
校長室から ７月を迎えて
校長 小田川 精宏

７月に入りました。プールの授業のにぎやかな声もなく、
静かな始まりです。

７月４日（土）、入学式に代わる行事として、「入学を祝う
会」を実施します。

１年生が、登校し始めてから１か月半が過ぎた今、この時
期にふさわしい内容として、どんなものがあるのか、職員と

も知恵を出し合いました。

l 「入学」の節目となる会にする。
l 授業参観がないので、学校の様子を保護者に知らせてあげたい。

l 新入生歓迎会も開かれていないので、この場を活用できないものか。
l 課題として、コロナウイルス感染防止や、暑い中に体育館での開催になること。

これらの意見を加味した計画を立てています。

さて、本年度はコロナウイルスの影響で教育課程も大きく変わります。
① 定期テストのあり方

② 通知表について
③ ３年生の進路に向けての成績の出し方

④ 部活動の運営について
他にもたくさんの変更点があります。上記の「入学を祝う会を」の同日に、「１学期保護

者会」「部活動保護者会」も開催します。ぜひ多くの保護者のみなさんに、現在の状
況について説明したいと思います。たくさんのご来校をお待ちしています。

新型コロナウイルス感染拡大防止関連のお知らせ

今後、児童生徒・職員に感染者等が発生した時の対応について

生徒・職員及びその同居の方に感染者が発生した場合、濃厚接触者となった生徒・職員が発生した場合につ

いては臨時休校となります。

※ 生徒の感染、あるいは濃厚接触者となった場合、また、同居される方が感染されたり濃厚接触者となっ

た場合は、速やかに学校にご連絡ください。

新型コロナウイルス陽性者発生時の対応について（お願い）

この件について、松戸市教育委員会より「学校における陽性者発生時の対応マニュアル」をもって通知
がありました。この通知により、松戸市立学校で、生徒、教職員が、新型コロナウイルス陽性者となった
場合等、該当校はいち早く全校生徒の引き取りを保護者様、またはご担当者様にお願いすることとなりま
した。
１ 本校の生徒または教職員が、新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合、全校一斉引き取り

をお願いします。

２ 緊急メールにて連絡を差し上げます。
３ 引き取りのご担当者様については、罹患すると重症化する可能性のある方の引き取りはお控えくださ
い。
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４ 濃厚接触または罹患の可能性のある生徒が帰宅した際の配慮事項（例）
（１）住居へ入室する前の手指等の消毒、及び衣服の着脱、マスクの交換等について
（２）使用する部屋等について
（３）同居されている方と共有される生活用品について
（４）医療機関の連絡先等について
５ 引き取り方法について

感染拡大防止の観点から、校舎外で引き取りをお願いすることを計画しています。
詳細は、当日、メールや掲示物等でご案内いたします。

６ 引き取り後の措置については、松戸市教育委員、松戸保健所等と連携し、休校等について協議の上、
当日連絡します。

７ その他
６月２２日配付の「令和２年度災害緊急時等の対応について」の表に記載がありますのでご確認くだ

さい。
※ 保健所の動きや実際の状況により、動きに変更点がありえますことをあらかじめご了承ください。
※ 小学校と同時に引き取りとなった場合は、中学校の引き取りを先に行い、その後小学校の引き取り
を行ってください。

長期にわたる臨時休業における授業日数を補うための対応について
（１）令和２年７月４日・７月１８日・８月１日の各土曜日を授業日とします。 ※ 給食は実施します。
（２）夏季休業期間を令和２年８月２日（日）～８月２３日（日）の２２日間とします。

※ ７月下旬～８月上旬にかけて、個人面談を実施する予定です。
※ 現時点での予定です。今後の感染状況、国や県の動向等により変更が生じる場合もございますので
ご了承ください。

緊急事態宣言と、各活動自粛への要請が解除されましたが、第２波を防ぐためにも…

① 丁寧な手洗い ② うがいの励行 ③ 不要不急の外出を控えること

④ ３密（密集・密閉・密着）の回避 を引き続きお願いします。

充実した学校生活、順調な学習活動、心身の健康を維持しましょう。

７月～１学期中の主な行事予定 伊澤 紀子先生
１日 水 部活動集合 本入部 スクールカウンセラー（SC）
２日 木 全校委員会 の伊澤先生です。

３日 金 発育測定

４日 土 土曜授業 「入学を祝う会」 悩み事や相談、ふとした疑問、

１学期保護者会 気になることがあるので聞いて

部活動保護者会 ほしい…という時に教育相談室

１０日 金 漢字検定 Q-U調査 を訪ねてください。基本的には

１２日 日 テスト前諸活動停止～１７日 毎週水曜日にカウンセリングが

１４日 火 進路保護者会 できます。（教育相談室入口に、来校予定日が掲示し

１７日 金 １学期期末テスト（国・社・数） てあります。）また、事前に予約を取って相談するこ

１８日 土 土曜授業 部活動写真撮影 ともできます。

１学期期末テスト（理・英）

３０日 木 二者・三者面談 ４時間授業 「旭町中学校２年目です。皆さんに、いろいろ教え

３１日 金 大掃除 ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。」

８月
１日 土 土曜授業 学年集会 終業式

総体に代わる大会について

３年生の総体に代わる大会の実施と、大まかな日程が教育委員会から通知されました。

１ 実施日

（１）７月２３日（木）、２４日（金）、２５日（土）、２６日（日）の期間に実施する種目

水泳 野球 バスケットボール サッカー バレーボール ソフトテニス
（２）８月上旬の土曜・日曜に実施する種目

陸上競技 剣道
２ 会場 松戸運動公園及び市内各中学校

３ ① 詳細は各専門部から連絡され次第、顧問よりお知らせします。

② 感染症の拡大状況により中止される場合があります。



保護者の皆様へのお願い

・お子様には、毎日「健康観察カード」を持参させてください。

・本人及びご家族に、発熱や体調不良等の症状がある場合、感染症への不安等を理由としてお子様の

登校を希望しない場合は、学校にご連絡いただきご相談ください。その場合、出席停止扱いとなり、

欠席扱いにはなりません。

※ 生徒・職員及びその同居されるご家族に感染者が発生した学校、濃厚接触者となった生徒

・職員が発生した学校については臨時休校措置となります。お子様が感染されたり濃厚接触者となっ

た場合、速やかに学校に御連絡いただくようお願いいたします。

・熱中症予防のため給水用の水筒も持たせてください。

・今後とも、ご家庭でも３密の回避、手洗い・うがいの励行、不要不急の外出を控える等についてご

指導ください。

入学を祝う会・１学期保護者会・部活動保護者会

「入学を祝う会」

日時 ：令和２年７月４日（土） 開会 １４：１５

式場 ：本校体育館

(1) 受付を済まされた方から体育館へ入場していただきます。

(2) １４時１０分までに受付を済まされるようお願いいたします。

(3) 上履きは各自ご用意ください。併せて下履き入れをご持参ください。

(4) 駐輪場は校庭付近に設けます。

(5) 駐車場はありません。自家用車での来校はご遠慮ください。

(6) 保護者につきましては、感染防止の観点から最小限（各家庭１名）の参加をお願いいたします。

(7) 保護者用体調チェックシートをご持参ください。

(8) 入学を祝う会では新入生は制服（夏服）で参加となります。

(9) 「入学を祝う会」終了後、体育館にて保護者会を行います。

(10) 正門に「入学式」の立て看板を設置いたします。

「１学期保護者会」 １５：００～１５：３０

※ 保護者会は実施しますが、学級代表者の選出はありません。

（３年生のみ、卒業対策委員を選出します。）

「部活動保護者会（部活動ごとの保護者会）」 １５：４０～１６：１０

登下校時間と服装について

・現在、登校時の手洗いや消毒、健康観察を実施しています。登校時間は、７時５０分以降８時１０分

までです。

・服装は、体操服（状況に応じてジャージの着用も可能）です。

※ ８月まで体操服登校を考えています。

今後の教育活動について

臨時休校が長引いたことや、新型コロナ感染拡大防止対策を進めるうえで、以下のようにいたします。

ご理解とご協力をお願いします。

（１） 授業日数を補うための対応について、以下の土曜日を授業日とします。

７月 ４日 給食あり

７月１８日 給食あり

８月 １日 給食あり

９月 ５日 給食なし（午前中授業）

９月１９日 給食なし（午前中授業）



（２） 夏季休業期間を、令和２年８月２日（日）～８月２３日（日）とします。

８月 １日（土） 終業式・給食あり

８月２４日（月） 始業式・給食あり

（３） 冬季休業期間を、令和２年１２月２６日（土）～令和３年１月５日（火）とします。

１２月２４日（木） 給食あり

１２月２５日（金） 終業式・給食なし（午前中授業）

１月 ６日（水） 始業式・給食あり

行事について

・授業参観は、当面の間行いません。

・夏休み前の保護者会は実施しませんが、７月末～８月上旬にかけて三者（二者）面談を行い、お子様

の様子をお伝えいたします。

・部活動保護者会は、７月４日（土）１５時４０分から、各部活動ごとに行います。

・９月に予定されていた「松戸市引き取り訓練」は実施しません。

・２年生の「職場体験学習」は中止です。

・３年生進路保護者会は、７月１４日（火）１３：３０～ （受付 １３：１５～）で実施します。

現在検討中のもの

・修学旅行（松戸市教育委員会の判断に従います。）

・１年生校外学習

・東葛飾地方中学校駅伝競走大会壮行会

・合唱コンクール（松戸市市民会館では実施しません）

・秋以降の授業参観や保護者会

・３年生を送る会

給食について

６月１５日（月）より 、弁当式の給食を実施しています。

部活動 （文化系・運動系とも）の再開について

中学校においては、本市の 「中学校部活動再開ガイドライン」

（学校ホームページ・松戸市教育委員会ホームページに掲載）に沿って、

６月１５日（月）から体力づくりを目的とする運動の機会の提供を開始し、

６月２２日（月）から段階的に部活動を再開しています。

その他

・各種健康診断は、７月以降に計画が改変され次第実施します。

不安や心配なことがあれば、学校にご連

絡・お問い合わせください。

なお、スクールカウンセラーの出勤日は

毎週水曜日です。








