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美幌中学校保護者 各位 

美幌町立美幌中学校長    

竹 次 康 人  

 

   分散登校の実施について 
 新緑の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げま

す。また、日頃より本校教育活動に対しましてご理解・ご協力を賜り心より感謝申し上げ

ます。 

さて、緊急事態宣言の延長に伴う５月３１日（日）までの臨時休校の措置をしておりま

すが、下記のとおり分散登校を実施することとしました。 

つきましては、ご家庭におかれましても健康状態の把握や風邪症状がある時の対応、咳

エチケットの励行のための用意などをご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

 

記 

 

１ 期  日 【出席番号前半の生徒】 

〈第１回〉５月 18日（月）〈第 2回〉25日（月）〈第 3回〉28日（木） 

       【出席番号後半の生徒】 

〈第 1回〉５月 19日（月）〈第 2回〉26日（火）〈第 3回〉29日（金） 

         

 ２ 実施方法 学級を２つのグループに分けて、通常授業（給食あり）を実施する。 

  

 ３ 具体的な取組 

（1） 日程 

① 4校時授業での実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５月１８日（月） ５月１９日（火） スクールバス 

対象生徒 グループ①（出席番号前半） グループ②（出席番号後半）  

日  程       ～ ８：２０ 登校 

 ８：２０～ ８：３０ 朝読書 

 ８：３０～ ８：４０ 短学活 

  ８：４５～ ９：３５ １校時 

  ９：４５～１０：３５ ２校時 

 １０：４５～１１：３５ ３校時 

 １１：４５～１２：３５ ４校時 

 １２：３５～１３：０５ 給食 

 １３：１０～１３：２０ 短学活 

      ～１３：２０ 下校 

朝は、通常どおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰りは、13:25のみ 



② ５校時授業での実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２）対象生徒 

 グループ①（出席番号前半） グループ②（出席番号後半） 

１Ａ 出席番号 １～１６ 出席番号 １７～３２ 

１Ｂ 出席番号 １～１７ 出席番号 １８～３３ 

２Ａ 出席番号 １～１９ 出席番号 ２０～３７ 

２Ｂ 出席番号 １～１９ 出席番号 ２０～３８ 

３Ａ 出席番号 １～１５ 出席番号 １６～２９ 

３Ｂ 出席番号 １～１５ 出席番号 １６～２９ 

３Ｃ 出席番号 １～１５ 出席番号 １６～２９ 

 

（３）時間割 

  ５月１８日（月）または１９日（火） 

 校時 

学級 

１ ２ ３ ４ 

１Ａ 美術 数学 体育 国語 

１Ｂ 社会 英語 国語 数学 

２Ａ 国語 社会 理科 英語 

２Ｂ 数学 国語 英語 美術 

３Ａ 国語 英語 社会 理科 

３Ｂ 英語 理科 数学 体育 

３Ｃ 社会 国語 理科 英語 

 

 

 

 ５月２５日（月） 

５月２８日（木） 

５月２６日（火） 

５月２９日（金） 

スクールバス 

対象生徒 グループ①（出席番号前半） グループ②（出席番号後半）  

日  程       ～ ８：２０ 登校 

 ８：２０～ ８：３０ 朝読書 

 ８：３０～ ８：４０ 短学活 

  ８：４５～ ９：３５ １校時 

  ９：４５～１０：３５ ２校時 

 １０：４５～１１：３５ ３校時 

 １１：４５～１２：３５ ４校時 

 １２：３５～１３：０５ 給食 

 １３：１０～１３：２０ 昼休み 

１３：２５～１４：１５ ５校時 

１４：２０～１４：２５ 短学活 

      ～１４：２５ 下校 

朝は、通常どおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰りは、14:30のみ 



  ５月２５日（月）または２６日（火） 

 校時 

学級 

１ ２ ３ ４ ５ 

１Ａ 理科 数学 音楽 国語 英語 

１Ｂ 数学 国語 理科 体育 家庭 

２Ａ 体育 数学 国語 英語 技術 

２Ｂ 国語 理科 英語 数学 社会 

３Ａ 美術 英語 体育 社会 理科 

３Ｂ 数学 社会 国語 英語 音楽 

３Ｃ 社会 体育 数学 理科 英語 

 

  ５月２８日（木）または２９日（金） 

 校時 

学級 

１ ２ ３ ４ ５ 

１Ａ 国語 数学 体育 英語 理科 

１Ｂ 数学 国語 音楽 理科 英語 

２Ａ 英語 社会 国語 数学 理科 

２Ｂ 体育 英語 理科 国語 数学 

３Ａ 国語 社会 数学 英語 音楽 

３Ｂ 理科 国語 社会 体育 英語 

３Ｃ 数学 理科 英語 社会 体育 

 

４ 予防に関して 

 （１）手洗い、咳エチケット（マスクの着用等）、室内換気を徹底します。 

 （２）密集の状況を回避して授業を実施します。（十分なスペースの確保 等） 

 （３）風邪の症状がある時は、自宅でしっかり休養し回復に努めてください。 

 

５ 登校について 

（１）登校時は速やかに手洗いをし、各教室で静かに朝読書をしてください。 

（２）スクールバスを利用しない場合は、担任までご連絡をお願いします。 

 （３）欠席した生徒について担任から電話等で様子を確認させていただきます。 


