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１２月の主な行事
通常授業①②③④⑤・大掃除・ＬＨＲ
冬季休業（～１／７）
冬期課外１日目
リベラルゼミ（１３：３０～１５：００＠１特）
冬期課外２日目
冬期課外３日目
冬期課外４日目
冬期課外５日目
冬期課外６日目
冬期課外７日目（最終日）
天皇誕生日
振替休日
図書館閉館（～１／７）
難関大学セミナー【希望者】
（～２８、＠梅苑会館）
仕事納め（～１／４まで学校閉庁）

１月８日（火）冬季休業明け初日 時程
８：３０～ ８：４０ ＳＨＲ
８：４０～ ９：１０ 大掃除
９：１５～１０：００ 火の１校時
１０：１０～１０：５５ 火の２校時
１１：０５～１１：５０ 火の３校時
１２：００～１２：４５ 火の４校時
１２：４５～１３：２５ 昼休み
１３：２５～１４：１０ 火の５校時
１４：２０～１５：０５ 火の６校時
１５：１５～１６：００ 火の７校時

平成３０年１２月１３日（木）

日/曜日
1
火
2
水
3
木
4
金
5
土
6
日
7
月
8
火
9
水
10 木
11 金
12 土
13 日
14 月
15 火

１月上旬の主な行事
元旦

仕事始め

実力テスト
大掃除・短縮４５分授業
⑤⑥ベーシック探究
※(月)の授業
第３回駿台模試【希望者】
１月進研模試払込締切
成人の日

１月７日（月）実力テスト 時程
８：１５
登校
８：３０～ ９：５０ 英語（８０分）
※リスニング含む
１０：０５～１１：２５ 数学（８０分）
１１：４０～１２：３０ 理 化学
文 世史/日史（５０分）
１３：１０～１４：３０ 国語（８０分）
１４：４５～１５：３５ 理 物理/生物
文 化基/地基（５０分）
【学年進路指導部より】
◆ 今後の模試・考査について
１月 ７日（月）実力テスト
１月１２日（土）第３回駿台高２全国模試（希望者・国数英３教科）
１月１８日（金）～１９日（土）１月進研記述模試（５教科）
１月２２日（火）センターチャレンジ
２月１２日（火）～１５（金）学年末考査
２月２２日（金）～２３日（土）全統高２記述模試

【学年生徒指導部より】
◆ 冬季休業中の生活について
※冬休み明けから受験を意識する「３年０学期」いよいよ皆さんも自
冬季休業中は年末年始など行事も多いことと
分の進路目標実現に向けて全力で走り出さなければなりません。順
思いますが、計画的な生活を送り、自主学習時
調に走り出すために、各教科の課題に真剣に取り組み基礎力固めに
間の確保にも努めてください。この時期は弱点
全力を尽くしましょう。
を克服するのに絶好の機会です。
※１月進研模試の受験料払い込み期限が１月１３日（日）です。早め
の振込をお願いします。
◆ 交通安全について
冬の時期には特に雪や凍結に注意して、時間
に余裕を持って行動してください。スマホに気 【ＳＳＨより】
をとられたり、イヤホーン等で周りの状況を察 ◆ 課題研究に関する今後の予定について
１月 ９日（水）ティーチャーズラボ（２時間）
知できない状況になったりしないよう、十分気
⇓ ポスター完成提出
を付けましょう。
１月２３日（水）学年生徒研究発表会
１月２９日（火）学年集会（課題研究まとめ・振り返り）
◆ ＳＮＳ等の適正な利用について
⇓ ポスターや論文の手直し
いつも言っていることですが、ＳＮＳ等の利
３月
２日（土）
生徒研究発表会でポスター発表
用はくれぐれも慎重に。事件やトラブルに巻き
３月
４日（月）
研究論文提出
込まれたりすることのないよう、気をつけてく
ださい。

◆冬季休業中の課題一覧
《国語》
①現代文：
「プログレス現代文発展編」１６．中世的世界とは何だろうか ～ ２１．感覚の幽い風景
②古 文：｢進研 WINSTEP 古典２(WINSTEP ノート)｣ １．平家物語「む」
「まじ」～９．折たく芝の記「敬語②」
③漢 文：
「進研 WINSTEP 古典２(WINSTEP ノート｣ １０．捜神記「再読文字」～１６．史通「否定形」
提出 ①②③を自己添削して、１月７日（月）実力テスト終了後に提出
実テ範囲 上記①②③＋「意味から学ぶ頻出漢字３０００」ｽﾃｯﾌﾟ④ 第５６～６０回（Ｐ１１２～１２１）
《数学》
教室掲示の通り
《英語》
①「SKYWARD CLOUDS」Unit １４～２０（１００字要約まで含む）
②「Drive」第２６章「会話表現」～第２８章「重要多義語」全４２問！
実テ範囲 ・「SKYWARD CLOUDS」Unit １４～２０
・「Smart Reader Standard」Zone1 １ 実践問題１～Zone2 ２１ 実践問題４１※奇数番号のみ
・「Listening Essentials 2.5」Unit ９～１４ ※応用問題
・朝自習プリント：No.１８～２０←New!!
《化学》
○課題プリントセミナー化学基礎＋化学の既習事項の基本例題、発展例題をまとめた（全３７問）
提出 自己添削して、間違えた場合は赤ペンで正解等を記入し、１月７日（月）実力テスト終了後に提出
実テ範囲 ・化学基礎：酸塩基～最後まで
・化学：教科書Ｐ６～４９（気体の状態方程式）
、Ｐ１２２～１４１（電池と電気分解）まで
※定期テストの問題・外部テストの問題・該当する冬休み課題プリントの類似問題
《物理》
○課題プリント（＆ 体調管理に努め、充実した冬休みを過ごす）
提出 自己添削して、１月７日（月）実力テスト終了後に提出
実テ範囲 課題プリント ※課題内の問題が出るとは言っていない
《地理Ｂ》
○「ウィニングコンパス 地理の整理と演習」Ｐ３４～５１ 環境問題、農林水産業
Ｐ１２４～１７３ 東アジア～オセアニア ※農牧業に関する問題のみ
提出 冬休み明け最初の授業で担当者に提出

例年より一人あたり正答数が一問少ない。

《地学基礎》
○「ネオパルノート」Ｐ７０～８７
提出 冬休み明け最初の授業で担当者に提出
実テ範囲 教科書Ｐ８１～１１０ ※試験結果は成績に組み込む

冬休みで基本事項を徹底しよう！
一日 3 問、13 日間で終了（年末に終了）
一日 2 問、19 日間で終了（冬休みギリギリで終了）
一日 1 問、38 日間で終了（二年生終了、
また研修旅行いってらっしゃい）
やらない（福高生でいること終了さようなら）

《化学基礎》
○「セミナー化学基礎」基本問題７３～８８、１０３～１１６、１２７～１３４（全３８問）
提出 ノート等に問題を解き、１月７日（月）実力テスト終了後に提出
実テ範囲 ・「セミナー化学基礎」基本問題７３～８８、１０３～１１６、１２７～１３４
・定期考査の問題・外部模試の問題（酸・塩基の pH 計算まで）

柳田国男「遠野物語」教科書 p120 ページ

《倫理》
○授業中に使用する教科書・資料集に掲載されている著作一冊の感想文
留意事項：夏休みの課題として読んだ本とは別なもの
形
式：所定の用紙 1 枚を超えること
用紙をタテに用いてヨコに手書き
１行目～ 著者と作品名と掲載されているページ
例 柳田国男「遠野物語」教科書Ｐ１２０
奥村直史「平塚らいてう 孫が語る素顔」資料集Ｐ１４７
２行目～ 組・番号・名前
提出 １月８日（火）冬季休業明け初日に提出

9 組 37 番迎田健蔵
読んだきっかけは…

《世界史Ｂ》
来年世界史を選択する者にプリントを配布します。活用してください。休み明け、最初の
授業の時に提出とします。冬休み中、できれば manaba に４月分からの授業まとめ動画をあ
げたいと思っています。不安な方、文転者はご活用ください。

