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「緊急事態宣言」の期間延長を踏まえた対応等について 

 

平素より、本校の教育にご理解とご支援を賜りありがとうございます。 

さて、滋賀県において発令されています緊急事態宣言の期間が延長されました。このことを踏まえて、

１３日（月）以降も学校の感染予防対策を引き続き実施し、教育活動の一部を見直し、下記のとおり行う

こととしましたのでお知らせします。 

なお、今後の感染状況によっては、再度の変更等があるかもしれませんが、ご理解とご協力のほどよろ

しくお願いします。 

 

記 

 

（１）教育活動について 

９月１３日（月）～１７日（金） 

      学 校  １～５限（45分授業） 

      帰宅後  課題学習（オンラインによる報告） 

    ※午後の授業もありますので、昼食を準備してください。 

    ※時間割は、別紙にてお知らせします。 

    ※帰宅後、家庭で学習が進められるように課題を与えます。課題を学習した報告は、オンライン

で行います。オンラインでできない場合は、翌日に学校で報告書を提出してもらいます。 

    ※課題学習は、評価の対象となります。 

（２）その他 

毎日の健康観察へのご協力をありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。これから

もＨＲ等を利用し指導を行い、継続して校内の感染症予防に努めていきます。ご家庭においても

指導をお願いします。 

 

 



体育館・グラウンド 1-2HR

CAI 1-2HR・1年分割

CAI 1-2HR・1年分割

1-1HR 1-2HR・工芸Ⅱ

1-1HR・1年分割 体育館・グラウンド

1-1HR・工芸Ⅱ 1-2HR・1年分割

1-1HR 1-2HR

1-1HR 1-2HR 2年分割 3-1HR・3-2HR 3年分割

自宅

学習
コ英Ⅰ 現社

4 産社 セ化

デ実Ａ

国表 英表Ⅱ 現文Ｂ

セ製図 2年分割 3-1HR 3-2HR

5 産社 セ工 国表 日史Ａ コ英Ⅲ

セ製図 ビジュアル

3 数Ⅰ コ英Ⅰ 現文Ａ 化基
自由選択②

教国 生ス デ工 工実 視表
2-1HR 2-2HR 3年分割 セミナー 彫塑 CAI デッサン

セ デ 普

1
基礎実習 歴演

生基

・

生演

セ技 素描 デ技

2 英表Ⅰ 数Ａ

セ製図／ビジュアル 2-1HR 2-2HR・2年分割 情報処理 第1理科 セ製図 デッサン 彫塑

現文Ｂ 体育

3-1HR 体育館・グラウンド

5 コ英Ⅰ 体育 国演／数Ⅱ 英表Ⅱ 現文B

セラミック棟 ビジュアル 2年分割／工芸Ⅱ 3-1HR 3-2HR

４５分授業

1

セ実Ａ デ実Ａ2 社情 コ英Ⅰ 体育 保健 日史Ｂ

体育館・グラウンド 2-2HR 3年分割

3 社情 国総 数Ａ

　４５分授業の時程で６限をカットします。

　信楽駅14:54発の電車に乗るようにしてください。

一般常識④

自由選択①

2-1HR・2年分割 2-2HR

数Ａ 現文Ａ

9月14日(火)

1-1 1-2
2-1 2-2
セ デ 普

国演/数Ⅱ

４５分授業
3-1 3-2

セラミック デ史 一般常識③

体育 日史Ｂ

2-1HR・2年分割 体育館・グラウンド セラミック棟 デザイン棟 3年分割

セ実Ａ デ実Ｂ

2-1HR 2-2HR

3-1 3-2
セ デ 普 セ デ 普

2分割

特別時間割【９.１３～１７】

9月13日(月)

1-1 1-2
2-1 2-2

3年分割

体育 世史Ａ 保健 現文Ａ コ英Ⅲ

世史Ａ 数Ⅰ コ英Ⅱ

数Ⅰ

4

自宅

学習

【４５分授業】

（予鈴８：５５）

SHR ９：００ ～ ９：１０

１限 ９：１５ ～ １０：００

２限 １０：１０ ～ １０：５５

３限 １１：０５ ～ １１：５０

（昼休み）

４限 １２：２０ ～ １３：０５

５限 １３：１５ ～ １４：００

SHR １４：００ ～ １４：１０



第2理科 1-2HR・1年分割

体育館・グラウンド 第2理科

1-1HR・1年分割 体育館・グラウンド

1-1HR・工芸Ⅱ 1-2HR・1年分割

1-1HR 1-2HR

第2理科 1-2HR

1-1HR 第2理科

1-1HR・工芸Ⅱ 1-2HR

1-1HR CAI

1-1HR・1年分割 CAI

1-1HR・1年分割 1-2HR・工芸Ⅱ

1-1HR・1年分割

体育館・グラウンド 音楽室／基礎デ

1-2HR・1年分割

音楽室／基礎デ 体育館・グラウンド

共通課題

国総 一般常識⑤

数Ⅰ 化基 一般常識⑥

家庭

体育 現文Ｂ 英表Ⅱ

自宅

学習

ビジュアル 2年分割 3-1HR 3-2HR

4
音／美

コ英Ⅰ

セ製図 デ実Ａ

国演／数Ⅱ 体育 現文Ｂ

2年分割／工芸Ⅱ 体育館・グラウンド 3-2HR

5 体育 日史A 英表Ⅱ 現文Ｂ

本館製図

情処 物基 時演 数演 視表
2年分割

3 体育 コ英Ⅱ

セ棟各所 ビジュアル 2年分割 3年分割 CAI 第1理科 情報処理 工芸Ⅱ デッサン

1 コ英Ⅰ 数Ⅰ

セ実Ｂ

デ史 日史A 英表Ⅱ 体育

ビジュアル 2年分割 3-1HR 体育館・グラウンド

2 国総

音／美 デ実Ｂ

コ英Ⅱ
自由選択③

CE

9月17日(金) ４５分授業

1-1 1-2
2-1 2-2 3-1 3-2
セ デ 普 セ デ 普

自宅

学習

世史Ａ 社情 英表Ⅰ

家庭 セ実Ｂ デ実Ｂ

コ英Ⅲ

5 国総 社情 現社 日史Ｂ

2-1HR 2-2HR セラミック棟 ビジュアル 3年分割

2-2HR 体育館・グラウンド 3-2HR

3
2-1HR 体育館・グラウンド 3-1HR 3-2HR

国演／数Ⅱ 日史Ａ コ英Ⅲ

セ製図 本館製図 2年分割／工芸Ⅱ 3-1HR・3-2HR 3年分割

5 総探 総探 総探 総探 総探 総探

2-1HR 2-2HR 3-1HR 3-2HR

4 数Ⅰ 国総 セ化 デ製図 コ英Ⅱ 英表Ⅱ 体育

セ製図 本館製図 2年分割 3-1HR 体育館・グラウンド

国総 体育 英表Ⅰ 数Ａ コ英Ⅲ

2-1HR 2-2HR・2年分割

1 科人 コ英Ⅰ

セ課研 デ課研

古典

3年分割

2 体育 科人 現社 英表Ⅰ 古典

2-1HR 2-2HR 3年分割

3

4
2-1HR 3年分割

現文Ａ

セ デ 普

2 保健 科人 英表Ⅰ 体育 現文Ｂ

3年分割

体育 現社

体育館・グラウンド 2-2HR

9月15日(水) ４５分授業

1-1 1-2
2-1 2-2 3-1 3-2

セセ デ 普 デ 普

数Ⅰ 世史Ａ

9月16日(木) ４５分授業

1-1 1-2
2-1 2-2

自宅

学習

3-1 3-2
セ デ 普

1 科人 保健 セ工 デ製図

セラミック棟 デザイン棟
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