
1学年の分散登校日について

1回目 5/19(火)

出席番号が奇数の生徒 午前に登校 例：1年4組21席、1年7組17席

出席番号が偶数の生徒 午後に登校 例：1年4組32席、1年7組26席

登校後、各教室へ

検温していない場合は、SHR前に、中央多目的室前で検温 奇数出席番号9:30～ / 偶数出席番号14:00～

奇数出席番号 9:50～10:00  /  偶数出席番号 14:20～14:30

SHR → 体育館へ移動

奇数出席番号 10:05～11:20  /  偶数出席番号 14:35～15:50

各部からのオリエンテーション

学年主任・教務部・進路部・事務部・生活部・保健部・養護・体育科

奇数出席番号 11:30～11:50  /  偶数出席番号 16:00～16:20

SHR 課題提出など

▼この週の予定

○持ち物

・ 入学のしおり 5/18(月) オンラインSHR＋授業

・ 生徒手帳 5/19(火) 分散登校日

・ 体育館シューズ 午前 奇数席 午後 偶数席

・ この日に提出する課題 5/20(水) オンラインSHR＋授業

5/21(木) オンラインSHR＋教科質問会

5/22(金) オンラインSHR＋授業

2回目 偶数出席番号の生徒は5/25(月)   奇数出席番号の生徒は5/27(水)

登校後、各教室へ ※夏服で登校してもOKです。

検温していない場合は、SHR前に、中央多目的室前で検温 14:00～

▽この週の予定

14:20～15:20

LHR R-CAP(適性診断)を実施 5/25(月) オンラインSHR＋授業

午後 分散登校日(偶数席)

15:40～16:20 5/26(火) オンラインSHR＋教科質問会

LHR スタディーサポート結果の返却 5/27(水) オンラインSHR＋授業

スタディーサポート活用BOOK 午後 分散登校日(奇数席)

スタディーサポートPlanning BOOK 配布 5/28(木) オンラインSHR＋授業

課題提出など 13:00～ネットモラル研修会

○持ち物 YouTubeでライブ配信

・ スタディーチャージ ※詳細は、後日連絡します

・ この日に提出する課題 5/29(金) オンラインSHR＋教科質問会



☆注意事項

・ 登校前に確実に検温すること。そしてマスクを着用して登校すること。

・ 登校方法については、なるべく「密」を避ける。

送迎してもらえる場合は送迎してもらう。

・ 公共交通機関を使う場合、なるべく混みあう時間をさける。

また、車中では極力人との距離を取り、会話を避ける

がんばる神高生！

来週と再来週の時間割 奇数＝出席番号が奇数の生徒  偶数＝出席番号が偶数の生徒

1年登校 2年登校 3年登校 2年登校 1年登校 2年登校 1年登校 3年登校

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9:00～ SHR 奇数 SHR SHR SHR SHR SHR SHR SHR SHR
9:20 SHR

9:30～ オンライン 9:45 オンライン 教科 オンライン オンライン 教科 オンライン 教科 オンライン

9:50 授業 各部 授業 質問会 授業 授業 質問会 授業 質問会 授業
10:00～ オンライン オリテー オンライン 教科 オンライン オンライン 教科 オンライン 教科 オンライン

10:20 授業 10:05 授業 質問会 授業 授業 質問会 授業 質問会 授業
10:30～ オンライン 11:20 オンライン 教科 オンライン オンライン 教科 オンライン 教科 オンライン

10:50 授業 SHR 授業 質問会 授業 授業 質問会 授業 質問会 授業
11:00～ LHR 11:30 LHR LHR LHR LHR LHR

11:30 11:50

偶数 偶数 奇数

SHR

14:20
各部

オリテー 14:20 14:20 ※ネットモラル研修会
14:35 15:20 15:20  5/28(木)YouTubeで
15:50  ライブ配信 13:00～
SHR

16:00 15:40 15:40
16:20 16:20 16:20

※LHRの内容
・登校前に確実に検温すること。そしてマスクを着用して登校すること。  R-CAP(適性診断)、スタディサポート結果返却、
・登校方法については、なるべく「密」を避ける。   スタディーサポート活用BOOK配布など

送迎してもらえる場合は送迎してもらう。
・公共交通機関を使う場合、なるべく混みあう時間をさける。

また、車中では極力人との距離を取り、会話を避ける
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LHR LHR
【生徒手帳】 課題の提出が

LHR LHR

5/19(火)

を忘れずに あります
持って来ること！

【体育館シューズ】
【入学のしおり】 登校日に



分散登校日に提出する課題一覧

科目 5月19日(火) 5月25日(月)または27日(水)

現代文

「大学入試漢字TOP2000」漢字1題につきプリントに1行ず
つ書いたプリント。

「プログレス　現代文　総演習　基本編」１～5　＋「要約
ノート」1～5

教科書「国語総合　現代文編」　「技術が道徳を代行する
時」を、段落ごとにメモ→要約したプリント

古典

「新明説漢文ノート」　第一章　基礎編P4～P15

「プログレス　古典　総演習　基本編」
　　古文編1・2＋「文法・句形・語彙ノート」古文編1・2
　　漢文編1・2＋「文法・句形・語彙ノート」漢文編1・2

「やさしくくわしい古典文法」　P7～P21 →【確認テス
ト】1回～15回

「やさしくくわしい古典文法　ノート」　P4～P9

教科書「国語総合　古典編」　P8～P9　予習ノート

数学
5/6までの宿題を提出すること。
4/17提出の宿題が未提出の者は、その宿題も提出するこ
と。

なし

英語
チャート式DUALSCOPEの問題を解いたノート
FLEX予習ノート
どちらも途中でもかまいません。できたところまで

DUAJSCOPEワークブックと教科書の問題を解いたノート
途中でもかまいません。できたところまで。

世界史Ａ 提出課題なし 提出課題なし

現代社会 提出課題なし 提出課題なし

生物基礎 なし なし

化学基礎
（普通科）

なし なし

物理基礎
（理数科）

なし なし

保健体育 なし なし

家庭 なし なし

音楽 なし なし

美術
 なし (６月の最初の授業にて提出)  なし (６月の最初の授業提出)

スタディー
チャージ

この日に提出してください


