令和２年６月３日

北陵 学校再開ガイドライン
茅ケ崎北陵高等学校

1 学校再開スケジュール

詳 しい時 間 割 は「資 料 １」

●「準備期間」「分散登校」「時差通学・短縮授業」の段階を経て、徐々に通常登校に移行します。
再開段階
準備期間

１週間

期間

登校回数
授業時間

6/1(月)～

週１回

２週間
１週間

クラス２分割

午後部 12:50

週２回

20名程度/教室

午前部 9:20

40分×３

クラス２分割

午後部 12:50

週３回

20名程度/教室

午前部 9:20

40分×３

クラス２分割

午後部 12:50:

6/29(月)～
7/3(金)

週５回
40分×３

40名程度/教室 9:20
全生徒毎日登校

制限付き

7/6(月)～
8/28(金)

週５回
40分×６

40名程度/教室 9:20
全生徒毎日登校

制限付き

8/31(月)～

配慮のもと
週５回
40名程度/教室 8:40
実施
50分×６ 全生徒毎日登校
※感染の状況などにより変更になる場合があります。

6/8(月)～
6/22(月)～
6/26(金)

時差短縮Ⅰ
時差短縮Ⅱ
通常登校

１週間
２カ月
―

部活動

午前部 9:50

6/19(金)
分散登校Ⅱ

始業時間

20名程度/教室

6/5(金)
分散登校Ⅰ

登校生徒数

自粛
自粛
自粛

段階的実施
段階的実施

● 当面の始業時間
6/3(水)～6/5（金） 出席番号で２分割
[No.1～20] 9:50 始業
[No.21～40] 12:50 始業
6/8(月)～6/26(金) 出席番号で２分割
[No.1～20] 9:20 始業
[No.21～40] 12:50 始業
6/29（月）～
毎日全員登校 9:20 始業
※ 始業時刻の 30 分前（午前 8:50、午後 12:20）より早く登校しないようお願いします。

２ 新たな学校生活の過ごし方 ～感染症対策～

感 染 症 対 策 については「資 料 ２」

「新しい生活様式」のポイント
・身体的距離の確保（できるだけ２ｍ、最低１ｍ）、マスクの着用、手洗い
・３密（密集、密接、密閉）の回避（こまめな換気、会話の際はできるだけ真正面を避ける）
● 登校前
～必ず検温して登校を～
・登校前に検温及び健康観察を行い、その結果をClassroomで送信してください。
午前登校生徒 8:15まで
午後登校生徒 11:30まで
・発熱や咳などの風邪症状、息苦しさ、強いだるさ等の症状がある場合は、学校に連絡し、症状が
なくなるまで自宅で休養してください。また、同居する家族等が感染又は感染の疑いがある場合
は、学校に連絡した上で、自宅で待機してください。
→ このあとのことについては、p.4「９ 感染及び感染の疑いがある場合」を読んでください。
・健康観察は登校日以外も毎日継続し、健康観察票に記録して保管してください。
・毎日、マスク、ハンカチやタオル、ティッシュ、ゴミ持ち帰り用袋を持参してください。
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● 登校途中
・電車、バスは、混んでいる時間の利用を避け、会話は控えめに。
・自転車や徒歩の際、周囲との距離をできるだけ２ｍ（最低１ｍ）とるようにしましょう。
● 登校後
＜健康観察・検温＞
・健康観察結果を送信しなかった生徒は、被服室で検温、健康観察を行います。
・発熱等の風邪症状、息苦しさ、強いだるさ等の症状がある場合は、安全に留意して帰宅し、症状が
なくなるまでは自宅で休養してください。保護者に迎えに来てもらう場合もあります。
＜手洗い・マスク等＞
・登校したら校舎の入口で靴の裏の汚れを落とし、まず手を洗ってください。
・手洗いは、登校時、昼食前後、外から教室に入る時、トイレの後など、こまめに行ってください。
・手洗いは流水と石けんで行うのが基本です。それができない場合はアルコール入り消毒液で。
・学校ではマスクを必ず着用してください。忘れた場合は、担任の先生に申し出てください。
＜教室＞
・決められた自分の席の机、椅子を使い、他の人の机、椅子には触らないように。
・換気扇は常につけてください。
＜校内の移動＞

新しい生活様式キーワード

・校舎への出入りは、指示された場所から出入りしてください。
・校内の廊下や階段は左側通行で。
・購買や食堂に並ぶときも距離を置いて並んでください。
＜休憩時間＞

・検温

・健康観察

・マスク着用

・手洗い徹底

・身体的距離（２ｍ、最低１ｍ）
・換気（窓開け、ドア開け、換気扇）

・校内左側通行 ・出入口確認
・教室の窓、廊下側のドアや窓を開けて換気を行ってください。
・大声を出しあったり、近距離で接触したりないよう注意して過ごしてください。
・こまめな水分補給をしてください。
＜昼食＞
・食事前に必ず手を洗ってください。
・生徒同士で向かい合わず。前を向いた状態の席で食べてください。
・飛沫を飛ばさないよう大声で話さないように。

＜清掃＞
・「準備期間」「分散登校」「時差短縮」の期間中は、生徒による清掃活動は行いません。
・ゴミは持ち帰りになりますので、ゴミを入れる袋を持参してください。
＜放課後＞
・許可なく残留せず、速やかに下校してください。

３ 授業
・マスクを着用してください。
・座席は黒板の方向を向く形とし、生徒間に十分な距離（１～２ｍ）をとります。
・
「分散登校」
「時差短縮」の期間は、対面でのグループ学習は行いません。
・近距離での会話や発声が必要な場合は、飛沫を飛ばさないよう、マスク着用を徹底してください。
・科目ごとに感染防止対策がありますので、授業担当の先生の指示に従ってください。

４ 家庭学習について
・分散登校期間中は「授業」と「家庭学習」を併用します。登校しない日は、自宅で課題やオンライ
ン学習などの家庭学習を継続してください。
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５ 今後の行事予定

６月 の行 事 予 定 は「資 料 １」

● ６月の予定
「資料１」に記載されています。自分が登校する日の時間割と行事予定を確認してください。
● ７月以降の予定
今年度の教育計画は大きく変更することとなり、いまだに計画を定められないこともあります。
現時点での今年度の予定は次のとおりですが、今後も変更する可能性があります。変更があった場
合にはすぐに連絡します。

＜現時点での予定＞
７月３日（金）

３年生保護者対象進路説明会・推薦説明会

７月 20 日（月）～22 日（水）

３年 前期期末試験

８月７日（金）～８月 16 日（日）

夏季休業

９月３日（木）

北陵祭（非公開）

９月 15 日（火）～18 日（金）

１・２年 前期期末試験

10 月２日（金）

英検準会場

10 月 26 日（月）～29 日（木）

２年生修学旅行…延期について検討中

11 月 11 日（水）

球技大会

12 月１日（火）～４日（金）

全学年 後期中間試験

12 月 23 日（水）～１月７日（木）
３月１日（月）～４日（木）

冬季休業
１・２年 後期期末試験

３月５日（金）

卒業式

３月 18 日（木）

合唱コンクール（茅ヶ崎市民文化会館）

３月 24 日（水）

終業式
学年末・学年始休業

３月 25 日（木）～４月４日（日）

＊前期中間試験は全学年中止

６ 面談
・分散登校期間（6/8～6/26）に、各学年で、GoogleのMeetを活用して、オンラインによる面談を行う
予定です。詳細は別途連絡します。３年生は必要に応じて対面での個人面談を行います。
・学年の登校日以外の日に登校して、二者面談（生徒・担任）、三者面談（生徒・保護者・担任）を
行うこともできます。進路相談など、急ぎの相談がありましたら担任の先生に申し出てください。
・時差短縮期間（6/29～）以降の面談予定（時期は変更になる場合もあります）
１年生 6/29(月)～7/3(金)対面またはMeetで二者面談 10/12(月)～10/16(金)三者面談
２年生 6/29(月)～7/3(金)対面または Meet で二者面談 10/12(月)～10/16(金)三者面談
３年生 7/27(月)～7/31(金) 三者面談

７ 教育相談
● 不安やストレス等を感じている場合も、面談等個別の対応を行います。その際、スクールカウンセ
ラーやスクールソーシャルワーカーを活用することもできますので、ご相談ください。
● 次の相談窓口を開設しています。
・「24時間子どもＳＯＳダイヤル」 0466-81-8111
0120-0-78310(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)
・ＬＩＮＥを活用した生徒相談 「ＳＮＳいじめ相談＠かながわ」
次のＵＲＬでＱＲコードを記載したホームページにアクセスできます。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/vn7/cnt/snssoudan/oshirase.html
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８ 部活動・放課後の活動
● 部活動や放課後の活動（生徒会活動、個別学習、自習室の利用など）は、
「時差短縮Ⅰ」の６月29
日（月）から段階的に実施します。
再開段階
準備期間・
分散登校
時差短縮Ⅰ

期 間
6/1(月)～6/28(日)

活動内容
活動自粛

４週間
6/29(月)～7/3(金)
１週間

活動再開（8/30まで校内の活動のみ）
平日週２回以内、放課後40分以内。朝練不可。土日不可。
近距離での活動や身体接触を避け、個人で行える基本的な
練習とする。

時差短縮Ⅱ

7/6(月)～7/26（日）
３週間

平日週３日以内。放課後65 分以内。朝練不可。土日不可。
近距離での活動や身体接触を避け個人又は２人程度で行え
る基本的な練習とする。

7/27(月)～8/16(日)
３週間

週４日以内（平日３日放課後65分以内、土日どちらか１日180
分以内）
。朝練不可。
身体接触を伴う活動や、近距離で実施する練習等の感染リ
スクの高い活動は行わない。

8/17(月)～8/30(日)
２週間
通常登校

8/31(月)～

週４日以内（平日３日放課後 65 分以内、土日どちらか１日
180 分以内）
。朝練不可。
感染症対策を十分に実施した上で活動する。
通常の活動。校外活動可。
当面の間は、県外への練習試合や校内外の合宿は自粛する。

９ 感染及び感染の疑いがある場合
● 感染の疑いがある場合
・発熱や咳などの風邪症状、息苦しさ、強いだるさ等の症状が見られるときは、自宅で休養すると
ともに、次の項目に一つでも該当すれば、居住する自治体の「帰国者・接触者相談センター」や
保健所等に相談してください。
・強いだるさ（倦怠感）がある
・強い息苦しさ（呼吸困難）がある ・高熱がある
・発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続く（症状が４日以上続く場合は必ず相談）
・発熱等の風邪症状がある場合や、関係機関に相談した場合は、経過を学校に報告してください。
● 生徒や家族が罹患した場合
・保健所の指示に従うとともに、学校に連絡してください。生徒は治癒するまで「出席停止」とな
ります。
＜学校の連絡・相談窓口＞
副校長・教頭 ０４６７－５１－０３１２
職員室１学年 ０４６７－５１－４９９２
職員室２学年 ０４６７－５１－４９９３
職員室３学年 ０４６７－５１－４９９４
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