2021 年 3 月 19 日
同志社中学生のみなさん へ
保護者のみなさま へ
同志社中学校

春休み期間中についてのお知らせ

ずいぶん暖かくなり、ようやく春めいてきましたが、時折冷たい風が吹く日もあり、体調管理が難しい時期では
あります。
「緊急事態宣言」が解除され、人の動きも大きくなってきています。年度の変わり目ということでの歓送迎会や花
見などの自粛が呼びかけられておりますが、新規感染者が増えるのではないかという、いわゆる「リバウンド」が心
配な状況です。
「変異株」による「第４波」の可能性も指摘されております。ワクチン接種が多くの人々に行きわた
り、状況が落ち着くことを期待しているところです。
本校は、今後も感染拡大防止にむけた努力を継続いたします。あらためて生徒のみなさん、保護者のみなさまに
おかれましては、健康にご留意していただき、くれぐれもご無理をされませんよう、ご注意いただきたくお願い申
し上げます。また、春休み中には生徒のみなさんは基本的にご家庭で過ごしてください。
３月 26 日（金）〜４月８日（始業式）当日まで「学習ポータルサイト」および「ロイロノートスクール」は、年度
更新作業等のメンテナンスのため、利用できなくなります。あらかじめご了解ください。

《 春休み期間中について 》
（１）春休み期間（３月２２日［月］〜４月８日［木］
）について
生徒のみなさんは、始業式４月８日［木］まで、原則として登校しないようにしてください。新年度にむけた諸準
備や設備点検、工事などを予定しております。
また、不要不急な外出、友だちどうしでの飲食を伴った活動なども控えるようにしましょう。
４月当初の予定は下記の通りです。感染状況などによっては、変更される場合もあります。
始業式、４月の当面の予定等については、あらためて４月５日［月］１９：００までに HP に掲載します。
４月 ６日（火） ９：３０

新入生ＨＲ集合（９：００より前には入校できません。
）
（在校生のみなさんは登校してはいけません。
）

１０：００〜 入学式
７日（水）生徒のみなさんは登校してはいけません。
８日（木） ９：３０〜 始業式（９：００より前には入校できません。
）
９日（金） ９：２０〜 全学オリエンテーション
１２日（月）平常授業開始 下記参照
2021 年度４月より、授業開始時間を早め、完全下校時間を若干遅らせる方向（下記の原案）で検討しており
ますが、確定した詳細については、４月５日［月］の HP の「お知らせ」をお待ちください。
１限開始

９：２０（８：４５より前に登校してはいけません。９：１０を目途に登校しましょう。
）

６限終了 １５：３０（２０２０年度と同じように、学年により異なる可能性があります。
）
完全下校 １６：３０
緊急事態宣言が解除されたとはいえ、これまでと同様、引き続き休日においても不要不急の外出を控えるととも
に、卒業旅行やいわゆる送別会的な場をもうけて飲食をするようなことはくれぐれも控えるよう指導することと、
京都府から各学校あてに通達が出されております。

生徒のみなさん、ご家族のみなさまともに、上記の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようよろしくお
願いいたします。
本校では、春休み期間中を含め、原則として土曜日や日曜日は、各自が自主的に活動したり、家族とともに過ごす
日として考えております。生徒のみなさんは、登校しないようにしてください。
面談など特別な事情がある場合でも、９：３０より前には登校しないでください。

《 生徒会活動、クラブ活動などについて 【一部加筆】 》
本校では、
「学校生活において、１．学習活動、２．クラス・学年生徒会活動、３．クラブ活動の順に優先されま
す。…（中略）…放課後の過ごし方として、多様な価値観、多様な活動の一つとして、生徒の皆さんがやりたいと思
うクラブを選んでいただければと考えています。近年では、学びプロジェクトなど発展的な学びの活動に取り組ま
れる方が増えており、一人ひとりの個性を伸ばせる活動など、新しい放課後の過ごし方をされる方が増えています。」
（２０１８年１２月２０日付『同志社中学校通信』でも公表）
生徒会活動は現在、オンラインでの活動を原則としております。
生徒会長選挙が終了し、その後、生徒会役員（執行委員）の募集、選出などが無事終了しました。コロナ禍のな
か、新しい発想で生徒会のみなさんが中心となって、さまざまな活動を進められるよう期待しています。
生徒会の活動の一環としてのクラブ活動についても、３学期は、オンラインでのクラブ活動を行いました。
１年生にむけてガイダンスを行う３年生の姿に、さすがに上級生だなと感心する場面もありました。１年生のみ
なさんもそうした３年生の姿をみて、自分の今後の成長にとっての一つの目標になったのではないでしょうか。
春休み期間中は、クラブ活動はありません。１年生（新２年生）ならびに２年生（新３年生）の活動については、４
月の始業式以降となります。新学期にあらためてご連絡いたします。現在、新年度に向けての環境整備と、新年度から
のクラブ、活動の形態、活動内容、施設の利用などさまざまな課題について検討を重ね、４月からの段階的な再開に向
けた調整を進めております。

《 健康観察の徹底と体調不良時の対応についてのお願い 【一部訂正】 》
【 ご家族など同居している方に、
「体調不良」の方がいらっしゃる場合について 】
今回の「緊急事態宣言」の再発令にともなって、教育現場におきましてもなお一層の感染拡大防止に向けた取り
組みが求められております。また、本校の通学圏におきましても感染拡大が止まらず、登校に不安を感じておられ
る生徒のみなさんも多数いらっしゃいますし、登校にかかわって、お問い合わせいただくケースが多くなってきて
おります。そこで、学校として下記の通り、ご協力をお願いする次第です。
ご家族など同居しておられる方に、発熱など体調不良の状況がみられる場合は、生徒のみなさんは登校を見合わ
せ、ご家庭にて待機していただき、ZOOM などで授業にご参加くださいますようご協力をお願いいたします。

（１）毎朝の健康観察のお願いと検温結果等について
健康観察について、これまで、学期中は「Google フォーム」にて、長期休暇中は「ロイロノート」を用いて、と
ご案内させていただいておりましたが、学期中、長期休暇中を問わずすべて、
「Google フォーム」を用いた形式のも
のに統合させていただくことといたします。学校より生徒のみなさんに指定した、
「〇〇〇〇＠doshisha-js.ed.jp」の
アカウントでしかアクセスできませんので、ご注意ください。このアカウントでアクセスいただきますと、学年、ク
ラス、氏名等は自動的に判別されますので、ご記入いただく必要はございません。
なお、現３年生（新高校１年生）につきましては、下記の通りです。ご注意ください。
現３年生（新高校１年生）……３月２４日［木］
（新入生登校日）まで「Google フォーム」に入力
３月２５日［金］以降は、高校指定の用紙に記入
（用紙は、２月末に「入学前オリエンテーション」のご案内と同時に配布済です。
）
現１・２年生（新２・３年生）については、
「Google フォーム」への入力をこれまで通り継続してください。

朝の健康観察は、すべての学校が「必須」となっております。あらためて、ご協力いただきますようお願いしま
す。
（登校前にやむを得ず検温などできていない場合は、登校時に測定することも可能です。保健室に必ず立ち寄る
ように、ご家庭でもご指導にご協力ください。
）
登校時の注意
健康観察が行えていない生徒（Google フォームに入力できていない生徒）は、登校時に中央門付近で検温し、
風邪症状の有無を確認します。異常なければその場で Google フォームに入力してから教室へ入ります。
発熱や風邪症状がみられる場合には、保健室より保護者の方に連絡し帰宅していただくか、迎えに来ていただ
くことで、対応させていただきます。
〇 ウォータークーラーは使えません。水筒を持参しましょう。校内の自販機は使用できます。
〇 咳エチケットを徹底しましょう。マスクを必ず着用しましょう。
登下校時および校内では、マスクの着用をお願いします。
マスクを外した時に置くために清潔なビニール袋や布を持ってきておきましょう。
〇 こまめな手洗い、手指消毒を行いましょう。
「登校時」や「教室に入るとき」には手指消毒を必ずしてください。
〇 人と人との距離をとって過ごしましょう。
〇 学校外の人が密集する場所への外出は控えましょう。
〇 免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動、バランスのとれた食事を心がけましょう。
登校後、お子さまに体調不良の兆候が見られた場合、速やかに保健室で対応し、保護者の方へ連絡させていた
だいた上で、帰宅していただくか、保護者の方のお迎えを依頼させていただくことで対応させていただきます。
すでに学校にご登録いただいている「緊急連絡先」にお電話させていただくこともあります。
必ず、ご連絡がとれるよう、ご承知おきください。
（２）欠席・自宅休養・自宅待機（登校の「見合わせ」を含む）した場合等の出欠の取り扱いについて
風邪症状があるなど、何らか体調がすぐれない場合は、無理をせず自宅にて静養してください。また、同居されて
いるご家族に風邪症状がみられる場合なども登校を控えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。必
ず下記校務センターまでお電話ください。
また、お住まいの地域おける新型コロナウィルス感染症の感染者数の拡大に伴う登校不安がある生徒のみなさん
も、自宅待機していただき、Zoom による同時配信授業に参加していただくことが可能です。
今年度については、自宅休養もしくは自宅待機（登校の「見合わせ」を含む）された場合は、
「感染症の感染対応
に伴う欠席届」をご提出いただくことになっています。その場合「欠席」の扱いはいたしません。本校 HP の「保護
者・生徒ページ」各種届出用紙よりダウンロードしてご利用ください（事後提出でもかまいません）
。

欠席などのご連絡 校務センター TEL.０７５－７８１－７２５３（当日９：００以降）
（３）
「新型コロナウィルス感染症」に感染した場合、濃厚接触者となった場合などの連絡について
下記の①〜④のいずれかに該当する場合は、
「連絡票（１月改訂版）
」
（HP の「保護者・生徒ページ」にあります）
を用いて FAX してください。下記のいずれかに該当する場合は、直ちに学校までご連絡ください。
① お子さまや同居されているご家族に発熱などの症状があり、相談された場合。
② お子さまに感染の疑いがあり、受診した場合。
③ お子さま自身や同居されているご家族が「新型コロナウィルス感染症」と診断された場合。
④ お子さまや同居されているご家族が感染者の濃厚接触者に特定された場合。

１．FAX の場合
平日・土日祝問わず２４時間可能です。
「連絡票（６月改訂版）」の事項についてご回答ください。

FAX. 075-781-7254
２．電話の場合
FAX が無理な場合のみ、
「連絡票（６月改訂版）
」をお手元にご用意いただいたうえでお電話ください。
① 平日 9:00〜17:00
保護者 ➡ 中学校校務センター

TEL. 075-781-7253
② 上記以外の時間帯（上記電話番号におかけください。門衛にて対応いたします。）
「新型コロナウィルス感染症」にかかわる連絡のみ受け付ける専用回線を、門衛よりご案内いたします。
「連絡票（６月改訂版）
」をご用意のうえおかけ直しください。
心配なこと、気がかりなことがございましたらいつでも保健室までご相談ください。
同志社中学校 保健部

075-781-2002

（高校保健部と共通ですので、必ず「中学〇年生」であることをご連絡ください。
）

《 生徒のみなさんへのご協力のお願い 【再掲】 》
（１）感染予防と健康のために行うこと
1）持ち物について
以下のものを、忘れずに持ってきましょう。
① 清潔なハンカチ・ティッシュ
② マスク
③ マスクを置く際の清潔なビニールや布等
2）基本的な感染症対策をとりましょう。
① 感染源を絶つこと
・毎朝、アンケートフォームへの入力と、健康観察票の記入を忘れずにしましょう。
・発熱等の風邪の症状がある場合等には登校しないようにしましょう。
・健康状態の把握につとめましょう。
登校後に体調不良になった際には必ず保健室へ。ご家庭と連絡をとり、帰宅していただく場合があります。
② 感染経路を絶つこと
・
「手洗い」と「咳エチケット」
、
「手指の消毒」を徹底しましょう。
・自分のもの以外はさわらないようにしましょう。文房具の貸し借りなどもしないでください。
③ 抵抗力を高めること
・抵抗力、免疫力を高めるために「十分な睡眠」、
「適度な運動」および「バランスのとれた食事」を心がけま
しょう。
3）集団感染リスクへの対応について
① 引き続き以下の「３つの密」を避けるよう意識しましょう。
・換気の悪い密閉空間

・多数が集まる密集場所

・間近で会話や発声をする密接場面

② 「新しい生活様式」を意識し、人との間隔を空けるようにしましょう。
③ マスクを常時着用するようにしましょう。
4）休み時間や昼休み（昼食）について
① 友だちと会話する場合には、間隔を空けて話すことを心がけましょう。
② 当面の間、昼食時に礼拝、HR を行います。昼食時は各自の席で前を向いて、静かに食べましょう。
③ トイレのハンドドライヤー（ジェットタオル）は使用禁止です。自分のハンカチなどを使用してください。

④ ウォータークーラーは使用禁止です。水筒を持ってくるなど工夫をしましょう。
⑤ 当面の間、カフェテリアとスクールショップの営業は行いません。
⑥ 昼休みの時間は、屋外で過ごしてもかまいませんが、
「３密」を避け、激しい運動は行わないようにしまし
ょう。
（２）学習にかかわって
1）
「学びプロジェクト」について
春休み期間中も、いくつかの企画が予定されています。
「学びプロジェクト」での経験は、中学生のみなさんにとって、発展的な学びの機会であると同時に、実は、
学校の授業の土台となる学びへの意欲にも深く関係しています。今年度まだ一度も参加していない生徒のみ
なさんは、ぜひ何かに参加してみてください。自分でも気づいていない自分自身に出会えるかもしれません。
2)「国際交流プログラム」について
春休み期間中も、いくつかの企画が予定されております。
海外ではオンラインによる国際交流がごく普通になっておりますので、今後、実際に海外の現地における国
際交流が再開される時期に備える意味でも、ぜひご参加を検討してください。
生徒のみなさんは「学習ポータルサイト」
、保護者のみなさんは本校 HP の「国際交流プログラム」のお知ら
せをご覧ください。お問い合わせなどございましたら、校務センターまでご連絡ください。

《 教育相談について【再掲】 》
長期にわたる休校や、こうした特別な状況の中で生徒のみなさんも、またご家族のみなさまも不安を感じていら
っしゃることと思います。生徒のみなさん、保護者のみなさまで何かご相談、サポートなどが必要と考えられてい
る場合、学校（校務センター）あてご連絡いただければ、担当者から折り返し連絡いたしますので、よろしくお願い
いたします。
同志社中学校 校務センター （ 開室時間：平日 9：00〜17：00 ）
《電話》075－781-7253

《FAX》075-781-7254（24h 受信）

「私は山に向かって目をあげる。私の助けは、どこから来るのだろうか。
私の助けは、天地を造られた主から来る。」

（詩編１２１篇１〜２節）

