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友情・感謝

思いを行動に

臨時休業後の学校再開に向けて

今月は、７日に緊急事態宣言が延長され、学校は、５月末までの長い臨時休業が続いています。その

間、１８・１９日と２５・２６日に分散登校日を設定して、生徒の様子や学習の進捗状況、健康状態の

確認に努めています。この様な中で、６月１日からの段階的な学校再開に向け、準備を進めています。

学校としては、第１には、学校での感染が起こらないよう、当面の間、各教室２０人以内で個々の距

離を保った状態での授業の再開や接触を避けた教科指導の検討ならびに消毒やマスク着用、検温など感

染防止に向けた取組について検討しています。第２には、長期の臨時休業中の子どもたちのストレスに

配慮した心身のケアの充実について考えています。第３には、全体の学習の遅れに配慮した学習内容や

授業時数の確保の工夫、また、学校行事の工夫についても計画を進めています。

６月１日から２週間は、クラスの出席番号によって登校時間が、異なります。第１週は、出席番号の

前半の生徒が８時３０分までに登校し、８時４０分から３時間授業を行います。出席番号の後半の生徒

は、１３時００分までに登校し、１３時１０分から３時間授業を行います。第２週は、出席番号後半の

生徒が、午前に登校し、前半の生徒が午後から登校することになります。

この様な取組以外にも、今後学校が再開すれば、さまざまな課題が出てくることが予想されますし、

状況をみての部活動の再開や修学旅行等の校外での行事の実施など難しい課題も残されています。今後

も、学校は、「生徒の心身の成長のために何ができるか」を考え、教育活動を行っていきますので、保

護者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

１８・１９日の分散登校の様子

５月１８・１９日に分散登校を実施しました。今までの自宅学習課題の提出や新たな課題の手渡しと

ともに、尼崎市が導入した「スタディーサプリ」のアカウントを配付し、自宅でも動画教材を活用した

学習ができるようになりました。ご家庭でのインターネット環境や機器の違いもありますし、通信費の

設定等の問題もありますが、生徒の学習支援に役立てられる取組です。ぜひ、ご利用下さい。

分散登校日には、生徒たちの元気な顔を見ることができ安心しました。２１日に兵庫県の緊急事態宣

言も解除され、学校再開に向けてもう少しの我慢です。

北中だより
校訓 自律 協調 自愛

友だちと助け合いながら深めていく「友情」。

大切なものだとは誰もが理解していますが、実際

はどうでしょう。助けてくれた友だちに対し、素

直に感謝を伝えられていますか。チームメイトの

献身的な頑張りを心から喜ぶことができていま

すか。

今月はもう一度、その価値を考えてみて下さ

い。「ありがとう、助かったよ。」どちらか一方が

我慢して付き合うのではなく、嫌なことは嫌だと

素直に言える“本当の友情”をこの一言とともに

見つけて下さい。



ＺＯＯＭを活用した課題質問の実施

５月２１日の午前中に３年生理科の課題について、ＺＯＯＭを

活用してオンラインで、質問を受付け、早瀬先生が解説しました。

残念ながら、参加した生徒は６人だったそうですが、これからは

さまざまな形でＩＣＴを活用した教育が取り入れられていきます。

３月に策定された今後５年間の尼崎市教育振興計画にも、早期

に実施を目指す取組の一つに「小学校・中学校などの校務用パソ

コンや大型掲示装置、児童生徒用タブレット端末の配置をはじめ

とするＩＣＴ環境の整備」があります。この臨時休業を機にます

ます加速していくような気がします。

６月１日からの時間割

６月１日からの全クラスの時間割を掲載します。みどり学級は、担任から時間割を連絡します。

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1-1 集会 集会 数学 学活 英語 音楽 国/市 英語 体育 社会 数学 家庭 英語 国/市 体育 1-1
1-2 集会 集会 理科 学活 理科 社会 音楽 理科 体育 国/市 英語 技術 社会 国/辻 体育 1-2
1-3 集会 集会 音楽 学活 美術 国/市 数学 体育 英語 数学 国/市 理科 国/辻 体育 理科 1-3
1-4 集会 集会 美術 学活 国/市 数学 理科 体育 数学 理科 社会 英語 理科 体育 英語 1-4

2-1 集会 数学 技術 集会 家庭 理科 社会 英語 理科 国語 数学 体育 社会 数学 英語 2-1
2-2 集会 理科 家庭 集会 音楽 社会 英語 技術 数学 英語 国語 体育 国語 美術 美術 2-2
2-3 集会 英語 国語 集会 理科 技術 家庭 数学 国語 社会 体育 理科 数学 国語 社会 2-3
2-4 集会 国語 英語 集会 数学 家庭 技術 国語 社会 理科 体育 英語 社会 英語 理科 2-4

3-1 集会 理科 体育 集会 社会 数学 国/辻 社会 美術 理科 音楽 英語 英語 社会 理科 3-1
3-2 集会 数学 体育 集会 国/辻 理科 社会 数学 国/辻 美術 英語 音楽 数学 理科 英語 3-2
3-3 集会 英語 数学 集会 社会 体育 美術 英語 理科 数学 理科 国/辻 音楽 家庭 社会 3-3
3-4 集会 社会 英語 集会 理科 体育 数学 理科 英語 社会 国/辻 美術 社会 音楽 数学 3-4

6月1日(月) 6月2日(火) 6月3日(水) 6月5日(金)6月4日(木)

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1-1 学活 数学 社会 数学 社会 英語 音楽 理科 国語 理科 国語 美術 理科 技術 体育 1-1
1-2 学活 英語 数学 国語 美術 美術 数学 英語 理科 数学 家庭 社会 英語 国語 体育 1-2
1-3 学活 社会 英語 理科 音楽 数学 英語 社会 家庭 国語 英語 理科 技術 体育 数学 1-3
1-4 学活 技術 国語 英語 国語 理科 社会 音楽 数学 英語 社会 数学 家庭 体育 国語 1-4

2-1 学活 音楽 国語 国語 体育 英語 理科 美術 美術 国語 体育 社会 英語 数学 理科 2-1
2-2 学活 理科 数学 理科 体育 国語 英語 社会 数学 社会 体育 数学 理科 英語 国語 2-2
2-3 学活 美術 英語 体育 数学 社会 国語 理科 英語 理科 英語 体育 数学 音楽 社会 2-3
2-4 学活 数学 音楽 体育 英語 理科 社会 数学 国語 数学 理科 体育 国語 社会 美術 2-4

3-1 学活 数学 体育 数学 英語 社会 理科 体育 国語 家庭 技術 英語 国語 社会 数学 3-1
3-2 学活 社会 体育 英語 理科 社会 国語 体育 数学 英語 音楽 数学 社会 家庭 理科 3-2
3-3 学活 体育 数学 理科 国語 数学 英語 社会 体育 社会 数学 技術 理科 国語 英語 3-3
3-4 学活 体育 理科 国語 社会 家庭 数学 英語 体育 国語 理科 音楽 英語 数学 社会 3-4

6月9日(火) 6月10日(水) 6月11日(木) 6月12日(金)6月8日(月)

この期間に体育の授業がある日は、感染予防のため、体操服で登校して下さい。

お知らせ

みどり学級の加配教員として、新たに、板谷 恭郎先生が着任しました。よろしくお願いします。


