2021 年 12 月 20 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

冬休み期間中についてのお知らせ
いよいよ年末年始をむかえ、あわただしさを増しておりますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
新型コロナウィルス感染症の感染状況については、比較的落ち着いているものの、
「オミクロン株」の感染が確
認されるなど、新たな局面を迎えつつあるように考えられます。さらに年末年始の人の動きが活発になることも
あわせて、いわゆる「第６波」が起こる可能性があるという点も、引き続き注意するよう指摘されているところ
です。今後も「感染防止対策に留意して、リバウンドを防ぐための行動」
（行政からの呼びかけ）が重要であると
の認識のもと、冬休み中においても、朝の検温と Google フォームへの入力を確実にお願いいたします。また、冬
休み期間中であっても、ご本人、ご家族の PCR 検査受検の場合についての連絡も必ずお願いいたします。
冬休みを利用した宿泊を伴う旅行計画等考えておられるかもしれませんが、今一度感染予防の観点からも適切な
ご判断をいただきますよう、重ねてお願いいたします。
今後も感染状況や本校の状況等を学校医・学校産業医の先生方にご助言いただきながら検討し、生徒のみなさ
ん、そして保護者のみなさまのいのちと健康を守る観点から、適切に判断してまいります。
「お知らせ」の掲載後
も、何らかの変更等が生じた場合には、その都度「緊急メール」にてお知らせの上、ＨＰへの掲載等を通じてご
連絡させていただきますので、適宜、閲覧いただきますようよろしくお願いします。

《 冬休み期間中については、原則として、登校はご遠慮ください。 》
（１）校務センターの開室予定

１２月２１日［火］～１月７日［金］
（ 平日 ９：００～１７：００ ）
校務センター

TEL. 075-781-7253

FAX. 075-781-7254

ただし、以下の点にご注意ください。
① 上記期間中の土日・休日は開室しておりません。
② １２月２８日［火］～１月５日［水］は「同志社一斉休暇」のため、開室しておりません。
③ 校務センター閉室時間帯に、新型コロナウィルス感染症にかかわる緊急の連絡等がある場合は、
上記の電話番号におかけください。門衛にて対応させていただきます。
（２）冬休み期間中の面談等について
１２月２１日［火］～２４日［金］については、担任による生徒個人面談や、教科担当者による補習等が行
われる場合があります。
１２月２１日［火］～１月１０日［月］までの冬休み期間中は、土日、休日、上記一斉休業期間を除き、平
日に限ってオンラインによるクラブ活動が行わる場合があります。対面・登校しての活動はありません。
【 登校する生徒のみなさんへ 】
登校にあたっては、
「不織布マスク」を着用し、
「ウレタン・マスク」
、
「布マスク」を使用しないようにしてくだ
さい。なお、ご家族の方に体調不良の方がいらっしゃる場合や、自分自身が少しでも体調に違和感がある場合など
は、必ず登校を控えてください。

（３）３学期始業式の予定
３学期始業式の日程、時間進行については、今後の感染状況等によって変更される場合もあります。
１月７日［金］夕刻以降にＨＰにてお知らせする予定です。必ずご確認ください。
１月１１日［火］始業式予定
9:30

登校完了（9:00 まで入校できません。）

9:45～ 放送による始業式（生徒のみなさんは各ＨＲにて）
10:15～ ＬＨＲ
11:00

下校（12:30 完全下校）

※ 11:00 以降には、３年生の自由研究の面談等が予定される場合があります。クラブ活動はありません。
（４）３学期当面の授業進行について
１月も継続して、新型コロナウィルス感染症の感染状況などの把握につとめ、学校として判断する必要があり、
みなさまへのお知らせは直前ならざるを得ませんが、ご容赦ください。
現時点では、現行通りの時間進行で行うことを基本に検討しております。詳細は、１月７日［金］の HP にて
お知らせいたします。
また、１月１４日［金］～１７日［月］は、２０２２年度同志社中学校入試期間のため、家庭学習日となりま
す。この期間は Zoom の配信もありません。あしからずご了承ください。この期間中の家庭学習用の課題を１月
７日［金］にお知らせする予定です。学習ポータルサイトを確認してください。
（５）自由研究について
１２月２０日［月］が３年生の論文形式での最終提出日でした。何らかの事情でまだ提出できていない生徒の
みなさんがおられましたら、担当教員と相談の上、できるだけ早く提出するようにしましょう。
３年生のみなさんは、２月に予定されている「発表」にむけて準備することになりますが、担当教員と Teams
などで連絡をとりながら進めてください。
（６）
「沖縄オンライン研修」について
ご家庭にて沖縄を体験いただけるよう、オンラインによる研修を下記の日程で実施いたします。本校 HP の「保
護者・生徒ログイン」よりお進みいただき、お知らせをご覧ください。
〈 沖縄オンライン研修（概要） 〉
日 程 １２月２１日［火］～２４日［木］の４日間 （各日とも午後に、１～２時間程度を予定）
１日目 『沖縄ってどんなところ』／『沖縄戦で戦場に駆り出された少年兵だった方々への聞き取り』
２日目 平和学習 ひめゆり記念資料館、佐喜眞美術館訪問
３日目 自然体験 マングローブ群生林ツアー
４日目 那覇オンラインツアー 那覇市内の見どころをライブ中継（この企画のみ参加費 1000 円）
※ その他のオプション企画があります。お問い合わせは、校務センターにご連絡ください。
（７）
「クラス懇談会」ならびに「保護者面談」などについて
３学期についても、当面の間、
「クラス懇談会」は見合わせさせていただきます。
「保護者面談」についきましては、学校（担任または校務関係）より必要があると判断した場合、または特に
ご事情がある場合に限り、実施させていただきますので、ご承知おきください。

《 健康観察の徹底と体調不良時の対応についてのお願い 》
【 ご家族など同居している方に、
「体調不良」の方等がいらっしゃる場合について 】
現在、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
の通学圏も広範囲に及んでおり、お住まいの地域によっては、またご高齢の方や基礎疾患をおもちのご家族と同
居されているなど、さまざまな事情により、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。
（ ※ 同居ご家族ならびに生徒ご本人が PCR 検査を受診される場合は、結果が出た後ではなく、受けられる
時点で、すぐに学校にご連絡ください。 ）
（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、土日を含めて毎朝、登校の有無にかかわらず、必ず「Google フォーム」に入力をお願いしま
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。
（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。
今年度についても、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、濃厚接触者および接触者となった場合等の連絡について
下記の①～⑤のいずれかに該当する場合は、
「連絡票」
（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および接触者に特定された場合。
⑤ お子さまや同居されているご家族が「PCR 検査」を受けられる場合（結果を待たずに）
１．FAX の場合
平日・土日祝問わず２４時間可能です。
「連絡票」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」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」をご用意のうえおかけ直しください。
（４）
「ワクチン接種」にともない、登校を見合わせる場合について
生徒本人がワクチン接種をされる場合、当日および翌日以降の副反応等にそなえて、登校を見合わせることが
あると思いますが、その際は、
「感染症の感染対応に伴う欠席届」に「ワクチン接種のため」とご記入いただき、
学校へご提出いただきますようお願いいたします。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）
。

《 保健部より 》
今年も残すところあとわずかです。みなさんにとって、どんな一年でしたか？ 振り返ってみましょう。
できたことも、あと一歩足りなかったことも、過ごした日々はかけがえのない日々。みなさんをきっと成長させ
てくれています。
寒さも厳しくなりますが、せっかくの冬休みが「寝込んで台なし」にならないよう、
感染症などには十分注意をしましょう。元気に楽しい冬休みをお過ごしください。

◇健康観察のお願い
冬休み中も毎朝検温し、健康観察の入力をお願いします。
◇感染症対策の徹底を
●免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心がけましょう。
●手洗いはこまめにしましょう 30 秒以上かけてていねいに。

●咳エチケットは必ず行ってください。 ～ マスクをつけるようにしましょう！ ～

●部屋は湿度を保ち、こまめに喚起を行いましょう。

●持病がある方などは，公共交通機関の利用や人混みの多い場所を避けるなど、より一層注意してください。

◇学校感染症に感染した場合は…
※ 冬休み中も新型コロナウイルス感染症に感染された場合、濃厚接触者となられた場合などは学校にご連絡
ください。
※ 登校がスタートした場合は、学校へ連絡いただいたうえで、生徒手帳の P.190～P.194 の感染届もしくは、
ホームページより感染届けをダウンロードし、医療機関で記入または保護者の方が記入し，登校される日に
担任または保健室にご提出ください。その期間は欠席にならず登校停止期間の扱いとなります。
【 インフルエンザについて 】
（１）インフルエンザ予防のためにできること
インフルエンザの感染予防も新型コロナウィルス感染症の予防と同様です。手洗い、マスクの装着、うがい以
外にも、栄養バランスのよい食事、生活リズムなどの生活習慣も重要です。
また、3 密（密閉、密集、密接）を避けるようにしましょう。
（２）インフルエンザにかかってしまったら
インフルエンザを疑ったら受診しましょう。
インフルエンザにはウイルスに直接効く薬が
あります。処方された薬を飲めば重症化を防ぎ、
症状の出る期間を短くできます。そして安静に
過ごすことが一番です。
出席停止期間を守り、自宅療養してください。
出席停止期間は『解熱後 2 日が経過し、かつ発
症後 5 日経過するまで』です。
生徒手帳の感染届もしくはホームページより
感染届けをダウンロードし、医療機関で記入ま
たは保護者の方が記入し、登校される日に担任
または保健室にご提出ください。その期間は欠
席にならず登校停止期間の扱いとなります。

※インフルエンザの検査はされずに、症状によりインフルエンザ用のお薬が出された場合も同様の出席停止期間
を守ってください。
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。
）

《 教育相談について 》
新たな環境の変化またはコロナ感染症の感染拡大の状況、その他さまざまなご事情により、ご家族のみなさま
も不安や心配が生じている場合があると思います。本校では、スクールカウンセラー、教育相談員などを配置し
ております。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）

