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≪進化する土沢スタイル・6/29 から第３形態≫ 

６月２９日から 

一斉登校となります！ 
いよいよ６月２９日(月)から全校生徒が集

まっての学校生活が始まります。ただし、新型

コロナウイルス感染防止対策は継続しますの

で、別紙「平塚市教育委員会からの通知」と共

に、以下の点をお願いします。現在の平塚市の

感染状況を鑑み、以前のものと変更になってい

るところがありますので、ご確認ください。 

 

★朝の検温・健康観察シートの記入等 

・本人に発熱等風邪の症状がある場合(家族を

除きます)は、必ず自宅で休養してください。 

・引き続き健康観察シート(説明文に訂正があ

ります。登校の可否は本人の体調のみとなり

ました。ただし、家族のチェックは引き続き

お願いします。)に毎朝の体温、体調について

記入し、持参してください。チェック場所は

教室に変わります(朝練に参加の場合は活動

場所)。 

・教室に行く前に、必ず石けんで手洗いをして

ください。 

・朝の体温が３７度以上(平熱を勘案します。ご

相談ください)、健康観察シートの本人の体

調チェック項目に１つでも×のある場合や

体調不良が疑われる場合などは早退となり

ます。早退者の待機場所は会議室です。ご家

庭に連絡しますので、お迎えをお願いします。 

・教職員も同様に検温・健康観察シートの記入

をおこないます。 

 

★手洗いや咳エチケットについ

て 

・登校時、昼食の前後、外から教

室に入るとき、トイレの後、共

用の物を使う前後など、石けんを使っての手

洗いをするよう指導します。（うがいについ

ては、状況に応じて、周囲に気を付けながら

おこなうよう指導します。） 

・マスクの着用をお願いします。職員もマスク

を着用します。ただし、体育の授業や登下校

時など、熱中症などの健康被害が発生する可

能性が高いと判断した場合は、換気や生徒等

の間に十分な距離を保つなどの配慮をし、マ

スクをはずします。国から配付の布製マスク

について、１回目はすでに配付しましたが、

２回目はまだ届いていません。届き次第配付

します。 

 

★消毒について 

・教室やトイレなど生徒が利用する場所のうち、

特に多くの生徒などが手を触れる箇所（各部

屋の扉、ドアノブ、手すり、スイッチ、蛇口、

トイレの取手など）の消毒を放課後におこな

います。 

・消毒液には、次亜塩素酸水や次亜塩素酸ナト

リウム水溶液を使用します。 

 

★３密（換気の悪い密閉空間、人の密集、近距

離での会話や発声）が同時に重なる場を避け

るための「換気の徹底」、「近距離での会話や

発声」について 

・換気については、教室の窓と廊下側の窓、

廊下の窓を開け、基本的に一日中おこない

ます。天候によりできない場合は、廊下側

の窓や扉を開け、扇風機を活用します。 

・エアコンを使用する場合は、毎時間ごとに

換気をおこなったり、窓を少し開けたりし

た状態で使用します。 

・近距離での会話や大声での発声をできるだ

け控えるよう指導します。生徒の席の間に

可能な限り距離を確保する事や(おおむね１

   

 
 
 
校長室通信 №33 発行日 令和２年 ６月２３日 平塚市立土沢中学校 文責 松原 政夫 
学校ホームページ（http://www.hiratsuka-kng.ed.jp/tsuchisawa-j/）カラー版もご覧ください。 

 

 

http://www.hiratsuka-kng.ed.jp/tsuchisawa-j/


2 

 

メートル)できるだけ対面とならないような

形で教育活動をおこなうなど工夫します。 

・登下校において校門や昇降口で密にならな

いよう指導します。 

 

★抵抗力を高めることが重要であることの指

導について 

・規則正しい生活を心がけ、睡眠をしっかり

とり、心身ともに健康を保つよう、引き続

き呼びかけます。 

 

★出席停止等の扱いについて 

【次の事項が「出席停止」にあたります。感

染拡大を防ぐため、速やかに学校へご連絡

ください。】 

・生徒の感染が判明した場合又は生徒が感染

者の濃厚接触者に特定された場合。後者に

おいては感染者と最後に濃厚接触した翌日

から起算して２週間となります。 

・生徒に発熱等の風邪の症状がみられる場

合。今後、平塚市内の感染状況によって

は、同居の家族に発熱などの風邪の症状が

見られる場合も該当になります。 

・このお知らせをお読みいただいたうえで、

保護者が感染を危惧して生徒を欠席させる

場合。 

・医療的ケアが日常的に必要な生徒や基礎疾

患等のある生徒については、主治医・学校

医・医療的ケア指導医が登校すべきでない

と判断した場合。 

 

★生徒の心のケア等について 

・引き続き、生徒の観察に努め、担任、養護教

諭、スクールカウンセラー等による面接の実

施などをおこないます。 

・児童生徒が教室を自身の居場所として肯定的

に受け止められるように関わることや、健康

状態と合わせて精神的にも無理をさせず、

徐々に学校生活に慣らしていくことを心が

けます。 

・感染症や疾患をきっかけとしたいじめ、偏見、

差別等が生じないよう生徒への指導をおこ

ないます。 

 

★学習の遅れに対する対応 

・夏季休業期間を短縮し授業日とします。夏季

休業は８月８日(土)～８月２３日(日)とな

ります。 

・限られた授業時数の中で、学習指導要領に定

める内容を効果的に指導するために、学校の

授業でおこなう学習活動を、教師と児童生徒

の関わり合いや児童生徒同士の関わり合い

が特に重要な学習への動機付けや協働学習、

学校でしか実施できない実習等に重点化し

たり、個人でも実施可能な学習活動は学校の

授業以外でおこなったりするなどの工夫を

します。ただし、過重負担とならないよう留

意します。 

 

★授業における感染症対策 

・授業中及び昼食中は、基本的に個々の机を離

し、前を向いておこないます。話し合う必要

がある場合は、一定の距離を取ったうえで、

できる限り少人数、短時間でおこなうように

します。 

・こまめな換気をおこないます。 

・音楽、体育など、発声や体の接触を伴う可能

性が高い教科、家庭科の調理実習などについ

て、年間指導計画の入れ替えも考慮しながら、

感染防止対策を講じた上で実施します。 

・共用することを避けられない教具を使用する

場合、前後での石けんでの手洗いをするよう

指導します。 

 

★学校行事について 

・行事については、今後の状況により延期・中

止・縮小していくものが考えられます。でき

る限り、内容を精選したり、準備期間を減ら

したりする中での実施を検討しています。随

時、行事予定表等でお知らせしていきます。 

・３年生の修学旅行については、１０月１３日

(火)から１５日(木)の予定です。１､２年生

の校外学習も同時期に実施する予定です。 
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★清掃活動について 

・自分のごみは自分で捨てる、身の回りを汚さ

ない工夫をするよう指導します。  

・７月から生徒により清掃を実施します。 

・帰り学活終了後、１０分程度、３グループに

分けて、１グループずつ実施します。 

・換気をし、マスク着用の上、机等の移動をせ

ず、生徒は掃き掃除のみおこないます。 

・終了後の手洗いを指導します。 

 

★部活動について 

・実施にあたっては、生徒の健康・安全を第一

に考慮して、実施内容や方法を工夫します。 

・手洗いをこまめにおこないます。  

・健康観察をおこない、発熱等風邪の症状があ

る場合は参加できません。 

・１年生の見学は 6/29、30（１６時３０分下校）、

仮入部期間は 7/2､3､6､7､9(１７時終了、１７

時１５分下校)となります。保護者向け部活

動説明会を７月１７日(金)１６時より実施

します(先日の通知を参照してください) 

・今後、平塚市より部活動に関するガイドライ

ンが出されるため、さらに詳細は、後日ご連

絡します。 

 

★生徒、教職員、支援員などが新型コロナウイ

ルス感染症と判明した場合や感染者の濃厚

接触者に特定された場合、またはＰＣＲ検査

を受けようとする場合や濃厚接触者の疑い

があることが判明した場合について 

・学校にて把握した状況などについて速やかに

教育委員会に報告します。 

・教育委員会では、「学校内における活動の態様」

「接触者の多寡」「地域における感染拡大の

状況」などを考慮し、保健所と十分に相談し

た上で、当該校の全部又は一部の臨時休業の

実施について判断することになります。 

 

★保健室について 

体調不良者が他の生徒となるべく接触しな

いように、引き続き次の通り対応します。 

〇保健室・・・健康相談とけが人を受け入れ、

対応します。体調不良の場合は、発熱を伴わ

なくても保護者に連絡し、引き取りを依頼し

ます。 

〇会議室・・・体調不良者専用に受け入れ、す

ぐに保護者へ連絡し、引き取りを依頼します。 

 

★外部指導者について  

・外部指導者による指導は、必要な感染症対策

をおこなった上でおこないます。 

 

★授業について 

【音読・発表等】 

・全員が前を向いた状態で、座ったままおこな

います。 

【情報機器等を使った調べ学習】 

・使用前後の手洗いをおこなうよう指導します。 

【理科】 

・共用の実験器具を使用する前後で、手洗いを

おこなうよう指導します。 

【音楽】 

・歌う際にはマスクを着用し、できるだけ広い

スペースでおこない、互いに距離をとります。 

・リコーダーなどは、個人所有のものを使用し、

互いに距離をとります。 

・一台の楽器を順番に使用する場合は、使う前

後で手洗いをおこなうよう指導します。 

【家庭】 

・調理実習については、できるだけ少人数グル

ープで活動するとともに、手洗いをこまめに

います。また、役割分担を明確におこない、

同じ調理用具を触らないようにします。 

・ミシン等共用するものは、使用前後の手洗い

をおこなうよう指導します。 

【体育】 

・個人でできる運動を中心に計画、ゲームをす

る場合には少人数で実施したり、チームの人

数を減らしたり、コートを広く取ったりする

等、密集する環境を避けます。 

・道具を共用で扱う場合は、使用前後の手洗い

をおこなうよう指導します。 
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◎ご家庭へのお願い 

・生徒が発熱や風邪症状、体調不良が認められ

る場合、決して登校させないようにお願いし

ます。 

・引き続き、ご家庭での検温、健康観察にご協

力ください。 

・学校では、どんなに対策を立てても、密状態

を０にすることができません。ご家庭でも感

染防止のためにとるべき行動について話し

合っていただけたらと思います。 

・タオルやハンカチの共用は感染リスクを高め

てしまいます。手洗い、うがいの回数が増え

るため、必ず清潔なタオルやハンカチを毎日

持たせてください。 

・国が配付の布マスク以外の提供はできません

ので、ご家庭での用意をお願いします。(マス

ク・ハンカチ等は予備もあると安心です。) 

・新型コロナウイルスの対策も大切ですが、こ

れからの季節、熱中症予防も大切となります。

十分な水分補給の準備や汗拭きタオル等の

準備をお願いします。また、帽子や日傘の使

用も構いません。 

・お子さんの体調不良等により、学校から急な

連絡が入ることがあります。連絡が取れるよ

う、また、着信時に出ることができない場合

は、なるべく早く折り返しの連絡をお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★自動車での生徒の 

送迎について(再度お願い) 
 日頃より、送迎についてのお願いを遵守して

いただき誠にありがとうございます。 

６月２９日(月)より一斉登校になることか

ら、改めて確認をお願いします。 

できるだけ自動車での送迎は避けていただ

ければと思いますが、やむをえず自動車で送迎

される場合は、以下のとおり学校の敷地を利用

されてもかまいません。その際、校地内及び近

辺では最徐行の上、生徒の安全に十分注意して

ください。登下校時は校門に立ち誘導いたしま

すが、ご自身でも安全確認をお願いします

(様々な事情で立てない場合もあります。その

際は、特に注意をお願いします。)。また、ＪＡ

湘南土沢支所様の敷地付近での送迎を避けて

いただきますようご協力ください。 

○乗降だけの停車とし、なるべく長くとどまら

ないよう(特に下校の時刻を前もってお子様と

確認してください。)、すみやかに乗降をおこな

ってください。特に雨天時のお迎えについては、

台数が増える状況になっていますので、ご協力

をお願いします。         

○路側のカラー帯(歩道)や正門前の一旦停止

を遵守し、敷地内は最徐行でお願いします。生

徒の安全に十分注意してください。 

〇誘導のある場合でも、ご自身での安全確認を

お願いします。誘導する者がいない場合は、特

に注意をお願いします。 

○門が閉まっている場合は、手動で開閉できま

す。安全を確認して開閉してください。 

ご理解、ご協力をお願いします。 

 

★本校制作のテレビ神奈川 

「テレビホームルーム」について 
・本校のホームページのトップページ「学校か

らのお知らせ一覧」→「２０２０年６月２２

日 (月 )テレビホームルーム土沢中学校

YouTube 配信」から見ることができるように

なりました。 

・ちいき情報局「ふるさと土屋」、「ゆるぎの里

きさわ」の土沢中学校のページからも見るこ

とができます。 


