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学校再開に向けた準備（分散）登校について 

 

 岐阜県内において新型コロナウィルスの新規感染者が出ていない状況を踏まえ、多治見市立多治見中

学校は、６月８日（月）からの通常再開を目指して、準備を進めております。それに向けて、学校生活

に慣れる（生活リズムを取り戻す）ことを目的に、５月２５日（月）より段階的に準備（分散）登校を

始めます。感染防止を最優先し、安心・安全な学校生活を維持するために、以下の方法で行う予定です。 

 登校後、発熱等風邪の症状がみられた場合には、すぐに早退となります。ご家庭（緊急連絡先）に連

絡させていただきますので、学校からの電話がつながる状態を維持していただきますようお願いします。 

 ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 準備登校（分散登校）の期間と方法について 

   

 （１）準備登校期間（分散登校）第１弾 ＜給食なし＞ 

    令和２年５月２５日（月）～令和２年５月２８日（木）の４日間のうち、 

          １つの学級を、２つのグループに分けて、１日ずつ交代で、２日間登校 

日（曜） ２５日（月） ２６日（火） ２７日（水） ２８日（木） 

登校グループ １Ｇ ２Ｇ １Ｇ ２Ｇ 

日課 ７：５０      解錠（入室開始） 

８：１５～ ８：３０ 健康観察 

８：４０～ ９：２５ １限【学活】 

９：３５～１０：０５ ２限【※】 

１０：１５～１０：４５ ３限【※】 

１１：００       下校 

７：５０      解錠（入室開始） 

８：１５～ ８：３０ 健康観察 

８：４０～ ９：１０ １限【※】 

９：１５～ ９：４５ ２限【※】 

 ９：５５～１０：２５ ３限【※】 

１０：３０～１１：００ ４限【学活】 

１１：１５       下校 

【※】の学習内容については、後述の「各学級の時間割」にて、ご確認ください。 

持ち物 ＜登下校の服装は、体育祭 10/1終了まで、体操服登校（帽子・日傘可）とします。＞ 

・メインバック    ＜この週は、教科書やノートを使用しません。持ってこなくてよい。＞ 

・「健康チェックカード」… 登校当日の朝の健康状態（検温結果、咳の有無など）を記入する。 

 ・臨時休業中の「学習課題プリント」… 初日にすべて持ってくる。 

 ・生徒調査票（生徒引き渡し確認カード） ・保健関係書類【提出数が学年により異なる】 

 ・自己紹介カード【１，２年生】  ・「なりたい自分に向かって」【３年】 

 ・部活動継続届【２，３年生】  ・生活の記録   ・筆記用具   ・上履き 

 ・マスク着（色、形などの限定なし）→ 初日に、国から支給「布製マスク」を学校で渡す予定です。 

 ・タオルやハンカチ  ・水筒（必要に応じて） 

    ＜注意＞ 上記に合わせて、学年通信・学級通信による持ち物指示内容をご確認ください。 



   ５月２５日（月）～令和２年５月２８日（木） 「各学級の時間割」 

 １日目 25日（月）26日（水） ２日目 27日（火）28日（木） 

学級 ① ② ③ ① ② ③ ④ 

１Ａ 学活 国語 英語 社会 理科 数学 学活 

１Ｂ 学活 英語 国語 数学 社会 理科 学活 

１Ｃ 学活 数学 理科 国語 英語 社会 学活 

１Ｄ 学活 理科 社会 数学 国語 英語 学活 

１Ｅ 学活 英語 数学 理科 社会 国語 学活 

１Ｆ 学活 社会 英語 国語 数学 理科 学活 

２Ａ 学活 社会 国語 理科 数学 英語 学活 

２Ｂ 学活 国語 社会 英語 理科 数学 学活 

２Ｃ 学活 数学 理科 国語 英語 社会 学活 

２Ｄ 学活 理科 英語 数学 社会 国語 学活 

３Ａ 学活 数学 理科 英語 国語 社会 学活 

３Ｂ 学活 社会 数学 理科 英語 国語 学活 

３Ｃ 学活 国語 社会 数学 理科 英語 学活 

３Ｄ 学活 英語 国語 社会 数学 理科 学活 

けＡ 学活 国語 生活 数学 理科 作業 学活 

けＢ 学活 国語 生活 数学 理科 作業 学活 

 

 

 （２）準備登校期間（分散登校）第２弾 ＜給食なし＞ 

    令和２年６月１日（月）～令和２年６月５日（金）の５日間、 

１つの学級を、２つのグループに分けて、午前・午後の入れ替え制で、毎日制登校 

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

午前 １Ｇ ２Ｇ １Ｇ ２Ｇ １Ｇ 

午後 ２Ｇ １Ｇ ２Ｇ １Ｇ ２Ｇ 

   

＜ある学級の時間割 例 ： 第１グループ  １Ｇ  の場合＞ 

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

学校１ 学活 家庭１ 社会 学校１ 道徳 家庭１ 美術 学校１ 理科 

学校２ 国語 家庭２ 理科 学校２ 社会 家庭２ 社会 学校２ 国語 

学校３ 英語 家庭３ 英語 学校３ 英語 家庭３ 国語   

下校 → 昼食 昼食 → 登校 下校 → 昼食 昼食 → 登校 下校 → 昼食 

家庭４ 英語 学校４ 国語 家庭４ 英語 学校４ 音楽 家庭４ 音楽 

家庭５ 国語 学校５ 英語 家庭５ 英語 学校５ 技術 家庭５ 理科 

家庭６ 数学 学校６ 美術 家庭６ 国語 学校６ 家庭   

一日の学習の振り返り 一日の学習の振り返り 一日の学習の振り返り 一日の学習の振り返り 一日の学習の振り返り 

 



＜準備登校期間（分散登校）第２弾 の 日課＞ 

６月１日（月）～ ６月４日（木）の４日間 

 午前登校の場合 午後登校の場合 

日課 【学校にて、学習】 

７：５０      解錠（入室開始） 

８：１５～ ８：３０ 健康観察 

８：４０～ ９：３０ １限 

９：４０～１０：３０ ２限 

１０：４０～１１：３０ ３限 

１１：４５       下校 

【自宅にて、家庭学習】 

８：４０～ ９：３０ １限 

９：４０～１０：３０ ２限 

１０：４０～１１：３０ ３限 

※ 上記時間は、目安です。 

【自宅にて、昼食後、登校】 

【自宅にて、昼食、その後、家庭学習】 

 

１３：２５～１４：１５ ４限 

１４：２５～１５：１５ ５限 

１５：２５～１６：１５ ６限 

※ 上記時間は、目安です。 

 

【学校にて、学習】 

１２：４５       解錠 

１３：００       登校完了 

１３：００～１３：１５ 健康観察 

１３：２５～１４：１５ ４限 

１４：２５～１５：１５ ５限 

１５：２５～１６：１５ ６限 

１６：３０       下校 

６月５日（金）のみ 

 午前登校の場合 午後登校の場合 

日課 【学校にて、学習】 

７：５０      解錠（入室開始） 

８：１５～ ８：３０ 健康観察 

８：４０～ ９：３０ １限 

９：４０～１０：３０ ２限 

１０：４０～１１：１０ 帰りの会 

１１：２５       下校 

【自宅にて、家庭学習】 

 

８：４０～ ９：３０ １限 

９：４０～１０：３０ ２限 

※ 上記時間は、目安です。 

【自宅にて、昼食後、登校】 

【自宅にて、昼食、その後、家庭学習】 

 

１３：２５～１４：１５ ４限 

１４：２５～１５：１５ ５限 

※ 上記時間は、目安です。 

 

【学校にて、学習】 

１２：４５       解錠 

１３：００       登校完了 

１３：００～１３：１５ 健康観察 

１３：２５～１４：１５ ４限 

１４：２５～１５：１５ ５限 

１５：２５～１５：５５ 帰りの会 

１６：１０       下校 

※ 学校での学習内容、および、家庭での学習内容は、学級ごとに異なります。 

その学習内容は、家庭へポストイン（５／２０水～２１木）される「時間割カード」で発

表しますので、ご確認ください。 
 

 

２ 登校グループ分けについて 

原則、養正小・滝呂小の登校グループに準じて、地域ごとに、２つの登校グループに分けます。 

ただし、学級を２０人以下（文部科学省ガイドラインより）にするため、一部の生徒はグループ変更します。 

決定した登校グループ（１Ｇ・２Ｇ）については、「多治見中学校ホームページ」上、および、家庭

へポストイン（５／２０水～２１木）される学級通信等で発表しますので、ご確認ください。 

（ご不明な点は、電話等でお問い合わせください。） 

 

 

 



３ 登校するに当たっての注意事項について … ご家庭でもご指導ください。 

  

【登校前、登校後】… マスク着用 

毎朝、自宅にて、検温や健康状態を確認してください。 

検温結果や健康状態を、「健康チェックカード」に記入・持参して登校します。 

登校前日の夜、および、登校当日の朝に、熱症状や強い倦怠感、咳が出る、喉に異常を感じ

る、嗅覚・味覚に異常を感じる場合は、登校を控えてください。 

登校時の服装は、体育祭 10/1終了まで、「体操服（多Ｔ・クオパン）」とします。 

熱中症予防のため、帽子や日傘の使用は認めます。 

マスクを着用します。マスクの色や形などについては、限定しません。 

複数人数で登校する場合は、「身体的距離１～２ｍ程度（傘をさしてぶつからない程度の距

離）」離れることを意識してください。横に広がることで、歩道をはみ出ることのないように

気を付けてください。 

登校したら、生徒玄関で手をアルコール消毒してください。 

教室に入る前に、健康チェックカードを教室前のカゴに提出してください。 

家庭で検温できなかった場合は、学校で検温します。検温の場所は、生徒会室前。 

→ この時点で、健康状態に異常を感じる場合は、すぐに早退となります。 

ご家庭（緊急連絡先）に連絡させていただきますので、学校からの電話がつながる

状態を維持していただきますようお願いします。 

マスクのない生徒には学校のものを渡します。マスクは、生徒会室前で渡します。 

 

 【学校生活】… マスク着用 

窓を全開にして、換気します。  

手洗いは、外（運動場・体育館・特別教室等）から教室へ入る時、トイレの後、給食の前、掃除の後

に行うようにしてください。手洗い場に、一度に多くの生徒が集まらないようにお互い配慮してくださ

い。手洗い場（蛇口等）の消毒は、放課後、教職員が行います。 

手すり、ドアノブ、スイッチなど触れる機会が多い箇所も、定期的に、教職員が消毒します。 

生徒の机・椅子は、教職員が放課後に、スプレーにより消毒を行います。 

乾式トイレではあるが、トイレ専用スリッパに履き替える方向で準備を進めています。スリッパは、放

課後、教職員による消毒を行います。 

当分の間（分散登校期間中）、給食は実施しません。 

教室の床掃除（拭き掃除）は、当面の間、行わない。トイレ掃除は、教職員が放課後に行い、毎日

消毒します。当面の間、生徒はトイレ掃除をしません。 

休み時間は、密集を避け、身体的距離１ｍ程度離れることを意識してください。 

 

 【学習活動】… マスク着用 

当面の間、全校生徒が集まる全校集会や１学級を超える人数が集まる学年集会等は行いません。 

当面の間、教室内で互いに、１．５ｍ程度の距離をとれるよう座席を離します。 

当面の間、授業は黒板の方向を向く形で行い、グループ学習（１．５ｍ以内の向かい合っての意見

交流など）等は、できる限り行いません。行う場合は、長時間にならない（１０分を超えない）ようにしま

す。 

音楽の合唱活動、保健体育の密接・密集する活動、家庭科の調理実習は当分の間行いません。 

学習に必要なものの貸し借りは、行わないでください。 

共通の教材、教具、情報機器などは、教員が可能な範囲で消毒を行います。 

偏見や差別のないように、学校生活の中で、生徒の「心の教育」「心のケア」をいます。 

当分の間、部活動は実施しません。 

状況を見て、市全体で再開を判断し、生徒、保護者へ連絡します。 

 


