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分散登校型の課外講座の実施について（お知らせ） 

 

新型コロナウィルス感染防止のため、学校の臨時休業期間は５月２４日まで延長されま

したが、その一方で、外出自粛の一部緩和など新たな対応も進められており、県教育委員

会は、学校再開への準備として、分散登校や時差登校などを実施するとしております。 

これを受け、本校では、学びを保障する段階的な再開に向け、次のとおり分散登校型の

全員を対象とした課外講座を実施し、学習指導や心身の健康面のサポートに努めることと

しました。趣旨を御理解のうえ、感染予防に努めながら、課外講座への参加につきまして

よろしくお願いいたします。 

 

１．目 的 

臨時休業期間中の家庭学習の定着度を高めるとともに、学校生活再開に向けて心身

の準備をすることを目的とします。 

 

 ２．実施期間及び時間 

  ・５月１８日（月）～２２日（金） ５日間 ５０分３コマの時間割で実施 

    ９：０５ ～  ９：１０  健康観察 

    ９：１０ ～ １０：００  １時限 

   １０：１０ ～ １１：００  ２時限 

   １１：１０ ～ １２：００  ３時限 

  ・１日の実施を各年次２～３クラスとし、期間中２回の登校機会を設けます。 

 

３．実施方法 

  ① １クラス２パートを原則とし、１教室の人数を２０名以内にして実施します。 

    ※一部２５名程度の科目がありますが、大講義室等で間隔を確保し実施します。 

  ② 実施教科・科目は次のとおりとします。 

    １，２年次生：国語、英語、数学の３教科 

    ３年次文系生：国語、英語、地歴  ３年次理系生：数学、理科（２科目） 

    ※クラスごとの実施日と時間割は、別途連絡します。 

  ③ 講座内容 

    シラバスで提示した家庭での学習内容における新規学習事項の説明、課題の問題

に対する注意事項の解説など中心にした講義を行います。 

  ④ 感染症対策 

    開始を通常の登校時間より遅らせる、教室内の人数を制限して一人一人の間隔を

空けるなどの対策をとる他、以下に示す感染症対策を徹底していきます。 



 

 【感染症対策】 

  ・講座開始前に、体調や検温の状況などを確認する健康観察を行います。検温せずに

登校した場合には、教室に入る前に保健室で確認できるようにします。 

・各教室においては、可能な範囲で座席の間隔をとり、近距離での会話等がないよう

にします。 

・学校内ではマスクの着用を求めるとともに、咳エチケットの励行に努めます。マス

クを忘れた場合には、学校にあるマスクを提供しますが、マスクの入手が困難な場

合には、文科省から配付された布マスクの利用をお願いします。 

・各教室等の出入り口にはアルコール消毒を用意し、教室移動の際には必ず消毒する

よう指導します。また、外から教室に入る、トイレの後など、こまめな手洗いの励

行に努めます。 

・休み時間ごとに窓を開けるなど、換気を励行します。 

・校内で共用される用具や備品などの消毒に努めます。また、使用後には、手洗いや

消毒を行います。 

・登校後に風邪の症状などがみられる場合は確認し、心配があれば御家庭に連絡し、

帰宅などの対応をとらせていただきます。 

 

〈生徒の皆さんへお願い〉 

・登校前、帰宅後には、必ず検温し、体調管理に努めてください。発熱等の風邪症状

がある場合には、無理をせず自宅で休養するようにしてください。 

※休む場合には学校への連絡をお願いします。 

  ・登下校に際しては、集団で行動しない、不要な寄り道をしない、など感染予防に努

めてください。 

  ・マスクを着用するとともに、咳エチケットを励行してください。 

  ・教室へ入る前には必ず手洗いや消毒をしてください。 

  ・トイレでは、混雑しないよう間隔を空けて順番を待つなどのマナーを励行してくだ

さい。 

  ・一人一人が感染予防を意識した行動をお願いします。 

 

 ４．その他 

  ① ５月１５日(金)に、県内の感染者数の推移や感染予防の動きなどをもとに実施の

最終判断を行い、ホームページ等で連絡します。 

  ② 公共の交通機関利用など感染への不安がある場合には、オンライン等を利用して

個別に対応しますので、連絡してください。 

  ③ 実施期間中に県内の感染者数が増加するなど感染への懸念が生じた場合には、途

中で打ち切ることもありますので、あらかじめ御承知おきください。 

  ④ 何か御心配なことがございましたら、別に対応させていただきますので御相談く

ださい。 



年次

クラス

パート A B A B A B A B A B A B A B

教室 1-1教室 選択４A 1-2教室 選択４B 2-1教室 選択３A 2-3教室 選択３B 2-5教室 選択２B 3-1教室 選３D 3-5教室 選２D

１時限 国語 数学 英語 国語 現代文 数学 英語 古典 数学 英語 国語 国語 数学 数学

２時限 数学 英語 国語 数学 数学 英語 現代文 数学 英語 古典 化学 化学

３時限 英語 国語 数学 英語 英語 古典 数学 英語 現代文 数学 英語 英語

クラス

パート A B A B A B A B A B A B A B

教室 1-3教室 選択４A 1-4教室 選択４B 2-2教室 選択３A 2-4教室 選択２B 2-6教室 選択２A 3-2教室 選３D 3-6教室 選２D

１時限 国語 数学 英語 国語 現代文 数学 英語 古典 数学 英語 国語 国語 数学 数学

２時限 数学 英語 国語 数学 数学 英語 現代文 数学 英語 古典 化学 化学

３時限 英語 国語 数学 英語 英語 古典 数学 英語 現代文 数学 英語 英語

クラス

パート A B A B A B A B A B 文 理 A B

教室 1-5教室 選択４B 1-6教室 選択４C 2-1教室 選択３A 2-3教室 選択３B 3-1教室 選３D 社講/2C 3-3教室 3-4教室 選２D

１時限 国語 数学 英語 国語 古典 数学 英語 現代文 国語 国語 英語 数学 数学 数学

２時限 数学 英語 国語 数学 数学 英語 古典 数学 国語 物理 化学 化学

３時限 英語 国語 数学 英語 英語 現代文 数学 英語 英語 英語 世／日 化学

クラス

パート A B A B A B A B A B A B A B

教室 1-1教室 選択４A 1-2教室 選択４B 1-5教室 選択４C 2-2教室 選択３A 2-5教室 選択２B 3-5教室 選３D 3-6教室 選２D

１時限 国語 数学 英語 国語 数学 英語 古典 数学 数学 英語 化学 化学 数学 数学

２時限 数学 英語 国語 数学 英語 国語 数学 英語 英語 現代文 化学 化学

３時限 英語 国語 数学 英語 国語 数学 英語 現代文 古典 数学 数学 数学

クラス

パート A B A B A B A B A B A B 文 理 A B

教室 1-3教室 選択４A 1-4教室 選択４B 1-6教室 選択４C 2-4教室 選択２B 2-6教室 選択２A 3-2教室 選３D 社講/2C 3-3教室 3-4教室 選２D

１時限 国語 数学 英語 国語 数学 英語 英語 現代文 数学 英語 国語 国語 英語 物理 化学 化学

２時限 数学 英語 国語 数学 英語 国語 古典 数学 英語 現代文 国語 化学 物理 物理

３時限 英語 国語 数学 英語 国語 数学 数学 英語 古典 数学 英語 英語 世／日 数学 数学 数学

世／日(大講義)

５月２２日（金）

３組 ４組 ６組 ４組 ６組 ２組 ３組 ４組

物AB／生(生講義)

３組 ４組

世／日(大講義)

物AB／生(生講義)

５月２１日（木）

１組 ２組 ５組 ２組 ５組 ５組 ６組

物AB／生(生講義)

世／日(大講義)

物AB／生(生講義)

５月２０日（水）

５組 ６組 １組 ３組 １組

５月１９日（火）

３組 ４組 ２組 ４組 ６組 ２組 ６組

物AB／生(生講義)

臨時休業期間中の全員課外講座　時間割

１年 ２年 ３年

５月１８日（月）

１組 ２組 １組 ３組 ５組 １組 ５組

世／日(大講義)


