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令和２年５月 日15
臨時休業中の学習等について（連絡 その６）

小千谷高校３学年

１ ３学年登校日

登 校 日 AM（９時30分までに登校） PM（13時30分までに登校）
（９時30分～12時30分） （13時30分～16時30分）

５月１８日（月） 文系１・２・３組 理系４・５組

( )毎朝検温を行い、学習内容、時間とともに「今未来手帳」に記載してください。1
( )マスクを着用し登校してください。マスクをしないで会話をすることは避けてくだ2
さい（ の予防 。手指消毒（手洗い）をしてください（ の予防 。飛沫感染 接触感染） ）
( )「３密 （密閉・密集・密接）をできるだけ避けてください。3 」

２ ５月１８日(月)の予定

( )下記の時間割のとおり、小テスト、補習、課題の回収・配付を行います。補習に必1
要な教材を準備して登校してください。
なお、 日(月)に発育測定を行いますので、集合時間までに体育着に着替えを済18

（ ）。ませて２体に集合してください 理系の魚沼方面 利用の生徒は当日指示しますJR

※１ 更衣場所：男子は１体、２体ギャラリー。女子は補習時に使用する２教室。

進路指導室前にボックスを用意しま※２ 登校時に全統マーク模試の回収を行います。
（裏面あり）したので、教科科目ごとに入れてください。

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
教室 ３－１ 選択３Ａ ３－４ ３－５ 選択３Ｂ 選択３Ｃ 教室 ３－３ ３－４ ３－５ 選択３Ｂ
9:30 13:30

9:40 13:40

9:50 13:50

10:00 14:00

10:10 湧井 今井 山﨑 伊佐 平井 猪俣・中林 14:10 草間 森山 斉藤 丸山

10:20 14:20

10:30 湧井 今井 山﨑 伊佐 平井 猪俣・中林 14:30 草間 森山 斉藤 丸山

10:40 14:40

10:50 14:50

11:00 15:00

11:10 15:10

11:20 15:20

11:30 15:30

11:40 15:40

11:50 15:50

12:00 16:00

12:10 16:10

12:20 湧井 今井 山﨑 伊佐 平井 猪俣・中林 16:20 草間 森山 斉藤 丸山

12:30 16:30

発育測定
（１体）

英表Ⅱ
（２Ｂ）
伊佐

コ英Ⅲ
(会議室)
丸山

発育測定
（１体）

発育測定
（１体）

英表Ⅱ
（３Ｂ）
平井

英表Ⅱ
（２Ｂ）
伊佐

（１回目）
３－４ ３－５

学年集会
（２体）

英語小テスト

数学小テスト

コ英Ⅲ
(会議室)
丸山

発育測定
（１体）

課題回収・配付 課題回収・配付

英表Ⅱ
（３Ｂ）
平井

英表Ⅱ
（２Ｂ）
伊佐

コ英Ⅲ
(会議室)
丸山

コ英Ⅲ
(会議室)
丸山

英表Ⅱ
（３Ｂ）
平井

英表Ⅱ
（２Ｂ）
伊佐

英表Ⅱ
（３Ｂ）
平井

コ英Ⅲ
(会議室)
丸山

英表Ⅱ
（３Ｂ）
平井

英表Ⅱ
（２Ｂ）
伊佐

発育測定
（１体）

学年集会
（２体）

英語小テスト

数学小テスト

３学年登校日 ５月１８日（月）
３－１ ３－２ ３－３
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( )英語の学習について（連絡）2
持ち物 コ英Ⅲ：教科書、予習完成ノート（ の予習 、 の休校課題プリントL3P1 L3）

Steady Steps to Writing FACTBOOK英表Ⅱ：問題集（ 、総合英語）
辞書、必要な人はノートなど*

( )小テストについて（連絡）3
164,165,168,169,170,172①数学 《文系範囲》ＬＥＧＥＮＤⅠ・Ａ 例題
131,133,134,138,139,140《理系範囲》ＬＥＧＥＮＤⅡ・Ｂ 例題

②英語 《範囲》読んで覚える英単語【発展編】 ( )21-30 p.46-65

( )課題の回収・配付等について4
①今未来手帳確認（ ～ を開き、検温、学習状況の記載を巡回しチェック 。P60 61 ）
②課題の回収について：係の生徒が名簿順に回収する（係の生徒は２教室を回る 。）
【５月１８日(月)回収、持参するもの】

ａ．奨学金の「封筒＋書類」（封筒に氏名を記入してください）。なお、封筒に入れず書類
を提出した生徒は「封筒」を返却してください。書類が揃って持参できる生徒のみ提
出してください。提出は、５/21(木)でもよいです。

ｂ．「体育着」を持参してください。眼鏡のある生徒は眼鏡も持参してください。
ｃ．志望理由書（未提出の生徒）

③配付物： 今年度模擬試験受験料（前期分）について（お願い 」および振込用紙「 ）
④「全統記述模試」の受験科目を掲示しておくので確認してください。誤っている生
徒は、進路指導室に必ず申し出てください。

「 」 、 。⑤６月の 進研マーク模試 の受験科目について 日(月)に選択申込みを行います18

( )教室は、次のように分ける（前回の登校日と同じです）5
①文系：１組は１組＋選択３Ａ、２組は４＋５組、３組は選択３Ｂ＋３Ｃ。
②理系：４組は３組＋４組、５組は５組＋選択３Ｂ。
③前半の教室は名簿番号１～ まで。後半の教室は名簿番号 ～ 。20 21 40
④縦・横列を一つずつ空けて名簿順に着席してください。

( )その他6
①終了後、個別面談、教科指導、進路指導に応じます。
②来校時には、自学自習用の教材も用意して登校してください。
③下校の電車は次のようになります。小千谷駅発の時間です。
ａ． 登校の皆さんは、小出方面 時 分、長岡方面 時 分です。AM 12 51 13 14
ｂ． 登校の皆さんは、小出方面 時 分、長岡方面 時 分です。PM 16 49 17 13

３ 学習課題について

( )「学習課題一覧表 その１～５」までの課題にしっかり取り組んでください。1

特に、大学受験に挑む生徒の皆さんは、課題に取り組むだけでは不十分であること
は分かっていると思います。課題だけ済ませればよいと考え、まだほんとうの意味で
受験生になっていないようでしたら、今日から「受験生」になってください。そのコ
ツを下記に書きましたのでお読みください。

( ) と故野村克也元ヤクルト、楽天監督2 「平凡なことを繰り返すことが、非凡を生む」
は、基礎力をつけることの大切さを、次のように語っています。

「人を非凡なレベルにまで成長させるものは何だろうか。そこには、何か特殊な方法
論があるわけではないと私は思っている。当たり前の平凡な努力の積み重ね、それこ
そが大きな飛躍を可能にするのだと考えている 「結局、この世界で成功するかし。」、
ないかの境目は、愚直なまでに最後まで努力できたかどうかでしかないと私は考えて
いる 」進路の実現についても同じです。。


