〇教科書 P213 から P226 までの民族問題及び領土問題に関する内容について、教科書、地図帳、資料集を用
いて学習をすすめておいてください。
（近現代と神奈川）
〇今年度の学習内容はすでに授業内で終えました。これまで授業で扱った内容を、教科書とプリントで思い
出しながら復習してください。
（倫理）
〇「日本人は外来思想をどのように受容し、日本思想として深化させたか」について考えながら、教科書
74 頁～125 頁、資料集 80 頁～89 頁を読んでおいてください。
（政治・経済）
〇教科書 138 頁～163 頁をよく読んでおいてください。
【総合的な学習の時間】

〇２年次のテーマ研究で利用したプリントを含むオレンジファイルと、ポスターは３年次の総合的な学習の
時間で継続して利用しますので、各自で保管しておいてください。また、３月 13 日（金曜日）に記入の
予定だった、プリントの p.24STEP８(５)「全体発表会の反省」は各自で記入をしておいてください。
問合せ先 0465(23)4136（3 月 27 日以降は 0465(23)4127）
1 年次の皆さんへ
〇ロッカー内の私物については 3 月 15 日を過ぎてからに本校 HP で連絡します。それまでは登校しないでく
ださい。
〇河合塾第４回全統高１模試の結果は、３月５日から（※１）河合塾のＷＥＢサービス「模試ナビ」で閲覧
できるようになる予定です（利用料無料、通信料は利用者負担。ＵＲＬは「https://www.kawaijuku.ac.jp/trial-exam/zento/moshi-navi/」）。「模試ナビ」上での成績閲覧には、受験届に記入・マ
ークした「電話番号」と、解答用紙冊子の表紙に印刷されている「解答用紙番号」が必要になります（※
２）。詳細は、「学習の手引き」の裏表紙をご覧ください。なお、成績返却は次回の登校日に行う予定で
す。
※１ 答案データは３月６日公開予定です。
※２ 電話番号や解答用紙番号を忘れた生徒は利用できません。紙媒体のデータは３月 11 日までに本校
に到着する予定ですが、返却日時・方法が決定するまでお待ちください。
学習について
【英語科】
〇臨時休業期間と春季休業期間を合わせて、次の課題に取り組んでください。新年度に課題テストを実施
する予定です。
1.英単語ターゲット 1400 単語番号１～1400
2.英語表現Ⅰの授業で使用していた「ブレイクスルー英文法 27 章」テキスト（写真のテ
キスト）は 2 年次になっても「英語表現実践」という授業で継続して使用します。全員、
使用しますので大切に保管して下さい。
【数学科】
〇臨時休業期間と春季休業期間を合わせて、次の課題に取り組んでください。新年度に課題
テストを実施する予定です。
1.PDF のファイル『新２年次 数学春休みの課題』（PDF：255KB）（外部サイトへリンク）と『新２年次
数学春休みの課題（解答例）』（PDF：499KB）を印刷して答え合わせまで取り組んでください。
※プリントはＡ３サイズで作成してしています。ご家庭で印刷する場合は A４サイズに縮小してくださ
い。印刷できない場合は、ルーズリーフやノートなどにやっても OK です。
2.授業でまだやっていない所は，教科書を参考にしながら取り組んでください。
〇教科書・問題集はなくさないように保管しておいてください。
【国語科】
〇春季休業中の課題は、すでに配付した通りです。新年度に課題テストを実施する予定です。
〇臨時休業期間中には、春季課題にくわえ、次の課題に取り組んでください。なお、今後必要に応じて
GoogleClassroom に参考資料をアップする予定です。コードは r34obrt です。
１．教科書：P.140～P.141「雑説」を学習してください。
※特に、部分否定と全部否定に注意して学習してください（『体系漢文』P.38～P.39 参照）。『体
系漢文 学習ノート』P13 で演習を行い、理解を深めておくとよいでしょう。
※書き下し文の確認には、ＰＤＦファイル「臨時休業中の課題 参考資料」（PDF：143KB）を活用し
てください。
（学習例１）ノートなどに、原文・書き下し文・現代語訳を記す。
（学習例２）教科書左下にある「重要語」「句法」について調べ、自分でまとめる。
２．問題集：『これでわかる 明快古典文法必修ノート』『体系漢文 学習ノート』に取り組んでくださ
い。
※上記２冊は、１年次で習得すべき文法・句法の内容をほとんど網羅しているので、可能な限りすべ
て取り組んでください。
※後期期末試験までに授業内で「敬語」の学習をしていないクラスは、『明快古典文法』p114～p132
をよく読んでから取り組んでください。

【理科】
〇臨時休業期間及び春季休業中に、復習等に取り組んでください。特に、2 年次で理系を選択する生徒は必
ず復習してください。なお、3 年次で「化学探究・物理探究・生物探究（理系向け科目）」、「化学基礎
発展・物理基礎発展・生物基礎発展（文系向け科目）」を選択する可能性のある生徒は、1 年次で購入し
た教科書・問題集・図説等は、無くさないように保管しておいてください。
〇未提出の課題（提出期限が 3 月 3 日以降のものを含む）に関しては、提出する必要はありません。
〇GoogleClassroom で地学基礎の授業の動画を見られるようにしました。コードは、ticsbnv です。文系
の人、自習にどうぞ。
【社会科】
（世界史Ａ）
〇教科書 185 頁、資料集 283 頁までをよく読んでおいてください。
（現代社会）
〇教科書 154 頁～165 頁をよく読んでおいてください。
問合せ先

0465(23)4126（3 月 27 日以降は

0465(23)4136）

新型コロナウイルス感染症に係る対応についての教育長メッセージ
「県立学校で学ぶ皆さん及び保護者の皆さまへ」（PDF：99KB）
新型コロナウイルスに係る卒業証書授与式及び今後の対応について（お知らせ）
2 月 28 日（金曜日）に「新型コロナウイルスに係る卒業証書授与式及び今後の対応について（お知ら
せ）」に関するプリント（PDF：136KB）を配付いたしました。
感染予防について（お知らせ）
保護者の皆様へ
県立小田原高等学校
校 長 林 忠
時下、保護者の皆様には、日ごろより本校の教育活動にご理解とご協力をいただきまして、感謝申し上げ
ます。
現在、県内において新型コロナウィルスに感染した症例が報告されています。高校入試に係る登校禁止期
間も終了し、登校できるようになり、学校でも国や県の動向を鑑みながら感染予防への対応に努めておりま
す。
今後、卒業式や合唱コンクールなどの実施方法等について新たな対応を行うようになった場合は、マチコ
ミメール、学校ホームページ等で内容を随時発信いたしますのでご承知ください。
ご家庭におかれましても、うがい、手洗いの励行やこまめな部屋の換気等、感染防止にご協力くださいま
すようよろしくお願い致します。
問合せ先
小田原高等学校
0465（23）1202
副校長 岩本
教 頭 澤村

