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緊急事態宣言延長の可能性による台中活動計画

緊急事態宣言延長・感染拡大防止対応 9/30まで

９ 13 月 1･2年／④時間授業･給･下

月 3年／⑤時間授業（東部班学テ）

14 火 ④･給･下

15 水 ④･給･下＋ｵﾝﾗｲﾝ

16 木 ④･給･下＋ｵﾝﾗｲﾝ

17 金 ④･給･下＋ｵﾝﾗｲﾝ

18 土 体育祭中止／③･給食なし･下校

19 日

20 月 敬老の日

21 火 ④･給･下＋ｵﾝﾗｲﾝ

22 水 ③･給食なし･下校

23 木 秋分の日

24 金 ③･給食なし･下校

25 土

26 日

27 月 ④･給･下

28 火 ④･給･下＋ｵﾝﾗｲﾝ

29 水 ④･給･下＋ｵﾝﾗｲﾝ

30 木 ④･給･下

10 １ 金 通常登校

月 ２ 土

３ 日

４ 月 ３年校外学習（TDS）

５ 火 ２年校外学習（SPF）

■15日以降のオンライン授業は15:00から開始します。14:50からア
クセスしてください。

■14日以降の授業は４５分授業で実施します。

■22・24日の両日は、本当であれば新人戦の開催日でした。1･2年生の躍動
する姿を期待していたのですが･･･県大会の中止にともない入間東部大会も

中止となりました。残念です･･･。

■ただ、給食を停止してあり配食するのが困難のため、市内全中学校の給食

がありません。ですので、この日は③時間授業での下校となります。

■1日も早く通常登校に回復してもらいたいと思っています。みんな
で普通の生活を送りたい。

■３年生の学力テストは実施します。ですので５０分×⑤時間授業
となります。
■１･２年生は５０分×④時間授業です。

■校外学習、絶対に実施したい。いまや学校全体の総意であり、光

明でもあります。実施に向けて感染防止対策の確実な実施、自己の

健康管理等について気をつけていきましょう。

「明けない夜はない」･･･この言葉は本当なのか？夜は本当に明けるのか･･･
緊急事態宣言延長･･･ 9/13～30の富士見台中教育活動

■使命感で 続けられる 強さなく 皆辞めないから 辞めないでいる■■■■■■■■■■
■年越しを 迎える前に 防護服 ５分だけでも 脱いで待ちたい■■■■■■■■■
■「どうしても 無理なら 他をあたります」 受け入れ要請 二件を拒む■■■■■■■■■
大阪の医師、犬飼さんが今年２月に発刊した歌集「前線」からの短歌三首だ。最前線で力を尽くしてくれている関係者の本

音だろう･･･読むほどに胸が痛くなる。「使命感」ばかりが称賛されることに違和感を感じながら現場に立っている方も少なく
ないのかも知れない。ただ、その現場に立ちながら、見えないものに立ち向かってくれているのは明確な事実だ。その揺るぎ
ない責任感は称賛されるべきものだと思う。普通のことを普通にやる覚悟と行動力は並大抵のものではない！

昨日メールでもお知らせしたように、富士見市から 9 月 13 日以降、緊急事態宣言の延長を視野に入れた対応が発出されま
した。それを踏まえた本校の教育活動（9/13 以降）についてお知らせいたします。現在（2021.09.09 AM7:00）においては、
昨夜報道されたように、緊急事態宣言延長が 9/30 までとその方向性が確認できています。様々な可能性を想定しシミュレー
ションをしてきましたが、本計画は緊急事態宣言の 9/30までを視野に入れたものとしてご理解ください。
□１ 緊急事態宣言中の授業は一斉授業／４時間･給食･下校＋オンライン授業となります。
□授業は 45分授業 □日程／ 8:30登校～ 13:40完全下校 15:00～リモート授業 ＊詳細は下記参照
□オンライン授業は 30~50分の取組となります（どうしても参加できない場合は、午前中登校時に担任まで連絡）

□２ 緊急事態宣言中の部活動は中止となります。
□３ 緊急事態宣言延長により体育祭は中止（29日予備日延期も中止）とします。
□４ 新人戦県大会･入間東部大会が中止となりました。

■今後の状況により、本計画も大きく変更される可能性が
あることをご承知おきください。
例）■9/30以前の通常登校再開 ■10/1以降の延長 等

■体育祭については、緊急事態宣言が延長されたら中止と
なります。29日の予備日を含めて中止となります。理由は
右をご覧ください。

保護者の皆様へ
本校教育活動への平素からのご理解・ご協力に、あらためまし

て感謝申し上ます。さて、ご一読いただきましたように、緊急事
態宣言延長により本校教育活動も大幅な見直しが必要となりまし
た。その内容は皆様の期待に大きく反するものとなりました。紙
面で失礼とは存じますが、あらためてお詫び申し上げます。
体育祭･･･。子供の躍動を、成長を、記憶に残したかったことと

思います。台中の体育祭は生徒の魂が宿り､「中学生がここまでや
るのか!?」と実感できる体育祭です。そのプロセスを積むことの
できないこの環境下では、真の台中の体育祭を開催することはで
きないという、中止の判断です。本当に申し訳ありません。
新人戦も中止となってしまいました。部活動は中学生にとって

最高の自己表現のステージです。一生に一度しかないその場を無
くしてしまったことについて･･･「誰に責任がある」ということで
はなく、この職にあるものとして責任を痛感しています。
保護者の皆様には、子供の成長を、生き方を、目の当たりにし、

認め、励まし、抱きしめる権利と義務と責任があります。体育祭
や部活動という、その大きな確認の場を喪失させてしまったこと
は、明らかな事実であり、痛恨の極みであります･･･。
生徒には、「それでも前を向け！」と伝えました。詭弁であり、

不条理であると捉えられるかも知れません。それでも励まし続け
ることしかできない無力さと、それでも励まし続ける信念を心の
どこかに携えて･･･。生徒に語った「それでも前を向け！」を自分
への戒めとし、挽回できる学校運営を進めてまいります。
何を書いても言い訳でしかありません。本当に申し訳ありませ

んでした。 富士見台中学校長 堀川 博基

３年生／東京ディズニーシー 10/4
２年生／相模湖プレジャー・フォレスト 10/5

校外体験学習開催決定！
緊急事態宣言が解除されていることを願う･･･

「台中最後の校外学習での思い出を！」「修
学旅行成功のための事前学習！」と、それぞ
れの目的はあるが･･･。それはそれとして･･･今
回の校外学習の真の目的は「真剣に楽しむこ
と！」これしかない。■３年生は今までの我慢
や辛抱がたくさんある。そのリベンジではない
が、「100倍返し！」の勢いで真剣に楽しんでほ
しい。■２年生だって中学生になって初めての
校外学習だ。学校とは違った環境の中で、スリ
ルとアクション、友情と愛情(?)をしっかりと感じ
よう。 まずは楽しもう、雑念を捨て日常を忘れ
大好きな仲間と！それが、次へのエネルギー
になってくれれば最高だ。とにかく今は10月ま
で緊急事態宣言が延長されないことを心から
願うばかりだ！

緊急事態宣言延長Q&A／「どうして、そうなるの？」
■Ｑ１／分散登校が全員での一斉登校になって、少し心配です。全生徒が集まって大丈夫なのかな？

■Ｑ２／オンラインの授業って、どうやるの？

■Ｑ３／緊急事態宣言が延長されると体育祭が中止になっちゃうの？

■Ｑ４／新人戦が中止になってしまいました･･･本当に残念です。私たちはどうすればよいのでしょうか･･･。

■Ｑ５／緊急事態宣言延長期間の日課を教えてください。 ■Ｑ６／ワクチン接種に行ったら、欠席？早退？遅刻？

登 校 8:10~8:30
朝読書 8:30~8:40
朝の会 8:40~8:50
第１校時 8:55~9:40
第２校時 9:50~10:35
第３校時 10:45~11:30
第４校時 11:40~12:25
給 食 12:25~13:00
簡単清掃 13:00~13:10
帰りの会 13:15~13:25
完全下校 ~13:40

ｵﾝﾗｲﾝ準備(自宅) 14:50~15:00
ｵﾝﾗｲﾝ授業 15:00~

一斉登校になると密の状態が心配？と感じる人もいると思います。一斉登校４時間授業には、いくつかの理由があると思います。。■富士見市の
児童生徒の感染者数が８月中旬をピークに大きく減少していること。■市内学校での集団発生が確認されていないこと。■確実な学習保障（授業時
数、集団指導の優位性等）。■学級の集団指導による生徒内面的安定の確保。■短縮やオンラインによる感染防止等、これらを総合的に判断しての
この対応です。あの元気な台中生が周りの人のために気を使っているのがわかります。引き続き感染防止を図りながら生活していきましょう。

8/25･30の2日間、オンライン学活を実施しました。それと同様の方法で実施します。実施教科や学習内容等については各学年から連絡がありま
す。オンライン開始時間は毎回15:00です。■アクセスできる時間14:50～■授業開始時間15:00～となり、学習時間は30～50分程度です。
都合がわるくどうしても参加できない生徒は、午前中に登校時に担任に伝えてください。また、やむを得ず参加できなくても欠席にはなりませ
ん。急な通信トラブルやWi-Fi環境等の影響が考えられるからです。でも、学校の授業の一環であることは変わりありませんので参加してください。

台中学校行事の柱でもある体育祭･･･。何とか実施できるよう策を練ってきましたが･･･。残念ですが緊急事態宣言が延長となったため体育祭は中
止となります。先生方は緊急事態宣言においても何とか実施できないかと様々な方法を考えてきました。「体育祭時期の再延長」「宣言中の強行実
施」等々･･･。体育祭を実施するにあたって、１番の基本として考えなくてはいけないのは■「安全・安心」です。そのためには十分な練習期間が必
要となります。今後のスケジュール及び３年生の進路対応等を考えると、難しい現状に直面します。■君たちのモチベーションも心配になります。
いまの現状に対応しているだけでも多くのストレスがかかるなか、体育祭の延期、合唱の練習、３年生の受験、２年生の修学旅行、１年生のスキー
学習ととてもベストのモチベーションで体育祭に挑めるとは思えませんでした。■そして何よりも中止を決断した決め手は、「台中生による、台中
生のための、台中らしい体育祭ができるのか？」「台中の精神と誇りを継承する体育祭を台中生全員に感じさせることができるのか？」ということ
です。⒉･３年生は理解しているはずです。台中の体育祭は「ただ競技をすればいいものではない」ことを、「先輩の後輩に対する熱い思い」「後輩
の先輩に対する憧れ」「生徒の教職員へのリスペクト」「家族への感謝」、すべてが整っての体育祭です。だからこのコロナ禍だって、応援パフォ
ーマンスや長繩跳び、演舞等がプログラムにあったのだと思います。現状では体育祭にそんなみんなの思いを注入できないと判断し中止という判断
を下しました。本当に申し訳ありません。ただ、先のことはわかりませんが･･･台中生の熱意と行動力があれば･･･。

君たちにとって部活動が、大会が、どれだけの励みになっているか･･･。君たちの練習している姿を思い出すと本当に残念でなりません。今回の大
会中止はコロナ禍による感染対策に他なりません。県大会が中止となり、それを受け手の入間東部大会の中止です。ここで何を言っても君たちへの
なぐさめにもならないだろう。だって部活に関して必死の努力をしたのは君たちであり、その苦しみも喜びも君たちにしかわからないのだから･･･。
詭弁であり、上っ面なのを承知で言います。「それでも前を向いて挑め！」。あと１０ヶ月（来年の学総）まで、また歩み出せ。様々な思いはある
のは当然です。でもここで「愚痴り続けてどうする」「腐り続けてどうする」「怒り続けてどうする」･･･。その場の気休めにはなるのかも知れない
が、前へは進まない･･･。であれば、一步を進めてほしい。長く辛い１０ヶ月になるのは目に見えています。でも･･･あえて言う「前を向け！」と。

■ジャージ登校も継続です。
■この時間内で登校してください。
■昇降口で健康観察です。
■健康カード、検温忘れずに。

■45分×④時間授業です。

■給食当番は給食着着用です。
■手袋での配膳も継続します。
■黙食も改めて徹底します。

■オンラインの時間に間に合うよう
に、下校してください。

■急なトラブルにより参加できなけ
れば、翌日担任に伝えてください。
■午後のオンラインに参加できない
場合は、午前中登校時に担任に伝え
てください。

埼玉県でも12歳以上のすべての年代でのワクチ
ン接種が決定したようです。それにより今後生徒
の接種も増加すると思いますので、今一度学校の
扱いについてご確認ください。
■ワクチン接種による

欠席／出席停止 早退･遅刻／記録しない
□副反応のによる体調不良も出席停止扱いと
なります。

■出席停止扱いとなる事例
□発熱等を含む体調不良による欠席
□感染不安による欠席
□陽性者、濃厚接触者となった欠席
□陽性、濃厚接触の疑いにいよる欠席
遅刻・早退・欠席の場合の学校への連絡は保護

者の方が確実にお願いします。
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