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長い夏休みが終わり、学校に生徒た

ちの明るい声が戻ってきました。新型コロナウイルス

感染症の広がりが、1学期よりも拡大している中での２

学期スタートとなりましたが、おかげ様をもちまして、

穏やかにスタートすることができています。 

さて、最近の報道では、新型コロナウイルスの若年

層への広がりと学校の対応についての話題が取り上げ

られることが多くなりました。これらの報道や皆様か

らのお話から「感染症への対策を行いながら、学びを

進める」という考え方は、多くの方が理解してくださ

っていると認識させていただいています。ありがとう

ございます。５月学校だよりでもお願いいたしました

ように教育活動は「人同士の直接コミュニケーショ

ン」という場が必要です。相反しまして、感染拡大防

止のためには３密の回避が必要となります。この矛盾

がある中で「どのような対策をしながら学びを進める

か」という具体的な方法は、個々の考え方が無数にあ

ります。実際に本校へも保護者や関係者の方から、

「水泳の授業は今後どうする方針なのか」「今後の行

事はどうするのか」というお問い合わせを数件いただ

きました。この「どうするのか？という問い」への

「正しい解」があればよいのですが、立場や考え方、

置かれている状況で「解」の解釈は異なります。極端

な例ですが、学校は一斉に休校にすべきという考え方

がある一方、学校で学ぶ意義や家庭状況（お仕事の状

況など）から、学校は休校すべきでないという考え方

があります。新たな困難に対して「与えられた正解が

無い」社会、まさに「生きる力」が試されている時代

となっています。お立場や状況で多種多様な考え方が

あり、マイノリティー、マジ

ョリティーに関わらず、共生

できることが大切であること

は皆さんにご理解いただける

ところであると思います。 

 

 

 

話題は変わりますが、だいぶ以前に私が見たテレビ 

番組内で「科学技術が進んだ現代でも、感染症予防の

手立ては 100年前から変わっていないことに歯がゆさ

を覚える」という趣旨の話が医師からありました。感

染症の拡大を抑制する基本は、消毒、３密の回避が大

切（というより、このような方法しかない）なのだと

私なりに解釈しました。本校では、これまで給食時の

黙食指導や登校時の健康確認、必要箇所の消毒など、

地道な対策を進めてまいりました。これらの対策は実

際に行動が伴って、初めて効果を発揮する対策です。

夜中に公園などで一部の人が集まって飲食していると

の報道がある中、本校において、目新しい、目立つ対

策ではない「地道に意識を高めて行動する対策」が、

これまで功を奏しているということはとてもありがた

く、そして心強い対策であると言えます。「確実な実

績のある、そして信頼をおける地道な３密回避の指

導」を、「気を緩めること無く、むしろ意識を高め

て」５月学校だよりでお伝えしましたとおり【凡事徹

底】するとともに、いくつか新たな対策を加えて教育

活動を進めてまいります。これまでの対策と今後の方

針の概要を本紙に掲載しましたのでご確認くださいま

すようお願いいたします。 

…とは申しましても、昨今の社会情勢を鑑みます

と、さまざまなお立場の方の知恵をいただきながら、

変化に合わせた対応も必要です。前述のように、お立

場で考え方や思いは千差万別で、個々ご事情がお有り

の方もいらっしゃると思います。保護者の方の安心、

生徒の安全のために、気になること、ご心配なことな

どがございましたら、ぜひご相談ください。ご相談い

ただきました内容を検討することで新たな知恵が生ま

れます。この厳しい状況を皆さんと一緒に考え、乗り

越えて行かれるよう、２学期も引き続き、本校の教育

活動へのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいた

します。 

令和３年９月１日（水）   
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自主・自律・共生 

ボランティア部が夏休みに西校舎の

壁塗りをしてくれました。夏の水や

り当番も、暑い中、ありがとう！ 

オリパラ観戦グッズ 冷感タオル 
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 ８月１９日と８月２５日、各学級で日程を決めてオンラインホームルームを実

施しましたが、本校の約３分の１の生徒に貸与されている「NEC 製」のタブレ

ット PC については機種が古いため、動作が遅いことが原因で時間内につながら

なかった例が２割程度見られました。９月上旬には機器の入替を行い、解決する

見通しです。 

また、夏季休業中でしばらくタブレットを立ち上げていなかったため、立ち上

げたとたんに Windows のアップデートが自動で始まり、オンラインホームルー

ムに間に合わなかった例がありました。在宅中にオ

ンラインホームルーム等が行われる場合、早めに一

度立ち上げて確認しておくことが必要です。校内で

も使い慣れる練習を行っていきますが、今後、在宅中のオンラインを実施する場合、

ご家庭でもご協力をお願いいたします。 

＊＊＊教育委員会庶務課 ICT のご担当から以下のような依頼がありました。＊＊＊ 

 

保護者の方々に負担いただくことを求めるのは大変心苦しいですが、次の点につい

て各学校から保護者の方々へ協力をお願いしていただけますと幸いです。 

① 液晶保護フィルムの貼付 

タブレットの持ち帰り運用が本格化して以来、想定を大きく上回るペースで破損(特に液晶パネルの破損)が発生

しております。財政的観点や児童生徒への貸与空白期間を防ぐ観点等から破損発生をできるだけ抑えることが急務

ですが、液晶保護フィルムの使用により一定程度の破損防止が期待できると考えます。 

② タブレットのクッションケース等の使用            ※画面サイズは 10.1インチです。 

①と同様の理由で、タブレット本体を入れるクッションケース・カバー等も併用していただくとより効果的です。 

③ マウスの利用 

液晶パネルに破損(ひび割れ)が生じた場合、画面に触れての操作ができなくなることがありますが、一般的なマ

ウスによる操作は引き続き可能であることが多いです。マウス操作で問題無い場合、なるべくマウスを使用して操

作するようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

  
８月３０日（月）、生徒会主催、寿司打選手権大会

が催されました。「寿司打」は、ローマ字でのタイピ

ング練習ができる、フリーのゲームアプリです。一

人一台のタブレットを使い、一部生徒の中で流行っ

て（？）いたゲームを、生徒会役員が、全校生徒が

参加できて各教室で取り組める選手権大会にと企画しました。この日、全

校生徒が一斉に各自のタブレットで寿司打選手権「3000 円コース」に参

加、各学級３位までの生徒が決勝戦に臨み、「5000 円コース」でゲット

した寿司の値段を競いました。写真は、その決勝戦の様子です。 

生徒の発想で、このご時世ではなかなかできない全校参加レクが実現。すばらしいですね。結果は、生徒会か

ら発行される新聞をご期待ください。 

 ※この日の朝、学校のサーバーがダウンしていました。（これまでも何度かありま

した）ICT 支援員の方がコールセンターに連絡、３０分程度で復旧でき、選手権に間

に合いました。機器の不具合は個々にもあり、一斉に実施したことで学習活動にお

けるタブレット端末の脆弱性も明確になってきました。「トライ＆エラー＆前進
アドバンス

！」という気持ちで学習の ICT

活用に取り組んでいきます。 

夏季休業中の  On-line HR    

貸出タブレット端末に

ついてのお願い 

生徒会主催

寿司打
す し だ

 

選手権せ ん し ゅ け ん 

 

その舞台裏では。。。 



 

                     ８月２７日（金） 時差登校始まる 

 ２学期の開始にあたり、感染予防対策や生徒の健康安全対策について教職員で検討を重ねました。校内での

感染を防ぐ第一の方策として、登校時の健康チェックをより確実に行い、消毒を徹底、さらに昇降口の密を避

けるために学年１０分ずつ時差をとって登校することにしました。↑登校時の昇降口、サロン（健康チェック

の場所）ですが、いつも密になる８時２５分ごろでも２年生しか見当たりません。しっかり登校時間を守って

くれていました。前日に緊急メールでお知らせし、メールが届かなかった６件のご家庭には学年から電話連絡

しました。翌日の朝、時差登校を知らずに来た生徒は３％程度でした。                         

※ 今後も緊急でお知らせすることがあるかと思いますので、登録と生徒へのご連絡を確実にお願いいたしま

す。ご協力よろしくお願いいたします。 

 同時に始業式は体育館ではなく、教室にてオンラインで行うことをお伝えしました。生徒の皆さんは教室でも、

びしっと姿勢を正して式に臨み、CD の校歌を聞きながら心で歌い、スクリーンの校長先生のお話を聞きました。 

 急造のスタジオにて、校内放送と「スカイメニュー」という学習ソフトを使用、 

各教室の映像や音声を先生たちで連携しながら調整していました。 

 

 

 

           

              

 

 

 

 

 

 

 

 

また、どんなに気を付けていても感染のリスクはあります。感染や、ワクチンの接種、未接種などを安易に話

題にすることで、いやな思い、つらい思いをする人がいないように、とのお話もありました。 

オンライン   

その舞台裏では。。。 

生活指導部 「２学期の諸注意」から 
 ～元気で静かなスタートを～ 

 ① 黙食の徹底。自分が食べ終わった後もおしゃべりは厳

禁。給食当番も同じ。 

 ② 手洗いの徹底。ハンカチを持ち歩くこと。 

 ③ 向かい合って話す場合は「１ｍ以上」、 

   運動中は「２ｍ以上」を目安に。 

 ④ 水筒は絶対持参すること。 

 ⑤ マスクの予備持参。 

 ⑥ 体調がすぐれない時はお互いのために無理をしない。 



 

感染防止の取り組み＊令和３年９月（緊急事態宣言中） 

 ＊ これまでの対策の継続と徹底 ＊ 

○ 登校時、休み時間後の手洗い、手指消毒。ハンカチ、タオルの持参。 

○ 教室入室の際の手指消毒、器具をさわる前後の手指消毒。 

○ 換気の徹底。エアコンは朝から下校時まで ON,ロスナイ 

 （換気）を作動、教室の四隅を開けて換気。 

  ○ ドア、手すりの消毒。 

  ○ 蛇口や吐水口から水を飲まない。蛇口のレバーを指でさわら 

 ない。水筒持参。冷水機は玄関のみ。水を汲んで飲む。 

  ○ 使い捨てシートによる清掃活動。清掃場所の縮小。 

  ○ 給食時、準備段階含めてパーテーション使用、完全黙食。  

○ プリント等の回収時に時差を付けるなどの密回避の工夫。 

  ○ １学級ずつ、教員２名+水泳補助員の３名で指導・監視の徹底。更衣室の分散。 

水に入る直前までマスク着用。水に入ってからの発声禁止。実技中の間隔確保。 

水泳補助員（業者）による清掃、消毒の徹底。 

←プールのロッカーは各更衣室４８個。男女更衣室を現在は女

子のみ使用。（１室につき１０名以下）男子は体育館で更衣。 

マスクはシャワー前に、プールサイドのロープにかけたバスタ

オルにクリップ等で止めておく。プールサイドではマスク着用。 

 

 

＊ ９月からの対策とさらなる意識化 ＊ 

【全校集会】 

全校での集会は基本的にオンライン実施。始業式、生徒会役員選挙の立会演説会等。 

【時差登校】  

 ３年生 8：10～8：20 ２年生 8：20～8：30 １年生 8：30～8：40 

30 分の間に、分散して登校しています。朝の健康チェックもゆとりをもって実施できます。 

 【水泳指導】 

  今週は都内の感染状況の推移等を見ながら、今後の判断をしていきます。基本的には、年間に定められた水泳指導に必要

な最低限の時間を実施して終了とする予定です。特に、更衣室での感染予防（密にならない、しゃべらない）、水泳実技中

の間隔のキープをこれからも指導していきます。 

 【トイレ座面消毒】 

  座面の衛生のため、座面消毒シートを用意します。手洗い、アルコール消毒と併用で感染防止の意識を高めます。 

※ 新型コロナウイルス感染症に関わるご家庭の事情、お考え等は、それぞれに多様であると承知しております。登校や授業

参加に関するご心配についてはご遠慮なく個々にご相談ください。 

                                                                                                                                                                  
ようこそ天中へ 
８月１日付で、用務主事の五十嵐由美子さんが着

任しました。用務さんは３人体制になります。コロナ

禍で生徒の清掃分担や内容を軽減している分、また、

ドアや手すり、手洗い等の毎日の消毒もより丁寧に

くまなく、きれいにしてくれています。 

           

「よろしくお願いします！」 

       by 五十嵐 

コーナー 
７月１７日、四者合同研修会では、保護者の皆様、学校支援本

部の皆様、教職員の方々、お集まりいただきましてありがとうござ

いました。30人のご参加でした。無事２年ぶりに実施でき、スクー

ルカウンセラーからの有意義なお話が聞け、四者でグループ協議

もできました。詳細と成果は後日、CSだよりでご報告いたします。 

９月１８日㈯は防災教育講演会と HUG訓練に CS も参加協力

していきます。次回 CS協議会は防災教育後、11：15から実施し

ます。傍聴予定の方は、変更時のご連絡のために事前に副校

長にご連絡ください。 

特別教室前の

廊下。アルコ

ール消毒液の

減りが早い！

扉前にあると

生徒はよく使

っています。 

ハンカチ持ってきた？ 

保健委員会は１学期のアン

ケート結果でハンカチを忘れ

る人が多かったことから、ハ

ンカチチェックを始めまし

た。生徒の皆さんも自発的に

頑張ってくれています。 


