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保護者 様
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さいたま市立浦和南高等学校長 上原 一孝

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時休業の継続について（３月１２日現在）

保護者の皆様には、日頃から本校の教育活動に御理解御協力を賜り、深く感謝申し上げ
ます。さて、令和２年２月２８日付けで御連絡いたしました臨時休業ですが、さいたま市
教育委員会は、下記のとおり臨時休業を継続することを決定いたしました。
なお、新型コロナウイルス感染症の今後の状況に応じて変更することがありますので、
御了承ください。引き続き、御理解御協力をいただきますようお願いいたします。
記
１ 期間

臨 時 休 業…３月１４日(土)～３月２３日(月)
登 校 日…３月２４日(火)（修了式（放送）、ＬＨＲ、教室移動等）
２年次各組出席番号奇数
９：３０登校 ＬＨＲ 9:30～10:30
２年次各組出席番号偶数 １１：００登校 ＬＨＲ 11:00～12:00
１年次各組出席番号奇数 １３：３０登校 ＬＨＲ 13:30～14:30
１年次各組出席番号偶数 １５：００登校 ＬＨＲ 15:00～16:00
学年末休業…３月２５日(水)～３月３１日(火)
春 季 休 業…４月 １日(水)～４月 ７日(火)
変更の可能性もありますので、１日１回は、学校ホームページ、学校からのメール等を
御確認ください。
２ 健康観察
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、お子様に毎朝体温測定をするよう
に御指導ください。
（１）手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底してください。
（２）免疫力を高めるため、十分な睡眠、バランスのとれた食事を心がけるようにしてくだ
さい。
（３）お子様に風邪様症状が出た場合は、かかりつけの医療機関へ連絡して指示に従い、マ
スクの使用など他の受診者への感染拡大防止に配慮の上受診してください。
３ 臨時休業期間中の過ごし方
（１）基本的な過ごし方について
今回の一斉臨時休業の趣旨を踏まえ、お子様は原則として外出をせず、家の中で過ご
すよう指導してください。やむを得ない理由により外出する場合は、人ごみを避け、帰
宅後は手洗い・うがい等を徹底するよう御指導ください。
学校からの連絡については、学校ホームページ、メールで随時行います。毎日、学校
ホームページを確認してください。
（２）家庭学習について
別紙を参照し、各年次、教科の指示に従って計画的に学習してください。
なお、浦和南高校では、臨時休業期間中の学習ツールとして、
「スタディサプリ」を
視聴できることになりました。スタディサプリは、リクルートマーケティングパートナ

ーズが運営している授業動画配信サービスです。お子様がこの期間に計画的に家庭学
習に取り組めるように御活用ください。詳細は、Classi で配信しております。
（３）事故防止について
事故等が発生した場合には、直ちに警察、学校等に連絡するようお願いします。
４ 卒業式、修了式について
（１）卒業式（３月１４日予定）
卒業式は３年次生及び教職員のみで実施する予定です。１・２年次生の登校は禁止と
します。
（２）修了式（３月２４日予定。校内放送で実施します。）
○２年次生…３月２４日（火）各組出席番号奇数
９：３０登校
各組出席番号偶数 １１：００登校
○１年次生…３月２４日（火）各組出席番号奇数 １３：３０登校
各組出席番号偶数 １５：００登校
ア 当日の朝、必ず体温を測り、発熱や咳などの風邪のような症状のある場合は登校し
ないでください。この場合は、公欠とし、欠席とはしません。
イ 登校の際はマスクを着用してください。マスクのない方は各ホームルームへ行く
前に、保健室でマスクを受け取ってください。
ウ 各教室にアルコール消毒液を、洗面所には液体せっけんを設置します。
エ 手洗い・うがい・咳エチケットを徹底してください。
オ 各教室では１教室に２０人以内で実施します。
当日は、修了式（放送）の他、ロングホームルーム、次年度に向けた教室移動等を
行い、１時間程度を予定しています。終了後、直ちに下校となります。
カ 保護者の判断により感染症予防のために登校させない場合も、公欠とし、欠席とは
しません。事前に担任に御相談ください。
５ 部活動について
さいたま市教育委員会の指示により３月中の部活動は中止とします。

問い合わせ先
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学校ＨＰ http://www.urawaminami.ed.jp/

１年次向け別紙
【家庭研修期間中の課題】（２月２７日配付連絡）
教科
内容
提出等
国語 スタディサポート活用 BOOK P66～44
丸付ける前の状態で３月９日(月)提出。
放課後に週番が出席番号順に並べて、国
語科研究室に提出すること。
【春休み課題】（２月２７日配付連絡）
教科
内容
提出等
国語 課題考査の勉強
テストで結果を出せばなし。
課題考査の範囲→配布済課題（夏・冬休 結果を出さなければ提出。（半分が目安）
みにやってきたもの）すべて。
出せる状態にしておいてください。
復習して１年間の取組を確認する。
数学 課題考査の勉強
テストで結果を出せばなし。
課題考査の範囲→数ⅡＢチャート第１章、 結果を出さなければ提出。（半分が目安）
第２章のうち基本レベル１、２、３。詳細は 出せる状態にしておいてください。
別紙
英語 ①ユメタン３０１～４５０
①については３月中旬に試験をします。
②ユメタン４５１～６００
①②の範囲から春休みの課題テストに出
③Wonderland２ Unit１～３
題します。
課題考査の範囲→課題①②、１年次で学 ③答えは授業が始まってから渡します。丸
んだ文法事項
付 け を す る 前 の 状 態 で Supplementary
Booklet を英Ⅱの担当者に提出。
進路 スタディサポート活用 BOOK
解答の書写や提出目的だけで取り組んで
もらいたくないので、４月１０日(金)のスタサ
ポで結果を出せば提出なし。提出して見て
もらいたい人はもちろん提出してよし。スタ
サポは、既習事項の問題なので半分以上
得点できるような取り組みをしてください。
結果を出せなければ提出（半分が目安）
出せる状態にいておいてください。
【各教科からの連絡】（３月１１日配信連絡）
教科
内容
進路 〇スタディサプリの使用方法について
団体会員コードは、必ず自分自身のものを使用してください。
① インターネットで「スタディサプリ」と検索し、［公式］画面をクリック。
② 公式画面右上に表示される「学校・団体利用の方の会員登録」をクリック。
③ 自分自身の「団体会員コード」を入力後、パスワードを設定すると閲覧できます。
☆今回は特別対応ということで、４月 30 日までの期間限定配信です。
国語 〇スタディサプリの以下のおすすめ講座に取り組み、二年次に臨もう。
講座一覧から、
通年/国語「高１・高２ベーシックレベル現代文」
通年/国語「高１・高２ベーシックレベル古文〈文法編〉」
通年/国語「高１・高２ベーシックレベル漢文」
〇今こそ読書。

数学 〇春休みの課題については、先日 Classi で配信してものを参照してください。
〇スタディサプリの各講座について
既習の単元で、理解が不十分なものがあれば動画を参考に復習してください。
☆ただし、現状の皆さんの理解度をテストから推測すると
「理解していない」のではなく、計算力や反復による知識の定着が「不十分」
で、ある人が圧倒的に多いです。動画を見て満足することなく
「自分で」「何も見なくても」「できるように」演習を繰り返してください。
反復練習なくして、問題を解く力は身に付きません。
見るだけで、「できるようになる」魔法は存在しません。あしからず。
英語 〇Wonderland に関して
課題は Unit3 までですが、Unit4 以降は好きなだけ進めておくと良いことがあるかもし
れません。
〇スタディサプリに関して
3 学期に学んだ比較・関係詞を中心に苦手分野を復習しておいてください。
2 年次は仮定法から学習します。余裕のある人は仮定法の動画も見ておくと良いでし
ょう。
〇2 年次コミュニケーション英語Ⅱの内容に関して
先取りで内容を見たい人向けに後ほど Classi で教科書本文を配信します。（課題では
ありません。）
地理 〇理系・文系問わず来年度に向けて
地理 A 教科書 P61～145 をよく読んでおいてください。来年度の世界史でも重要な項
目です。特に宗教の分布は注目です！
化学 〇化学ノートの提出はなし。
〇スタディサプリの化学基礎８講義内の確認テストにチャレンジするだけでも一年間の
復習になります。
生物 〇生物探究を選択している人は、２年生で教科書 P153～生物の多様性と生態系から学
習するので、『１．植生と遷移 と ２．気候とバイオーム 』をよく読んでおきましょう。

２年次向け別紙
【臨時休業中の課題】
教科
内容
国語 ・入試による臨時休業の前に連絡した通り
英語 ・システム英単語 → ９０６～１０５２、１０５３～１２００
春休み明け課題考査に出題
・Vintage
→ ６７１～８４７ 、１３０８～１４０６
春休み明け課題考査に出題
・Change the World → Question Booklet の提出
生物 ・問題を配信します。解答を A４サイズのレポート用紙にわかりやすく（見やすく）まとめ
て４月の最初の登校日に新しい組・番号を書いて提出すること。提出は登校日初日
のみで、以降は受け付けません。評価は１学期の成績に加味します。
化学 ３年生に向けて復習しよう（提出不要）
・６、７、８組全員
→スタディサプリの化学基礎（８時間）を見る
・６、７、８組の化学受験を考えている者
→リードαの化学基礎第一編・第二編～８５ページまでの基本問題（リード C）をやる
地歴 ３年次日本史選択者対象
・Classi で配布されたプリントを各自プリントアウトし、教科書や資料集などを参照して
プリントを完成させる。新学期に提出。なお、プリントを提出する際にはホチキスで留
めること。
３年次世界史選択者対象
・Classi で配布されたプリントを各自プリントアウトし、教科書や資料集などを参照して
プリントを完成させる。新学期に提出。なお、プリントを提出する際にはホチキスで留
めること。
公民 ・新聞を読みニュースを見ること
数学 ・Classi で配信された内容を確認し、取り組む。（新学期において提出物有）

