2020 年 5 月７日
生徒・保護者の皆さま

明日に向かって頑張っている生徒のみなさんへ
── 5/11 以降の学校生活およびオンライン授業本格実施に関するお知らせ ──
立命館守山中学校・高等学校
校長
寺田 佳司
今、新型コロナウィルスという見えない脅威に、世界中の人々が対峙し、頑張っています。不眠不休で感染
症患者の治療に当たる医療関係者をはじめ、自粛の中でも私たちの生活を支えるために働いてくれている方々
や、不安やストレスが募る心に安らぎと元気を与えてくれる身近な家族など、それら多くの人々が今日という
日を懸命に生き、頑張っています。そのおかげで、私たちも今日という日を生きていくことができているので
す。
私たち立命館守山の教職員は、生徒のみなさん一人ひとりが、そのことに強く思いをいたし、今日という日
をしっかり過ごしてくれていることに、心からの敬意と感謝を伝えたいと思います。そして、その思いと行動
が、みなさん自身はもちろんのこと、大切な家族や友人、そして知らない他の誰かの今日を支えることにつな
がっていくと信じています。
さて、5 月 4 日、政府は全都道府県を対象に「緊急事態宣言」を 5 月 31 日まで延期する発表を行いまし
た。
この状況下において、立命館学園は「学生・児童・生徒の学びを止めない」ことが何よりも重要であるとの
認識に立ち、学園全体でオンラインによる授業に取り組むことを決定しました。
この間、みなさんには自宅での学習課題に取り組んでもらっていますが、この度の学園決定を受け、５月
11 日から開始する授業については、対面型の授業は行わず、インターネット環境を用いた形式にて行うこと
にし、準備を進めています。ICT 教育先進校として本校が培ってきた経験とノウハウを生かし、タブレット端
末にダウンロードした Classi や Zoom などの学習支援アプリを積極的に活用した双方向の学びも提供していき
ます。これらの方法により、生徒のみなさんの安全、安心を確保しながら、従来と遜色ない学びの質や内容を
保障することができると確信しています。授業は年間カリキュラムに沿って実施し、出欠確認はもちろん、レ
ポートや課題の提出、それに対する点検や評価も行います。インターネットだからと安易な気持ちや服装で授
業を受けることがないよう、真剣に取り組んで下さい。
本来、授業は生徒同士が語り合い、教員と対面で触れ合うことによって成立します。残念なことに現状にお
いては、それも叶いません。しかし、どのような状況でも、全ての教職員の想いと持てる力を結集し、必要な
学びを生徒のみなさんに届けられるよう努力していきたいと考えています。
私たちは、これまでに誰も経験したことのない事態に直面しています。みなさんの中には、その変化の大き
さに戸惑い、先が見えないことへの不安や焦りを感じている人がいるかも知れません。しかし、この事態が永
遠に続くわけではありません。明日という日があるかぎり、必ずこの困難に打ち勝ち、日常を取り戻すことが
できます。
そのためにも明日を想いながら、精一杯今日を生きることが大切です。そのことを地道に重ねていったなら
ば、新たな学校生活が始まった時、きっと以前とは異なる日常や世界が見えてくるはずです。なぜなら、今み
なさんは、何事もなく平穏に過ごせる一日が、どんなに特別なことであり、実はそれが多くの人々に支えられ
たものであるかを自らの体験を通して学んだのですから。
困難の先によりよいあなたがいる。この度の経験が、みなさん一人ひとりをより成長させてくれることを強
く願っています。
明日のために、未来のために、今日という日を懸命に頑張っているみなさんへ、心からエールを送ります。
立命館学園ならびに本校は、これからも生徒のみなさんの命と健康を第一に考える姿勢を堅持し、学習機会の
保障と学校生活のサポートに努めていくことを約束します。
つきましては、5/11 以降の学校生活およびオンライン授業本格実施に関する内容を以下お知らせいたしま
すので、ご確認下さい。
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１．当面の学校生活
（１）オンライン授業の本格実施
① 5 月 11 日（月）以降、対面授業は実施せずに、これまでのオンラインによる自宅学習サポートの成果をふ
まえ、時間割に基づいたオンライン授業の本格実施へと移行します。オンライン授業は、毎回の授業で出
席を確認し、成績評価の対象とします。
② ただし、インターネット環境による制約、在宅勤務が基本となる教員の施設的制約等により、通常の時間
割を運用することは困難となります。そこで、1 週間の通常時間割を 2 週間のサイクルで運用する、特別
時間割を設定します。生徒は、午前中授業を受け、午後は復習や発展学習の時間とします。
③ 上記の対応については当面 6/5（金）までの対応とし、6/8（月）からの対面授業再開をめざします。その
判断にあたっては、政府や自治体の「緊急事態宣言」や自粛要請の動向をふまえ、立命館学園の方針に則
ります。
（２）生徒サポート体制
① 2020 年度より「チーム担任制」を導入し、4 月以降、対応に当たってきました。オンライン授業開始後も、
この体制で取り組みをすすめます。
② スクールカウンセラー（ＳＣ）による電話相談を、生徒・保護者対象に開始します。
（３）クラブ活動等の課外活動
① 登校ができない状況においては、引き続きクラブ活動は自粛とします。
② 立命館学園がすすめるプロジェクト「Beyond COVID-19」のように、在宅で参加可能な課外活動への参加
を奨励します。その他にも、各種コンテスト・コンクール等がありますので、積極的な挑戦を期待します。

２．オンライン授業の具体的計画
（１）基本方針
① 本校の教育課程表に基づく授業をオンラインで実施します。
② 授業時数としてカウントし、出欠確認も行います。
③ 授業後に提出する課題等は成績評価の対象とします。
④ 1 学期中間考査は実施しませんが、1 学期末考査は現時点では未定とします。今後、対面授業が可能とな
るかどうかをふまえ、判断します。
（２）時間割
① 本来 45 分 7 校時の授業を実施する予定でしたが、オンラインという制限された環境における生徒の負担
を考慮し、午前中 3〜4 校時の実施とします。授業形態によって１コマの組み立てが変わるため、時間割
においては、授業開始時間のみを明示します。午後は復習や自己学習、在宅での自主的な活動、教員との
個人面談等、学年・コース毎に柔軟な対応を行います。
② 時間割は、年度当初に予定していた 1 週間分を 2 週間かけて運用する（Ａ週・Ｂ週）ことを基本に、オン
ライン授業用の特別時間割を編成します。
③ 芸術・保健体育等の実技教科、
「道徳」や「総合的な学習の時間」
、探究系科目等も含めて、全ての科目を
実施します。
④ 科目によっては、1 人の教員が 1 クラスを担当する形ではなく、複数の教員が複数のクラスを担当する場
合があります。
⑤ 毎日、9:00 から SHR を行い、出欠の確認、諸連絡等を行います。
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⑥ 校時表は下記の通りです。
授業開始時間
SHR

9:00〜

１限

9:30〜

２限

10:20〜

３限

11:10〜

４限

12:00〜

（３）授業形態
※ 教科・科目の特性に応じて、以下の授業形態を組み合わせ、Classi、ロイロノート、Zoom 等のアプリを
利用した授業を実施します。具体的な授業内容やシラバスは、各科目最初の時間にオリエンテーション
を実施し、そこで説明します。
① ライブ型：
○ 定時にリアルタイムの授業を展開します。ネット環境や利用システム等の状況によって不具合が生じ
る場合を想定し、事前に課題等を明示・配信しておくことがあります。
○ 定時にオンラインで配信された授業動画を視聴し、課題に取り組み、提出します。教員は待機してお
り、適宜、質問等に答えます。
② オンデマンド型：
○ 常時（または一定期間）配信されている授業動画を視聴し、課題に取り組み、提出します。教員は待
機しており、適宜、質問等に答えます。
③ 課題配信型：
○ 既成の学習動画を視聴したり、学習システムで自己学習したりしたことをふまえて、課題に取り組み、
提出します。教員は待機しており、適宜、質問等に答えます。
（４）中学 1 年生・高校 1 年生への対応
① 新入生にご連絡させていただいた通り、iPad の入荷が遅れております。ご家庭に利用できる端末環境のな
い方の調査を実施しており、該当するご家庭には、5/11（月）までには代替機の配送が完了する予定です。
② オンライン授業の開始後、通信トラブル等が発生する等の理由により課題提出が困難となった場合、成績
評価において不利益を被らないよう配慮を行います。

３．教職員の勤務
（１）教員は在宅を基本に授業・サポートを実施
① 学園方針により、教員は在宅勤務を継続します。
② 午前中は授業、午後は課題添削や諸会議を行います。
③ ただし、オンライン授業実施の必要から教員が学校に勤務する場合は、
「３密」を避ける等感染防止に十
分留意します。
（２）管理職は学校勤務、事務室は通常対応
① 事務職員は学校勤務・在宅勤務を交替で運用し、事務室業務は通常通り行います。
② 管理職は原則学校勤務とします。
③ 学校への電話受付時間は通常通りです。
（月～金 7:30-17:00）
※受付時間外および土・日・休日は留守番電話対応となります。
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（３）スクールカウンセラー（ＳＣ）によるサポート
① ＳＣは電話相談を基本に、5/18（月）から生徒・保護者対象のサポートを行います。
② 相談は、月・水・木・金の 10 時〜15 時とします。
③ まずは 4 月にキャンセルとなった方を優先しますが、新規についても受け付けます。詳細は、今後 Classi
等でご案内いたします。

４．当面の対応
（１）学年毎のスケジュール
中学１年
9:305/11

10:20-

（月）

11:10-

中学２年

中学３年

（火）

11:10-

高校３年

学年集会
アッセンブリ
学年集会

9:3010:20-

高校２年

アッセンブリ

12:005/12

高校１年

学年集会
ＬＨＲ

ＬＨＲ

ＬＨＲ
学年集会
ＬＨＲ

ＬＨＲ

ＬＨＲ

学年集会

学年集会

12:00-

ＬＨＲ

ＬＨＲ

学年集会

授業

授業

〈Ｂ週〉

〈Ｂ週〉

授業

授業

〈Ｂ週〉

〈Ｂ週〉

9:305/13
（水）

10:20-

ＬＨＲ

11:10-

授業

授業

〈Ｂ週〉

〈Ｂ週〉

ＬＨＲ

12:009:305/14
（木）

10:20-

授業

授業

授業

11:10-

〈Ｂ週〉

〈Ｂ週〉

〈Ｂ週〉

ＬＨＲ

12:009:305/15

10:20-

授業

授業

授業

授業

授業

授業

（金）

11:10-

〈Ｂ週〉

〈Ｂ週〉

〈Ｂ週〉

〈Ｂ週〉

〈Ｂ週〉

〈Ｂ週〉

12:00※ 授業はすべて〈Ｂ週〉からの開始となりますので、ご注意下さい。
※ 中 1・高 1 については Zoom での接続が初めてとなるため、下記の日程で接続テストを実施いたします。
【中 1】5/8（金）14：00（13：30 オープン）
【高 1】5/11（月）9：00（8：45 オープン）
URL については classi で配信いたしますので、当日のテスト接続をお願いいたします。
（２）生徒・保護者学内専用ページの開設
○ Classi やロイロノートがつながりにくい状態があり、ご迷惑をおかけしております。この度、そういっ
たツールがつながりにくくなった時のために本校サイトに「生徒・保護者学内専用ページ」を開設しま
す。このページを見るために必要なユーザーＩＤとパスワードは、Classi を通じて 5/8（金）に配信し
ますので、ご確認下さいますようお願いいたします。
以上
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