
生徒の皆さんへ 

以下を確認してください。 

 
①今年度の成績について 

3 月 11 日の職員会議が実施され、令和元年度の学習成績が認定されました。成績の通知の仕方につ

いては後日連絡します。明日１３日より、単位追認試験に向けた指導、出席時間不足を補充するため

の指導が開始されます。対象者は必要なものを持参し、指示された時間に遅れず登校して下さい。ま

た、手続きを速やかに済ませてください。 

 

②上履き、体育館履きについて 

上履き、体育館履きを下駄箱においてある場合、盗難防止のため、担任、副担任が下駄箱より引き

上げ、保管しておく場合があります。特に、学校に登校予定のない生徒は承知しておいてください。 

また、盗難が心配な場合は 都合をつけて持ち帰る機会を設けてください。 

すでに持ち帰った生徒は、学校に登校する際は上履き、体育館履きを忘れないようにしてください。 

 

③生徒指導関係書類の提出について 

原動機付自転車（原付バイク）の免許の取得を予定している者、26 日からアルバイトを実施しよう

としている者は、時間的余裕をもって学校への手続きを行ってください。免許の場合は警察署等への

免許試験受験の申し込みの前に、アルバイトの申請については 3 月 24 日までに手続きを行ってくださ

い。 

 

④登校時の服装について 

  何らかの理由で登校するときは、制服を着用してください。 

 

⑤休業中の学習について 

  3 月 3 日に配布した学習課題一覧表に従って、計画的に学習をすすめ、期日に確実に提出できるよ

うにしてください。下に一覧表を提示します。 

 

⑥新入生オリエンテーション実施日の登校時間について 

 3 月 10 日にアップロードした情報では実施時間が「午後 1 頃まで」とありましたが、次のように訂正

します。次に示す時間前は新入生オリエンテーションを実施しています。 

 

     3 月 23 日（月）に登校する場合は午後 2 時以降とする。 

  

 



教科・科目

地歴公民科
（全員）

英語科
（全員）

国語総合
（全員）

科学と人間生活
（全員）

数学Ⅰ (全員)
数学 A (教養)

共通

学びの基礎診断
事前課題（全員）

地理
（教養系列）

化学基礎
（教養系列）

英語
（教養系列）

建築デザイン系列

総合ビジネス系列

福祉健康系列

機械テクノロジー
系列

電気情報系列

ワーク：第4回定期試験の範囲になっているページ ４月初めの登校日

１）配布プリント２部（封筒入　郵便番号下４桁に4桁の番号入）
・情報技術検定問題集より（緑の本を参照してできる限り回答すること）
・計算技術検定問題（最終ページで答え合わせをし点数を書くこと）
※関数電卓が必要になります
２）ノート（弱電コースで使ったもの）

次回登校日にプリント（２部）とノート
を封筒に入れて提出する。
提出場所：３号棟３階情報ラボ前
青ボックスに提出すること。

Ｒ２　臨時休業および春休み 課題一覧表

　１年　　組　　番　氏名

課　題　内　容
提 出 日
提出方法

①大学ノートを１冊用意する（表紙に記名。）。
②平日は毎日ニュースを見る（ニュース番組を決めて同じ番組を見ること）。
④ノートに「取り上げたニュース」「ニュースの内容」「分からなかったこと・調べてみて」「感想・疑
問・意見」を記入する。

４月最初の地理の授業で提出。

・毎日ニュースを見てください。分からないことは自分で調べてみて下さい。この機会に様々な社
会のことについて家族と話をしてください。
※現代社会の教科書・資料は今後の小論文や面接での材料となります。捨てないこと。（教養系
列・福祉健康系列は２・３年次の授業で使用します。）

特になし

１） コミュ英[VividⅠ]のLesson 1 / Lesson4 / Lesson 6の英文と日本語訳をノートに書く。
　　★【Part1～Part4に分けて、英語・日本語が左右対称になるように書くこと】
２） 「基礎力診断テスト」のための事前学習『One Week Trial』（英語）を3月3日に配布するので、
　　4月の最初のコミュ英Ⅱの授業で担当の先生に、１）の課題といっしょに提出する。

4月の最初の英語（コミュ英Ⅱ）の授
業で提出。＊氏名欄には2年次の
組・番号も書き添えてください。

①Ｏｎｅ　Ｗｅｅｋ　 （国語）
【実施後解答を確認し、間違った問題には赤ペン等で正解を記入する】
②常用漢字ダブルクリア一冊すべて
【基本的に本体に書き込むこととするが、ノート等に書くでもよい】
③本を５冊以上（うち２冊以上は自分の進路に関係するものが望ましい）読む
【図書館閉館などで手に入らない場合は、家にある本など、可能な範囲で構わない】

※テスト当日が締め切りとなっていた提出物等は、今回、全員、評価の対象外とする
　【今日以降提出する必要はない】

①４月初めの登校日
②４月以降の授業内で確認
③４月以降の授業内で指示

※提出期限を守りましょう！　　　※各自でしっかり確認し、「知らなかった」ということがないようにしましょう！

教科書「機械実習１」
①測定の基礎P８～P１７
②手仕上げP３２～P５８
③旋盤P219～P254　以上教科書の内容について授業で行った必用な個所について振り返りとし
てA4レポート用紙に記載し、表紙（各自で作ったもの）を付けて提出

次回登校日に提出する。
提出場所：機械ラボ前ポスト（五味）
に提出すること。

レタリング知識に関する過去問題(配布プリントの学習)
　1 字体の理解
　2 デザイン用語、用具、用法の理解および基本的な書体に関する知識
　3 部首、部分、エレメントの理解

次回登校日に提出する。
提出場所：建築ラボ前の棚

※　第９章～第１１章、第１２章試算表の一部　を予習すること。
大原合格作戦シリーズ　日商簿記３級テキスト　P１１１～１３７

大原合格作戦シリーズ　日商簿記３級問題集　P６４～７５

４月最初の授業でテストをします。
第１回定期試験に評価を入れま
す。

別紙課題指示用紙を確認 ４月８日福祉ラボ提出

①One Week（数学）
【まるつけと直しをする。直しは答えだけでなく、途中式も書く。】

②マナトレの復習
③教科書の例や例題の復習

※関戸・神谷・杉村パートの生徒へ

第4回定期試験で提出予定だった提出物について、3月6日に職員室へ提出してください。
なお、3月4日と5日は終日、校内への立入禁止です。

①４月初めの登校日

②③提出なし。
そんなのかんけぇねぇ。
２年次になるための準備です。

配布するＯｎｅ　Ｗｅｅｋ　 （国語・数学・英語）に取り組む

（配布プリント参照）
原子番号１～２０の元素記号と元素名を番号と一緒に覚えてくる。

４月最初の授業でテストをします。
第１回定期試験に評価を入れま
す。

１） 第４回定期試験範囲(Grove Lesson4～6,Grammar Station Unit10～17）の学習をしておく。
　　４月英表Ⅰの授業でテストを実施。２年次の成績に加味する。
２）　Grammar station Unit18,19,36,38をノートに全文を書いて解くこと。

４月最初の授業で提出。



対象 教科・科目

国語総合

数学
（2学年全員）

コミュ英語Ⅱ
（全員）

地歴公民科
（全員）

学びの基礎診断
事前課題（全員）

生物
（教養系列・自然コース）

化学基礎
（教養系列・自然コース）

物理基礎
（機械・電情・建築系列）

情報処理
（有賀・丸山パート）

ビジネス実務
（流通パート）

原価計算（財会Ⅰ）
（会計・山中パート）

財務会計Ⅰ
（会計・平井パート）

ビジネスマナー
（観光コース）

情報処理
（総合ビジネス系列情報

コース）

福祉健康系列

建築デザイン系列

電気情報系列

機械テクノロジー系列

工業科
QC検定受験者

※各自でしっかり確認し、「知らなかった」ということがないようにしましょう！

（１）機械工作プリント　１枚
（２）生産システム技術プリント　１枚
（３）機械実習プリント　３枚
（４）機械設計　ノート提出

未提出　実習レポート及び作品等の未提出者は３月６日（金）１５時までに提出すること

（１）～（３）４月初めの登校日に機
械ラボの指定されたポストに提出

（４）３月６日（金）１５時までに機械
ラボの指定されたポストに提出
３月４日・５日は登校禁止（入試）

・建築構造及び建築構造設計のプリント 次回登校日
建築ラボ前の棚に提出

配布プリント（封筒入（郵便番号下4桁に４桁の番号入）
※電子情報技術、電気機器（強電コース）、プログラミング技術（弱電コース）

３月９日（月）１６時までに３号棟２
階青BOXに封筒のまま提出

６月の全商電卓検定を受験し合格
できるように頑張ってください。

日商簿記検定２級模擬問題集（第４問・第５問）を解いて、採点・復習すること。〔配布プリント〕
問題集そのものは来年度使用するため書き込みをしないこと。
「財務会計」は今年度やったことを復習しておくこと。
テスト当日に提出だった課題は提出しなくて良いが各自しっかりやっておくこと。

4月最初の「管理会計」の授業で
担当の先生に提出

『全商電卓検定1級問題集』の［ビジネス計算部門］のすべての問題（ただし選択問題は選択C）を３回
解答する。（普通計算部門１級に合格していない者は［普通計算部門］も３回練習する）。

４月初めの登校日
（物理実験室のカゴに提出）

第４回定期試験用課題。
自己採点のうえ、解答用紙のみ提出すること。

次回登校日
ビジネスラボ前提出BOX

丸付けをして4月最初の「ビジネス
情報管理」の授業で担当の先生に
提出

【第29回】2020年 3月15日（日）※中止になりました

プリント　　次回登校日に提出 次回登校日

別紙課題指示用紙を確認 ４月８日福祉ラボに提出

R01　臨時休業中および春休み中の課題一覧

２年　　組　　番　氏名

２
年
次
生
全
員

（１）Ｏｎｅ　Ｗｅｅｋ　 （国語）
（２）ダブルクリア全部をする。（本体に書き込む、または別のノートに書く）
（３）本を５冊以上読みましょう。（家にある本で構いません）
※テスト当日に提出することになっていた提出物は、出さなくてよい。（評価の対象外とする）

（１）４月初めの登校日
（２）授業内で確認します。
（３）提出の必要なし。

１）コミュ英[VividⅠ]のLesson 1 / Lesson3 / Lesson 6の英文と日本語訳をノートに書く。
　　　★【Part1～Part4に分けて、英語・日本語が左右対称になるように書くこと】
２）「基礎力診断テスト」のための事前学習『One Week Trial』（英語）を3月3日に配布するので、4月の
　　最初の英語授業（コミュ英）で担当の先生に、１）の課題といっしょに提出する。

4月の最初のコミュ英授業で提出。
ただし、氏名欄は3年時の組番号も
書き添えておくこと。

3月３日に配布のプリント
（内容はニュースを見よう！！）

各
系
列

課題内容
提 出 日
提出方法

４月最初の日本史Aの授業で提出
すること。

Ｏｎｅ　Ｗｅｅｋ（国語・数学・英語）に取り組む

(1) ワーク            ニューファーストの生徒　すべての例題をノートに解いて提出する。
　　　　　　　　　　　ニューアシストの生徒　数学Aの奇数番号をノートに解いて提出する。
(2)Ｏｎｅ　Ｗｅｅｋ　 （数学）

※　教養系列杉村パートの生徒へ

第4回定期試験で提出するはずだった提出物（再提出も含む）は、3月6日に職員室の杉村机上
へ提出してください。

次回登校日
職員室前前提出BOX

日商簿記検定２級模擬問題集を解いて、採点・復習すること。〔配布プリント〕 4月最初の「財務会計Ⅱ」の授業で
担当の先生に提出

第４回定期試験用課題（演習プリント＋ワーク）

４月化学の最初の授業で「進級おめでとうテスト！ｖｖ」を行います。範囲は２年次の学習内容すべて
化学基礎の問題集　ｐ４～９７。ただし、問題番号
74,75,125,126,132(2),133(3),138~142,159~162,191~192,196,197,198(3)~201,211227~229
基本例題17,標準例題を除く、すべての問題をノートに式や理由を書きながら解く。

提出は４月最初の「化学」の授業に
て,提出物は第２回までの総合評価
に加味する。テストは第１回定期試
験に加味する。

生物基礎の問題プリント
教科書・授業プリントを見てやってください。

新年度の最初の授業の時に提出。

ITパスポート問題集プリント（先日配布）
情報処理検定ビジネス情報１級模擬問題プリント（各自持っている問題集をコピーしたもの）


