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 6 月 1 日から学校が再開しました。再開と言っても３密を避けるための分散登校であり、まだ

まだ平常の学校生活とは言えません。そんな中で本校の生徒たちはルールを守って行動し、3 年

生は最上級生の、2 年生は後輩が入学し上級生になった自覚と行動が見え始めています。まだ加

賀中の生活に慣れていない 1 年生は、緊張の面持ちではありますが、元気な挨拶とともに登校し

ています。思えば、3 月 1 日以降の臨時休校でどの学年の生徒も学校生活ができなくなり、家庭

学習のみの大変な期間を過ごしたはずです。この間、保護者の皆様方におかれましては、昼食の

用意をはじめ、毎日の生活に大変なご苦労があったことと推察いたします。4 月以降も学校から

出される連絡や、子どもたちへの課題配付と電話連絡、家庭学習への協力などさらにご負担をお

かけしました。おかげさまで大きなトラブルもなく学校再開ができ、教職員一同ほっとしている

ところです。ご家庭の協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 学校は 3 密を避けての登校ですので、19 日までは三日に一度の学年ごとの登校になります。登

校日以外は、休校時と同様に自宅学習となります。学習の遅れや未履修など気になるところでは

ありますが、本校ではまずは学校生活への適応、様々な不安の解消を柱に子どもたちを支えてい

きます。その上で、学習に取り組ませ自ら学習に取り組む姿勢を醸成していきます。家庭学習も

引き続き行いますので、保護者の方々のご協力をお願いいたします。 

 さて、2020 年も気がつくと月末で折り返しの 6 月です。本来なら運動会が終わり中間試験に向

けての学習に進む時期ですが、今年は中間試験は行えません。どうしても試験がないと勉強に気

が入らないという生徒の皆さんもいるかもしれませんが、新型肺炎への対応で「新しい生活様式」

が提唱されていますね。 

 

☆感染防止の 3 つの基本は 

 ①身体的距離の確保   ②マスクの着用   ③こまめな手洗い 

 具体的には 

  • 人との間隔はできるだけ 2m（最低 1m）空ける 

  • 会話をする際は可能な限り真正面を避ける 

  • 外出時や会話をするときは症状がなくてもマスクを着用 

  • 家に帰ったらまず手や顔を洗う できるだけすぐに着替え、シャワーを浴びる 

  • 手洗いは 30 秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（加賀中はハンドソープで手洗い） 

  • せきエチケットの徹底 

  • こまめに換気 

  • 3 密の回避（密集・密接・密閉） 

  • 毎朝の体温測定 健康チェック 発熱またはかぜの症状がある場合は無理せず自宅で療養 

 

 

いずれも、今まではあまり意識してこなかった内容ですが、感染症対応策としては当たり前で、

基本から徹底することで感染防止を図るのです。これを「新しい学習（勉強）様式」に当ては 

めてみると 

 

☆学習への取り組みの 3 つの基本は 

 ①学習時間の確保   ②学習に取り組む習慣    ③こまめな復習 

 具体的には 

  • 学年に応じた自宅学習時間の確保 

  • 無駄なおしゃべりの時間をさける 

  • 必ず家庭学習をする習慣をつける 

  • 家に帰って落ち着いたら習ったことのこまめな復習 

  • 3 無の回避（無気力・無関心・無意識） 

 

これらも、特に新しくはなく昔から学習への取り組み方としてとして言われてきたことです。い

わば当たり前のことを当たり前にやることが大切なんですね。いくら先生方が教材を工夫したり

やり方を丁寧に教えても、肝心の授業を受けるあなた方に学ぼう・わかるようになってやろうと

いう気が無ければ、成果は出ませんね。できないことを新型肺炎のせいにするのは簡単ですが、

加賀中生には、しっかりと乗り越えて欲しい。「新しい学習様式」は実は「昔からの学習様式」と

同じであることに気づいて欲しいと思います。 
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教室は 10 人程度で 

配膳は先生たちが行います 

朝も帰りも先生方が見守ります 

久しぶりに学校で昼食 

放課後は 

念入りに消毒しています 

昼食のBGMは先生方が 

セレクトした音楽 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今月の学習＞    

教務主任 田口 直克 

＜今月の生活目標＞ 

生活指導主任  中里 倫子 

・学習のペースを取り戻そう 
・授業に集中しよう 

・身だしなみを整えよう 

学年ごとの分散登校で、10 人程での少人数授業が

始まりました。休校期間中は、それぞれ家庭学習に

一生懸命に取り組んでいたと思いますが、数ヶ月ぶ

りの授業で 50 分 × 6 時間となると、やはり疲れて

しまうと思います。1 年生は、初めて習う先生ばか

りで緊張も続きますね。 

休校期間中は、一人で課題に取り組み、分からな

いところや疑問に思うところもあったでしょう。ま

だ学校では友だち同士で教え合いや放課後補充教室

をすることはできませんが、遠慮なく先生に質問し

てください。 

6 月 19 日(金)までは分散登校が続きますが、22 日

(月)からは、通常登校を行う予定です。それまで

に、頭も身体も以前の学習のペースに戻していきま

しょう。 

今年は休校期間中に衣替えとなりました。学

校が再開すると同時に、蒸し暑い日が続いてい

ます。これからは真夏のように暑かったり、雨

が続いてじめじめする季節を迎えますが、標準

服を正しく身につけていますか。 

男子は白い下着を身につけ、ワイシャツは第

二ボタンから下はしっかり閉め、すそが出ない

ようにズボンの中にしまいましょう。 

女子は、膝頭が出ていないかスカート丈を確

認しましょう。中学生らしくさわやかな印象が

残るように標準服を身につけましょう。 

過ごしにくい天気の日は、授業中も集中力が

続かないようなことも心配されます。授業に集

中できる環境をつくるために、休み時間に次の

授業の準備をする、授業の始まりは大きな声で

挨拶をするなどのことをクラスの一人一人が積

極的に行っていきましょう。

＜今月の進路ナビゲート＞

進路指導主任  今宮 一貴

長く休校が続いたことで、今年はこれまでの進路決定までのスケジュールとは違う動きが出てくるか

もしれません。例年 6 月には各高校から学校見学や説明会の案内が届き、みなさんにも案内をしている

ころです。みなさんが進路選択で不安に思うことがないよう、先生方も情報を 

整理して、ていねいにみなさんにお知らせしていきますので安心してくだ 

さい。 

 でも、進路を決定するのはみなさん自身です。この状況の中でも、進路先の 

ホームページから情報を得ることはできます。学校が再開され、高校側からも 

どんどん情報が発信され始めると思いますので、ぜひチェックしましょう。 

保護者のみなさまへ 

これまでの休校期間中は、保護者のみなさまにもご心配やご負担をおかけしたと思います。子どもたちや

教職員を支えていただき、ありがとうございました。学校が再開となりましたが、ここからが本当の戦いと思い

教職員一同、気を引き締めて臨んでまいりますので、ご協力をお願いいたします。 

また、学校生活についてご心配なことがございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。 

 

校長  遠藤 映悟  副校長 清野 淳子   教職員一同 

6月 8日(月) 分散登校(2年)　　二者面談(始) 7月2日(木) 尿検査1次
9日(火) 　　〃　 　(3年) 内科検診(2･3年)

10日(水)     〃　    (1年) 専門委員会

11日(木)     〃　    (2年) 4日(土) 土曜授業　　
12日(金) 　　〃　 　(3年) 保護者会
15日(月)     〃　    (1年) 6日(月) 朝礼
16日(火)     〃　    (2年) 9日(木) 内科検診(1年)
17日(水) 　　〃　 　(3年) 10日(金) 安全指導
18日(木)     〃　    (1年)　 二者面談(終) 11日(土) 土曜授業
19日(金)     〃　    (2年) 漢字コンテスト

22日(月) 朝礼　　　　 hyper-QU

避難訓練

安全指導

26日(金) 心臓検診(1年)
29日(月) 生徒集会

7 月 4 日(土) 11：00 より 

加賀中学校 体育館にて 

＜内容＞1 保護者会全体会 

2 学年懇談会 

＊ 詳細につきましては、後日ご連絡いたします。 

 

 

みなさん、お久しぶりです。3 月まで、技術を教

えていた柳澤です。4 月から豊島区に異動しまし

た。池袋を通って通勤するのですが、コロナ感染を

恐れて今は、シェア自転車を使っています。全学年

あわせると 11クラスと加賀中の 2倍くらいの生徒

がいます。 

休校期間中、よく、加賀中のよいところを思い出

していました。みなさんには、とても素直なとこ

ろ、さわやかな挨拶ができるところ、行事に一生懸

命取り組むところ、授業を真剣に受けることがで

きるところ、挙げたらきりがないくらいよいとこ

ろがたくさんありました。 

 今年度は、歴史の教科書にきっと載るくらい大

変な一年になると思います。でも、この状況を言い

訳にしないで、自分の進路そして将来を切り拓い

ていって欲しいです。きっとみなさんならできる

はず。応援しています。 

（私は、離任式でみんなと 

一緒に校歌歌いたかったなぁ…） 

 

柳澤  環   

加賀中学校に初めて来たとき、校庭と廊下の広

さに驚きました。しかしそれが当たり前になって

しまった私は、異動先の校庭や廊下を見て 9 年前

とは逆に、その狭さにびっくりしました。ほかにも

異動して改めて気づくよいところがたくさんあり

ました。その中でも特に感じたのは、校舎内のきれ

いさと挨拶です。加賀中は新しい校舎ではないの

に、みなさんや主事さんの掃除のおかげでとても

きれいです。そして、授業の開始と終了の挨拶もし

っかりできていています。どちらのおかげもあり、

毎日気持ちよく過ごすことができました。 

ほかにもたくさんのよいところがある加賀中学

校で 9 年間も勤めることができ、私はとても幸せ

でした。 

今年度は様々な行事が中止になりさみしい思い

をしている人も多いと思いますが、素晴らしい仲

間と素晴らしい学校で、みなさん 

もたくさんの思い出を作ってくだ 

さい。 

 

大河内 晴美 


