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                      2020 年 5 月 29 日 

保護者各位 

                          早稲田中学校・高等学校 

           校長    川  口  浩 

 

学校再開に向けて 

 

 

 本校では新型コロナウイルス感染症予防の観点から、生徒の健康と安全を最優先に考え、約３カ月の

間臨時休校としてきましたが、5 月 26 日より全国で緊急事態宣言が解除されたことを受け、6 月 1 日より

学校を再開することにいたしました。 

 休校中には課題学習に加え、オンライン授業も行うことにより学習の空白を作ることなく対応してき

ました。しかしながら、本校といたしましては、生徒が、教壇に立つ教員の熱量を実際に肌で感じつ

つ、仲間と同じ場所・同じ時間を共有し、切磋琢磨して学ぶことのできる対面授業に勝るものはないと

考えております。 

 もちろん、新型コロナウイルスの感染リスクがまったく無くなったわけではないため、不安を感じて

いらっしゃるご家庭もあるかと存じますが、学校再開に向けては綿密に準備をしてきました。休校中か

ら「健康観察表」の記入のお願いや、教室の換気の改善、共有部分の消毒を業務委託するなど、できる

限りリスク軽減の施策を進めてまいりました。 

 今後も状況に合わせて柔軟に対応してまいりますが、少なくとも当初の 2週間は学校生活のリズムを

取り戻すために、隔日の分散登校および短縮授業を実施します。 

登校時間につきましては、本校の従来通りの登校時間のほうがむしろ混雑を避けられると考え、8：10

登校といたしました。詳細につきましては、下記の 1【登下校について】をご覧ください。 

 なお、登校の際に、マスク着用のうえ、健康観察表を必ず持たせてください。また、6 月 2 日以降は昼

食を必ず持たせてください。 

 今後、新型コロナウイルス感染症に関する誤解や偏見などによって生徒が不当な差別やいじめ等を受

けないよう、十分配慮して指導にあたります。また、第２波、第３波の到来に備え、感染防止対策を徹

底しますので、ご家庭におかれましてもご対応のほど、よろしくお願い致します。 

 

1. 【登下校について】 

 

(1) 学年の日（6 月 1 日）の登校の仕方について 

出席番号偶数奇数別（※新高１は中３時の出席番号、それ以外は新学年の出席番号）の分散登校

および学年別時間差登校（下記の表を参照）となります。 

登下校時、中学生は正門を利用、高校生は東門を利用するようにします。開門時間はどちらも

9:00～15:30 です。 

● 新中２、中３、高２、高３については 

新しい学年のフロアに行き、新クラスに集合して成績確認およびホームルームを

実施します。 



2 

 

 

● 新高１については 

１号館５階に行き、中３時のクラスに集合して、まずは学習進学指導部から高校

教育課程および早大推薦についての説明を受けます。その後、成績確認およびホ

ームルームを実施します。 

● 新中１については 

興風館２階のアリーナに集合して全体会を行い、校内要所のオリエンテーション

後、各クラスルームに移動してホームルームを実施します。その後、速やかに下

校させます。上履きは不要です。 

※ 生徒が密にならないように、アリーナや下校時の校門に教員を配置します。 

 

学年の日のタイムスケジュール 

 中1 中2 中3 高1 高2 高3

9:40～9:50

9:50～10:00

10:00～10:10  

10:10～10:20

10:20～10:30

10:30～10:40

10:40～10:50

10:50～11:00 奇数:下校

11:00～11:10  

11:10～11:20  奇数:下校

11:20～11:30   

11:30～11:40  奇数:下校  奇数:下校

11:40～11:50   奇数:下校   

11:50～12:00     

12:00～12:10 奇数:下校      

12:10～12:20

12:20～12:30       

12:30～12:40

12:40～12:50

12:50～13:00

13:00～13:10

13:10～13:20

13:20～13:30

13:30～13:40

13:40～13:50 偶数:下校

13:50～14:00  

14:00～14:10  偶数:下校

14:10～14:20   

14:20～14:30  偶数:下校  偶数:下校

14:30～14:40   偶数:下校   

14:40～14:50     

14:50～15:00 偶数:下校      

奇数:登校時間帯

奇数:登校時間帯

奇数:登校時間帯

奇数:登校時間帯

奇数:

クラスでHR

奇数:登校時間帯

奇数:

クラスで説明会

奇数:

クラスでHR

奇数:

クラスでHR

奇数:

クラスでHR

奇数:登校時間帯

偶数:登校時間帯

偶数:

クラスでHR

偶数:登校時間帯

偶数:

クラスでHR

偶数:登校時間帯

偶数:登校時間帯

偶数:

クラスでHR

偶数:

クラスでHR

奇数:

クラスでHR

偶数:

クラスで説明会

偶数:

クラスでHR

奇数:

アリーナで

合同HR

奇数:

移動しつつ

オリエンテーション

奇数:

クラスでHR

偶数:

アリーナで

合同HR

偶数:

移動しつつ

オリエンテーショ

ン

偶数:

クラスでHR

偶数:登校時間帯 偶数:登校時間帯
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(2) 6 月 2 日以降の登校の仕方について 

 再開後、当面は２週間を１セットとして分散登校を実施します。分散登校については下記の通

り、出席番号が偶数の生徒と奇数の生徒に分かれて登校し、授業を受けます。 

登校日には対面授業を受け、それ以外は自宅学習とします。自宅学習日の課題等については各教

科・科目の教員の指示に従ってください。登校日は短縮 40 分の６時間（土曜日は４時間）授業と

なります。 

  

第 1 週目（6 月 2 日（火）から 6 月 6 日（土）まで）については 

水・金  ：出席番号偶数番号の生徒の登校日 

 （奇数番号の生徒は自宅学習） 

火・木・土：出席番号奇数番号の生徒の登校日  

                  （偶数番号の生徒は自宅学習） 

 

 

第 2 週目（6 月 8 日（月）から 6 月 13 日（土）まで）については 

   月・水・金：出席番号奇数番号の生徒の登校日 

 （偶数番号の生徒は自宅学習） 

  火・木・土：出席番号偶数番号の生徒の登校日  

 （奇数番号の生徒は自宅学習）      

 

月曜日～金曜日 土曜日
     SHR： 8：10      SHR： 8：10
１時間目： 8：30～9：10 １時間目： 8：30～9：10
２時間目： 9：20～10：00 ２時間目： 9：20～10：00
３時間目：10：10～10：50 ３時間目：10：10～10：50
４時間目：11：00～11：40 ４時間目：11：00～11：40
５時間目：11：50～12：30 完全下校：12：10
　昼休み：12：30～13：00
６時間目：13：00～13：40
完全下校：14：10

分散登校時の時間割

 

 

(3) 6 月 2 日以降の登下校時の注意事項 

● 密状態の緩和のため、中学は正門を利用して、高校生は東門を利用して登下校させま

す。開門時間はどちらも 7:00～8:15、13:40～14:10（土曜日は 11:40～12:10）です。 

● 完全下校時間の繰り上げについて 

当面はクラブ活動を禁止とし、生徒の完全下校時間を繰り上げて 14:10（土曜日は

12:10）とします。ただし、個人面談や委員会活動など教員が立会いのもとで行うものに

ついては例外的に認めることもあります。 
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2. 【保健関係について】 

 

(1) 「健康観察表（家庭確認用）」により生徒の日々の健康状態を確認します。生徒には登校の際に

必ず持参させてください。各ご家庭では毎朝生徒の検温を実施し、必要事項の記入・押印のうえ

健康状態が良好であると認められる場合に限り、保護者の責任のもとで登校させてください。 

(2) 必ずマスク着用で登校させてください。教職員もマスクを着用します。 

(3) 生徒には事あるごとに手洗いを徹底させます。また、各教室には消毒用アルコールを常備しま

す。 

(4) 校内施設の共用部分の清掃や消毒は業務委託して行います。教室の清掃と消毒についてはホーム

ルームで実施します。 

(5) 食事中は、対面にならないように、また、会話を慎むように指導します。 

(6) 昼休み・放課後の興風館と校庭は当面は使用禁止します。 

(7) 教室の換気を徹底します。 

(8) 生徒の急な体調不良に備えて、緊急連絡先は常に連絡が取れるようにしておいてください。 

 

3. 【売店・食堂について】 

(1) １学期の売店の営業は 6 月 1 日から 6 月 13 日まで（平日は 7:50～14:10、土曜は 7:50～12:10 と

し、それ以降は休業します。 

なお、制服や体育着など、学校指定のものについては生協が個別に対応いたします。 

 （連絡先：生協売店 メール： kojima@wcoop.ne.jp ） 

(2) 売店は透明シートにより飛沫感染防止を行い、目印テープなどにより一定の間隔をあけて利用す

るようにします。 

(3) 1 学期中は、食堂の営業および売店でのパン・おにぎり等の販売はしませんので、昼食を持参さ

せてください。 

 

4. 【教科での取り組み】 

(1) 体育について 

● 文部科学省からの通知に従い、密を避けた状態（分散登校時は教場での人口密度を従来

の 50％）で授業を実施します。また、密を避けた運動内容を実施します。（接近したペ

ア運動を行わない） 

● 再開後初期は長期の在宅生活による体力低下に鑑みて、体調を十分に考慮した授業を行

います。特に、授業再開後の２週間は健康観察週間とし、オリエンテーションや軽度な

運動のみを行います。 

● 感染症や熱中症の予防方法を生徒にも理解させるよう指導します。 

● 屋内施設の換気（窓を開けた状態で授業を実施）を徹底します。 

● 授業実施前、実施後の手指消毒、手洗いの指導を徹底します。 

● 授業実施前の体調確認を徹底します。 

● 教員は、原則としてマスクを着用して授業を行います。 

mailto:kojima@wcoop.ne.jp
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● 生徒にはスポーツ用マスクを配布（1 枚/1 人）します。  

※マスク着用の強制はしません。マスク着用は熱中症のリスクを高めるため、密にならな 

い運動を選択し、感染予防に努めます。着用を希望する生徒の使用は妨げません。 

● 柔道は他種目と同様に接触を避けて実施し、主運動は「受身」の技術を単独で行うよう

にします。また、活動は体育着を着用して行い、組み合わないようにします。 

● 水泳は最初の二週間は行いません。その後の実施に関しては生徒の体力状況を考慮して

判断します。 

           ※学校プールについては、学校環境衛生基準（平成２１年文部科学省告示第６０号）に基 

                             づき、プール水の遊離残留塩素濃度が適切に管理されている場合においては、水中感染 

                              のリスクは低いと指摘されております。 

(2) 音楽について 

● 音楽室へ入室の際は、廊下での密を避けるため、音楽室の鍵を開けたままにし、移動し

てきたらすぐに音楽室に入室できるようにします。（教員が来るまで機材には絶対に触

れないよう、ご家庭でもご指導ください。） 

● 廊下側の扉を開いたままにして換気に注意し、授業を行います。鑑賞の時のみ閉めるな

ど工夫します。 

● 歌唱は禁止とします。他の授業と同じく必ずマスクを着用させます。 

● ヘッドフォンの共有をしたくない場合は各ご家庭でご用意ください。 

(3) 家庭科について 

● 当面の間、調理実習は行いません。 

● 中１の基本縫い（手縫い）での製作については教室で実施します。机の間隔をあけ、密

にならないように配慮しつつ、静かに作業させます。 

                          ※感染防止の観点から、道具の貸し借りはしないように指導します。裁縫道具は小学校で 

購入したもので構いませんので持参させてください。 

(4) 英会話について 

● もともと少人数クラスでの実施であることに加えて、分散登校によりさらにその半数

（クラス人数の四分の一）での実施となります。 

● 飛沫が飛ばないように必ずマスクを着用するように指導し、近距離での会話や発生を極

力避けるなど、十分なソーシャルディスタンスを確保して行います。 

(5)  その他 

共用教材（理科の実験器具、体育の道具、音楽の電子ピアノ、情報の授業用 PC など）の使用に

ついては、事前と事後に手洗い、手指消毒を行わせるなど、感染防止に努めます。ご家庭でもご

指導ください。 


