
 

 

 

分散登校＋自宅学習での 2学期スタート 
 

 

 延期になった始業式をようやく迎え、今日から 2 学期のスタートですが、分散登校と自宅学習によ

る通常とは異なった形での開始となります。オンラインHRやオンライン終礼など、新たな取り組み

も始まるため、連絡をしっかりと読んで、準備を進めていきましょう。 

 

9/2 と９/7 の登校について 

9/2 と 9/7 は 3年生のチャレンジ（実力）テストが実施されるため、１年生は登校しません。 

その代わり、オンラインHR、お昼の接続確認、オンライン終礼を行います。 

 9/2 の学習課題は裏に掲載されているので確認しましょう。9/7の学習課題は後日伝えます。 

 9/2 のオンラインHR開始は 9:00，オンライン終礼開始は 15:00 です。 

 また、昼の 12:00にも接続確認を行います。3回の接続時間にしっかりと参加しましょう。 

 

9/3 以降の登校について 

本日と同じようにクラスを出席番号順に 2 つに分けます。 

１番～21 番→Aグループ  22 番～42 番→Bグループ 

グループごとに午前に登校する日と、午後に登校する日を 1日おきに設けます。 

登校していない時間はオンライン等の自宅学習を行います。 

オンライン HR とオンライン終礼を毎日行います。 

 

午前中に学校に登校する場合         午後から学校に登校する場合 

 

18:25 登校完了(8:15 より早く来ない) 

18:30～8:45  SHR・朝読  

19:00～1 限目 

10:00～2 限目 

11:00～3 限目 

3 限後簡単な終礼をし下校 

下校後、自宅で昼食 

14:05～5 限目 オンライン等自宅学習  

15:05～6 限目 オンライン等自宅学習 

15:50～    オンライン終礼に参加 

オンライン HR・終礼の参加方法について 

接続練習の時と同じように各クラスの Teamsに接続。「ホームルーム・終礼」というチャネルから、

開かれている会議に参加します。 

午前に登校する日は、教室でHR、自宅でオンライン終礼に参加。 

午後に登校する日は、自宅でオンライン HR、教室で終礼に参加することになります。 

オンライン HRでは主に体調の確認を行い、オンライン終礼では主に翌日の連絡を行います。 

オンライン HR やオンライン終礼に参加できなくても、Teams の「ホームルーム・終礼」という

チャネル上に連絡内容をアップしているのでそれを確認してください。 

 

オンライン授業の参加方法について 

 授業が始まる時間までに、各教科のチャネルをクリックし、チャネルに入り、会議に参加します。

会議の中で担当の先生から簡単な指示がありますので、それを聞いて課題に取り組みましょう。もし、

会議に入れなくても、チャネル上にはその日の課題が上がっているので、それを見て学習に取り組み

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
PC がつながらない、操作が分からない、など困ったことがあれば、
学校に連絡をしましょう。 
 

１年生学年だより 
令和３ (20２１)年 9月 1日 

第 13 号 

吹田市立第二中学校 第一学年 

88:25～オンラインHR に参加・朝読 

 

19:00～1 限目 オンライン等自宅学習 

10:00～2 限目 オンライン等自宅学習 

2 限後昼食をとり、登校。 

12:45 登校完了（12:35 より早く来ない） 

13:05～4 限目 

14:05～5 限目 

15:05～6 限目  

15:50～終礼 

 

参加する授業やホームルーム

のチャネルをクリック。 

開かれている会議に参加する。 

もし会議に参加できなくて

も、チャネル上には連絡や

授業であればその日の課題

がアップされています。 

動画などのデータがアップされ

ている場合もあります。 



出席番号 1 番～21番の動き 

 9/2（木） 9/3(金) 9/6(月) 9/7(火) 9/8(水) 9/9(木) 9/10(金) 

HR 
オンライン 

9:00～ 
教室 オンライン 

オンライン 

9:00～ 
教室 オンライン 教室 

午前 自宅学習 登校 自宅学習 自宅学習 登校 自宅学習 登校 

昼接続 12:00～   12:00～    

午後 自宅学習 自宅学習 登校 自宅学習 自宅学習 登校 自宅学習 

終礼 
オンライン 

15:０0～ 
オンライン 教室 

オンライン 

15:０0～ 
オンライン 教室 オンライン 

出席番号２２番～４２番の動き 

 9/2（木） 9/3(金) 9/6(月) 9/7(火) 9/8(水) 9/9(木) 9/10(金) 

HR 
オンライン 

9:00～ 
オンライン 教室 

オンライン 

9:00～ 
オンライン 教室 オンライン 

午前 自宅学習 自宅学習 登校 自宅学習 自宅学習 登校 自宅学習 

昼接続 12:00～   12:00～    

午後 自宅学習 登校 自宅学習 自宅学習 登校 自宅学習 登校 

終礼 
オンライン 

15:00～ 
教室 オンライン 

オンライン 

15:00～ 
教室 オンライン 教室 

※9/7 に延期された実力テストは再び延期されます。日程が決まり次第連絡をします。 

※9/2と 9/7は３年生のチャレンジ(実力)テストのため,  オンライン等自宅学習の日となります。 

 

9/2 の学習課題について 

 9/2 に家庭で学習する教材や提出方法は以下の通りです。翌日に提出の課題もあるため、各自でペ

ースを考えて、学習しましょう。 

教科 課題 提出日 

国語 
漢字ノートを２０（P42)まで進めておく。 

「玄関扉」意味調べ、P８５，８６プリントやって貼る。 

意味調べのみ 3日 

 

社会 
「国名・地名スピードチェック」のパワーポイント課題を何

度もやって覚える 

なし 

数学 
観点別確認テスト 解答用紙に解くこと。（丸付けは不要） 

７はA，B，C すべてやる。 

最初の授業 

理科 
問題集 P.25 の②, P.28の３, P.29の６ 

最初の授業 

英語 抜き打ち夏休み宿題チェックプリント（〇付けはしない） 最初の授業 

 

★最初の授業の連絡★ 

教科 連絡 教科 連絡 

国語 国Ａの授業をします。忘れ物厳禁 音楽 いつもの持ち物をそろえてくる 

数学 
夏休みの課題とやる気を忘れないこ

と 
技家 

教科書(両方)、ノート 

パソコン(満充電) 

社会 

夏休みの宿題やパワーポイント課題

を使って予習・復習を進めてくださ

い。 

美術 

夏休みの宿題未提出者はできるかぎ

り早く出すこと。 

持ち物：筆記用具・色鉛筆 

美術セット・宿題（アリス未提出者） 

理科 教科書,ノート,ファイル,問題集を用意 体育 

保健の授業を行うので教科書, 

ノートを持ってきてください。 

自宅学習では、パラリンピックの 

パワーポイントを作成すること。 

英語 
課題プリント,夏休みの宿題,いつもの

授業の用意を持ってくること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の皆様へ 

日頃より、本校の学習活動にご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。 

府内、市内における感染の拡大状況もあり、吹田市では 2 学期の開始時期をずらし、分散登校と自宅

学習の併用という形での開始が決定しました。 

本校としても、生徒の健康状態や感染予防に気を配りながら、学習活動を進めて参ります。昼食の準

備や、ご家庭での学習のサポートなど、保護者の方々にもご負担をかける面もあるとは思いますが、

引き続きご協力をお願いするとともに、疑問に思うことや不安なことがあればいつでも本校に連絡し

ていただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

A B A B A B A B A B A B A B

1 理科 理科 理科 理科 保体 保体 保体 保体 英語 英語

2 国語 国語 国語 国語 数学 数学 数学 数学 技家 技家

3 総合 英語 英語 総合 美術 美術 数学 数学

4 英語 総合 英語 美術 総合 美術 数学 数学

5 保体 保体 保体 保体 国語 国語 国語 国語 技家 技家

6 技家 技家 技家 技家 英語 英語 英語 英語 英語 英語

1-1　分散登校・自宅学習時間割　

9/3金 9/6月 9/8水 9/9木 9/10金9/2木 9/7火

自
宅
学
習

自
宅
学
習

A B A B A B A B A B A B A B

1 国語 国語 国語 国語 保体 保体 保体 保体 数学 数学

2 英語 英語 英語 英語 英語 英語 英語 英語 英語 英語

3 総合 総合 技家 総合 総合 数学 国語 国語

4 総合 総合 技家 総合 総合 数学 国語 国語

5 保体 保体 保体 保体 理科 理科 理科 理科 英語 英語

6 国語 国語 国語 国語 美術 美術 美術 美術 数学 数学

9/10金

1-2　分散登校・自宅学習時間割

9/3金

自
宅
学
習

自
宅
学
習

9/2木 9/7火9/6月 9/8水 9/9木

A B A B A B A B A B A B A B

1 技家 技家 技家 技家 英語 英語 英語 英語 国語 国語

2 数学 数学 数学 数学 保体 保体 保体 保体 保体 保体

3 総合 総合 保体 総合 総合 国語 技家 技家

4 総合 総合 保体 総合 総合 国語 技家 技家

5 英語 英語 英語 英語 美術 美術 美術 美術 保体 保体

6 数学 数学 数学 数学 理科 理科 理科 理科 国語 国語

9/3金 9/6月 9/8水 9/9木 9/10金

1-3 分散登校・自宅学習時間割

9/2木 9/7火

自
宅
学
習

自
宅
学
習


