
 

  

新たなスタートです。心と体の準備はいかがですか？（生徒の皆さんへ） 

 41 日間の夏休み、生徒の皆さんにとってどの様な時間でしたか？夏休みは普段よりも時間があるはず

なのに、意外と物事を進めることは難しいなあと感じた人も多いのではないでしょうか？目標を設定し

て順調にクリアすることができた人もいれば、結局、やろうと思ったことができないまま今日を迎えて

いる人もいるのではないでしょうか？ 

 この夏休み、しっかりと自分自身をコントロールして時間を有効に使い、やるべきことをしっかりと

やることができた人は本当に素晴らしいですね。そうではなく、頑張れる環境が整っているのにやるべ

きことを先送りばかりしてしまっていた人は、なぜ、そうしてしまったのかについて、しっかりと自分に

向き合いその理由を考えてほしいと思います。一人で向き合うことが難しい人は、誰かと一緒に考えて

ください。自分に本気で向き合うことで、「自分ではどうしようもない、目を背けたい課題」や「やる気

スイッチ」のヒントが見つかるかもしれません。ただ、なんとなく、とか、現実からの逃避を繰り返して

いては時間がもったいないと思います。人生 100年の内のわずか 3年間しか今の時代はないのですから。 

もし、目標に向かってやるべきことを十分にはできなかったとしても、頑張ることができなかったとし

ても、自分をあまり責めすぎないでください。一生懸命頑張ることと同じくらいに大切なことは、心と体

を休めること。少しでも普段よりもリラックスして、心と体を健康な状態にしていくことなのですから

…。心と体が元気であるからこそ「頑張ろう」という気持ちが生まれます。心と体を整えることができる

ことが「頑張ること」「自分らしく、自分の力を発揮することができる」第 1 歩なのです。 

 ところで、夏休みだからこそ、普段よりも忙しかった人もいたのだと思います。勉強や部活動だけでな

く、家の仕事の手伝いや兄弟などのお世話など、日頃からたくさんの仕事を任されている人にとっては、

夏休みは、ますます忙しい毎日だったのではないでしょうか？そういう人にとっては、目標の達成や学

校のやるべきことをやるどころではなかったはずです。 

 皆さんにお願いです。友達との関係や家族の事など「自分ではどうすることもできない課題」を抱えて

いる人や、心に「苦しみ」や「悲しみ」を感じている人は、決して 1 人で悩むのではなく、必ず誰かに相

談してください。悩みを持つ多くの人は「大人に相談することは難しいなあ」と感じているのかもしれま

せん。それでも、騙されたと思って一度、学校の先生方に相談してみてください。すぐに環境を変えるこ

とはできませんが、一緒に悩み、一緒に辛さや悲しい思いを共有することはできるのですから。 

● 神奈川県の緊急事態宣言が 9 月 12 日まで延長されました。 

● 茅ヶ崎市の学校対応レベルが「3」に引き上げられました。 

今後の教育活動について 

1．今週に日課について 

この状況により、市内公立学校では、本日 8 月 31 日（火）から 9 月 3 日（金）までを、午前授業とし、
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9 月 5 日（日）までは、部活動を行わないこととなりました。 

 鶴嶺中学校は、明日 9 月 1 日から 3 日までの 3 日間は期末試験ですので、今週中はすべて 3 時間、昼

食なしとなります。例年の日課であれば、テスト 3 日目は合同引取訓練等のため昼食はありでしたが、

その引取訓練もその時期には実施しない（次の機会を作ることを今後検討）ため、3 時間で下校（部活動

もなし）とします。 

2．コロナ禍における「今後の鶴嶺中学校の教育活動方針」R3.8.31 現在 

● 感染防止策を強く意識した上での教育活動 

● 知恵を出し合い工夫して、できる限り教育活動を進める 

現在は、相当な感染状況ではありますが、上記の鶴嶺中学校の教育活動方針は、依然と変わりません。

感染に関する情報をしっかりとキャッチするとともに、決して楽観視はしないものの、決してあきらめ

ず、時期をずらしてでも予定されていた教育活動を実施していきたいと思います。皆様のご理解とご協

力をお願いいたします。 

緊急事態宣言中は、原則、外部の人の来校を控えたいと思います。ただし、進路や成績に関する活動は例

外とし、可能な限り進めてまいります。個別に判断します。 

3．具体的な取組みと具体的な教育活動について 

（1）感染防止意識の強化と校内で感染者及び濃厚接触者がでることを前提とした心構え 

 茅ヶ崎市内でも連日多くの感染者が報告されています。今、デルタ株と呼ばれる新型コロナウイルスが

広まり、従来のもの（α株）と比べて※5 倍から 9 倍の感染力があるとの報告もあります。事実、20 歳未

満の人への感染も爆発的に増えています。           ※ 8/1News Web アメリカ CDC の内部資料 

 この様な状況ですので、今日、明日にでも校内に感染者や濃厚接触者が出て、クラスターが発生しても

おかしくありません。残念ながら学校での対策には、特別なものはありません。できることは正しい知識

を共有し、意識を高めることしかありません。ご家庭でも以下の対策についてお子様にお話しください。 

①感染防止対策の徹底を図り、意識を高める…ただし、しばらくの間は熱中症予防を優先します。 

  ＊3 密（密集・密接・密閉）を避ける…教職員による「換気」の徹底 

   …「大きな声を出さない」「できるだけ身体の接触を避ける」「黙食」 

  ＊マスク（不織布マスクと隙間を作らない掛け方）の着用…マスクがつけられない人への配慮の心 

  ＊（30 秒）手洗い（自分のもの以外のものを触ったら、外から戻ったら、昼食前等の手洗い） 

＊消毒の再開（可能な範囲でのドアノブ・蛇口・手すりなどへの消毒） 

 ②感染者や濃厚接触者への理解と温かい接し方（絶対に偏見や差別はあってはなりません） 

   感染した人は心も体もとても辛いはずです。病気の辛さだけでなく、人に感染させてしまったの

ではないかと自分を責めている人も多いと聞いていいます。誰もがいつ感染してもおかしくないの

が、コロナウイルスです。感染者の情報を聴いても、感染した人が戻ってきても温かい気持ちで迎

え、今まで通りに接してください。決して噂を流したり、SNS 等への投稿は止めてください。 

 

裏面あり 
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（2）登校と学習内容について 

＊ご家族に体調不良の方がいる場合は登校を控えることには変わり在りません。 

＊感染リスクが高い授業内容は行いません。（例：音楽科の合唱・歌唱・器楽の演奏は✖） 

●登下校時に南門を開放する予定です。密の回避と交通事故リスクの低減のためです。                     

(3）3 年修学旅行、2 年野外学習は延期、再度企画し直します。 

  既に連絡メールでお知らせした通り、上記 2 つの泊を伴う行事は延期とします。今までは「その実

施予定期間が緊急事態宣言または、まん延防止等重点措置の期間と重なった場合は、その時期には実施

せず延期する」との方針をお伝えしておりましたが、ギリギリまで予定通りの実施可能性を追求した場

合、次の日程や宿を予約することが相当困難になると考え、早めの判断となりました。このタイミング

でも、予約は簡単ではなく、9 月や 10 月実施の内容とは異なることになりそうです。 

2 年生の野外学習は「日帰り」での実施を目指し、3 年生の修学旅行は何とか 2 泊 3 日を維持したい

と考えております。ご理解とご協力をお願いいたします。 

（4）合唱祭も延期します。 

  学校の対応レベルが「3」に上がったことで、音楽の授業等での歌唱、合唱練習ができません。練習

が可能となる時期が不透明であるため、実施時期を改めて準備を進めます。 

（5）校内に外部の人等を入れないことを原則とします。 

  ＜緊急事態宣言下の学校対応レベル 2 及び 3＞…8/31 現在は対応レベル 3 です 

   必要と学校長が判断した事案に限り例外を認めることになります。進路や成績に関する教育活動は

実施したいと考えます。個別な事案がありましたらご相談ください。 

  参考：＜まん延防止等重点措置適用時の学校対応レベル 2＞ 

     次の活動は、知恵と工夫で実施する 

   ・懇談会（学級・学年）・授業参観・個別面談・外部指導員・PTA 活動 ✖全校が集まる集会 

（6）緊急事態宣言下の部活動について 

＜緊急事態宣言下の学校対応レベル 3＞…8/31 現在 

  ① 土日の練習なし 

  ② 平日 3 日以内、90 分以内（準備・片づけを含む） 

③ 朝練なし 

 ＊9/5 まで部活動はなしですが、その後については、改め 

  て連絡いたします。。 

参考過去の＜緊急事態宣言下＞ 

  土日の練習なし・平日週４日の活動は通常と変わりませんでした。 

具体的な部活動、茅中研行事について

(8/31)現在 

＊中学校体育連盟主催の大会は実施の方向 

＊地区の新人戦の実施は検討中 

 

＊茅ヶ崎地区音楽会は実施の方向 

＊英語弁論大会も実施の方向 

＊創作ダンス発表会は検討中 

 



お子様が以下の状況となった場合、必ず学校への連絡をください。 

（1）感染者並びに濃厚接触者となった場合 

  …ご家族に感染者や濃厚接触者が出た場合もお願いします 

 ➡保健所からの「濃厚接触者」の決定や今後の指示などの連絡が来るのに数日かかる場合がありま 

すが、その間は申し訳ありませんが、できる限り登校を控えるご協力をお願いします。 

（2）家族に体調が良くない人がいるため欠席しなければならない場合 

（3）ワクチンを接種することになった場合 

（4）その他（コロナ関連でなくても、不安や相談したいことがあれば、いつでも…） 

保護者の皆様、お子様の様子はいかがですか？ 

子どもの心のサインを感じたら、一緒に考え対応していきましょう。 

 残念ながら、心に辛さをかかえている児童生徒が増えています。昨年末の国立成育医療研究センターの

小学校 4 年生から高校 3 年生の 924 人のアンケート調査によると、23.6％の子どもが中程度以上の「う

つ症状」に該当していたそうです。 

 今は、日頃のストレスに加え、コロナの影響もあり子どもたちの心は相当疲れているのだと思います。

そんな、子どもたちの心のサインを見逃さないよう、ご家庭と学校でしっかりと連携していきたいと思

います。 

夏休み明けの今は特に注意です。「TＡＬＫの原則」を紹介します。 

 夏休み明けの今の時期は、特に子どもたちの言動に注意する必要があります。もし、お子様が、学校へ

行くことを渋ったり、精神的に不安定になっている場合は「ＴＡＬＫの原則」を参考に対応してみてくだ

さい。「ＴＡＬＫの原則」とは、カナダの自殺予防のグループが作ったもので、文部科学省の「教師が知

っておきたい子どもの自殺予防：H21.3」にも示されています。以下、一部を抜粋しました。 

  

子どもから「死にたい」と訴えられたり、自殺の危険の高まった子どもに出会ったとき、教師自身が不

安になったり、その 気持ちを否定したくなって、「大丈夫、頑張れば元気になる」などと安易に励ました

り、「死ぬなんて馬鹿なことを考えるな」 などと叱ったりしがちです。しかし、それでは、せっかく開き

始めた心が閉ざされてしまいます。自殺の危険が高まった子どもへの対応においては、次のような TALK

の原則が求められます。  

ＴＡＬＫの原則  

（1）Tell：言葉に出して心配していることを伝える。 

（2）Ask：「死にたい」という気持ちについて、率直に尋ねる。 

（3）Listen：絶望的な気持ちを傾聴する。 

（4）Keep safe：安全を確保する 

  

ご家庭での対応にも参考になると思います。連携して一緒に取り組みましょう。 
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夏の総合体育大会の結果（地区大会、湘南大会ほか） 

  

 

 

 

 

 

 

配付版には生徒の活動結果が載っています。 
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標準服についてのアンケートへのご協力ありがとうございました。 

 夏休み前に本校在籍の生徒及び保護者の皆様、そして鶴嶺小学校と浜之郷小学校の保護者の方々に、鶴

嶺中学校の標準服について、アンケートのご協力を頂きました。その結果をお知らせします。 

①「在校生より」 

 ＊標準服については、機能面についての否定的な意見が 294/599 肯定的な意見は 156/599（自由記述） 

 ＊標準服の気に入っている、気になる点 

「気に入っている点」：中学生らしさ・デザイン・色 「気になる点」：動きにくい・着にくい・温度調整しにくい           

 ＊標準服の見直しについては、「はい」「どちらともいえない」がほぼ同数 

 ＊標準服を見直すとした時の改善点…活動性についての機能面が最も多く、次に LGBTQ への配慮 

 ＊標準服に関する意見…「選択」できると良い、必要なし 良さ：「デザイン」「セーラ服の 2 本線」「中学生らしさ」 

 

 

 

②「在校生保護者より」 

 ＊標準服については、歴史・中学生らしさ・セーラ服が良いなどの肯定的な意見(83/180) 

            着にくい・時代に合っていない・もったいないなどの否定的な意見(80/180) 

           特にない・標準服の必要がないなどの意見(42/180) 

 ＊標準服の気に入っている、気になる点 

「気に入っている点」：中学生らしさ・デザイン・色 「気になる点」：価格・デザイン・素材 

 ＊標準服に求める機能については、1．イージーケア 2．価格 3．暑さ対策 4．防臭・防汚 

 ＊標準服の見直しについては、「はい」「いいえ」では、「はい」がやや多い 

 ＊標準服を見直すとした時の改善点…活動性についての機能面が最も多く、次の LGBTQ への配慮 

 ＊標準服に関する意見：「自由な選択」「機能性を高める」良さ：「セーラー服の良さ」「セーラ服の 2 本線」「使い回せる」 

 

 

 

 

③「小学生の保護者より」 

 ＊本校の標準服を知っているか？ 知っている(68.6%) 知らない(31.4%) 

 ＊標準服の気に入っている、気になる点 

「気に入っている点」：中学生らしさ・デザイン 「気になる点」：価格・デザイン 

 ＊標準服に求める機能については、1．イージーケア 2．価格 3．暑さ対策 4．耐久性 

 ＊標準服の見直しについて、「どちらともいえない」が多いが「はい」と「いいえ」では、「はい」が「いいえ」の約 2 倍 

 ＊標準服を見直すとした時の改善点…活動性についての機能面が最も多く、次の LGBTQ への配慮 

 ＊標準服に関する意見など…多様性に対する配慮や選べる自由を求める意見が多い。また、セーラー服への根強い支持 

や着る機会の少ない割には値段が高いことへの不満の声も多い 

 

考察：現在の標準服に対して、セーラー服についての肯定的な意見があるものの、機能面で否定的

な意見が多くみられる。 

考察：現在の標準服に対して、肯定・否定の意見は拮抗しているが、標準服の良さについての意見

も多い。また、機能面や価格を重視する傾向がみられ、変更するのであれば大切なポイント

となるだろう。 

考察：標準服に求める機能は在校生の保護者とほぼ同じ。機能面や価格、そして多様性を重視する

傾向がみられ、変更するのであれば大切なポイントとなるだろう。 
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