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新型コロナウイルスによる感染症から学ぶこと

入学式の頃には満開を誇っていた桜も、日ごとに

緑が濃くなってきました。時の流れは本当にはやい

ものです……

例年ならこのような文章で始まるはずのこの挨拶

も、今年はちょっと変わった内容になってしまいま

す。実はこの原稿を書いているのは４月初旬で、つ

い先日、学校休業延長が決まり、始業式も入学式も

延期という状況になっています。１週間先のことさ

えも全く想像できないし、いつ学校が再開できるの

かもわかりません。４月８日には安倍首相が「緊急

事態宣言」を行い、東京都や神奈川県など７都県に

適用されることになりました。まさに、出口の見え

ない長いトンネルの真っただ中にいるような思いで

す。

今、世界の人々は、新型コロナウイルスの猛威に

さらされています。いつ感染するかわからない恐怖

を抱えつつ、行動を自粛したり、仕事や学校を休ん

だりと不便な生活を強いられながらも、新型コロナ

ウイルスに打ち勝つために、世界中が頑張っていま

す。

世界的な感染症の流行は、過去にも何回か起こっ

ています。１９００年以降では、１９１８年－１９

年の「スペイン風邪（死者５０００万人～１億人）」

や１９５７年－５８年に流行した「アジア風邪（死

者１００万人）」などがあります。また、２００９

年－１０年に流行した「新型インフルエンザ（死者

１万４千人）」は、皆さんの記憶にも新しいと思い

ます。人類はこれまでに、何回、何十回という感染

症の流行による危機的な被害を受けてきましたが、

その都度、知恵と努力で乗り越えてきました。

今回の「新型コロナウイルスによる感染症」は過
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去の例に比べても甚大な被害が予想されます。しか

しその中にあっても、考えようによっては、私たち

は重大な学習の機会を与えられていると考えること

もできます。それは、「危機管理について学ぶ」と

いうことです。危機管理とは、困難なことが起こっ

たときに、いかにうまく解決し、どれだけ早く悪い

状況から脱出できるかということです。「新型コロ

ナウイルスによる感染症」は最大級の危機です。世

界中の国々が協力して乗り越えていかなければなり

ません。しかし、危機管理は国のリーダーたちだけ

が行うものではありません。私たち国民にできる、

あるいはすべき危機管理もあります。今回のことで

いえば、「新型コロナウイルスに感染しないことと、

新型コロナウイルスを他人にうつさないこと」です。

全ての人間が確実にこれを実行できるなら、必ずや

人類は新型コロナウイルスに打ち勝つことができる

でしょう。これこそ、私たちがすべき「危機管理」

だと思います。

生活していれば、日々、様々な「危機」が生じま

す。私たちはこれらを解決しながら生きていかなけ

ればなりません。まさに「危機管理」の連続だと言

っても良いと思います。困難に向かい合った時、過

去の経験や知識がその解決に向けての大きな力とな

ってくれると思います。物事を解決するには、好き

勝手なことをしていては駄目です。諦めたり我慢し

たりしながらも幸福に向かって努力していかなけれ

ばなりません。そういった苦労や努力の向こう側に

こそ幸せは存在しているのです。皆さんはきっと、

今回の新型コロナウイルスに打ち勝つ過程の中で、

そのことを学んでいってくれるものだと私は信じて

います。
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ありがとうございました
今年度は新型コロナウイルスの影響で、残念ながら離任式・新任式・始業式・入学式は中止となりました。

令和元年度末の人事異動で離任された先生方は、次の３名です。

＜離任された先生＞

落合 政久 教頭先生 わかば支援学校へ

神澤 公男 先生 中央高校定時制へ

加賀美 かずみ 先生 巨摩高校定時制へ

先生方の新任地でのご活躍をお祈り申し上げます。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

佐野 和規 日本史 B
日本史 B を担当します。社会科の教員ですが、心理学が好きで、臨床心理士や公認心理士の資格

を持っています。以前は定時制に勤務していました。

通信制の生徒の皆さんに会えることを楽しみにしています。新型コロナウイルスに負けずお互いが

んばっていきましょう。よろしくお願いします。

小林 一雄 地理 B
地理 B を担当します。ひとつ質問します。「日本はせまいですか、それともひろいですか。」この

質問に対して皆さんはどのように考え、答えを導きだしますか。色々な見方あるいは考え方があると

思います。地理の学習では様々な角度から考えてみることが多くの場面で必要とされます。このこと

をぜひ身につけていただきたいと思います。地図帳を片手に新しい発見をしながら楽しく地理を学習

していきましょう。よろしくお願いします。

三森 茂樹 体育①②、保健（０２生）、地域研究 A
こんにちは。甲府南高校から赴任してきました。保健体育を担当します。

専門種目はラグビーフットボールです。ワールドカップが終わり、ブームになりかけた時に新型コ

ロナウイルスの影響でスポーツ界も自粛になっていますが、皆さんとの体育の授業は楽しみにしてい

ます。自分の体調や健康状態を考え取り組んでいきましょう。皆さんとともに学んでいきたいと思っ

ています。よろしくお願いいたします。

小野田 なおみ C英語 I（０２生以外）、英語会話、C英語Ⅱ
今年度、笛吹高校から赴任しました小野田です。担当は英語です。通信制高校は初めての経験です

のでわからないことだらけですが、皆さんとともに学び成長できる一年にしたいと考えております。

趣味は読書（医療系を読み漁っています）と洋楽を聴くことです。皆さんとお会いするときに、洋楽

を使って楽しく英語を勉強する方法などをお伝えできれば良いな、と考えています。気軽に声をかけ

てください。よろしくお願いいたします。

〈 新 任 職 員 の こ と ば

職 員 紹 介

別れと出会いの季節
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１年間よろしくお願いします

岩下 道子 国語総合・国語表現

鈴木 昭男 現代文B

小澤 美香 古典B

飯室 綾子 現代社会・倫理・社会と情報

渡辺 ゆか 世界史A

拇速 平 数学Ⅰ①・数学Ⅱ・数学A・マルチベーシック数学・地域研究B

平田 優志 数学Ⅰ②

堀井 浩二 科学と人間生活・物理基礎

中林 睦彦 化学基礎・生物基礎

進藤 和弥 体育③④・保健（０２生以外）

佐々木 優子 Ｃ英語Ⅰ（０２生）・英語表現・マルチベーシック英語

猪股 久美子 家庭総合・フードデザイン

中村 歩乃香 音楽Ⅰ・音楽Ⅱ

渡邉 恵美 美術Ⅰ

丹沢 利男 書道Ⅰ

有泉 利夫 ビジネス基礎

山本 佳澄 養護教諭

奥平 美智子 養護教諭

小林 光美 図書館司書

１年は、たちまち過ぎます。着実に学習を続けて下さい。

たゆまず、うまず、あきらめず。
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＜重要＞今年度は新型コロナウイルス対

策のため、スクーリングや予定の変更も

予想されます。学校ホームページ（特に

緊急連絡ブログ）を必ず確認するように

しましょう。
◇教務係から
○『通信のしおり』(冊子の色はピンク)

①Ｐ２、３「年間を通して重要なこと／今年度の主な留

意点・変更点」をはじめ、『しおり』全編（特にＰ４

～Ｐ1６）を読んだ上で適切に行動してください。

②.スクーリング時は『しおり』を携帯し、時間割
配当表(Ｐ３３～)か表紙に出席を記録しましょう。

１校時は９：４０から始まり、ＳＨＲは１校時後に

行います。ＳＨＲでは重要な連絡をするので、でき

るだけ出席しましょう。

○試験が重なっていたら …『しおり』Ｐ１２

定期試験日直前の木曜日正午までに受験時間変更

願を提出するか電話をしてください。

○試験を受けられなかったら …『しおり』Ｐ１３

自宅に追試験願が郵便で届きます。届いたら学校

に連絡し、締切日までに提出しましょう。

○体育館履きを使用しましょう。…『しおり』Ｐ３

体育館に入るときには、必ず体育館履きに履き替

えるようにしましょう。

○職員室前の掲示板を見てください。

職員室前に各種情報が掲示されています。登校し

たら一度確認しましょう。

◇生徒指導係から
令和２年度は変則的なスタートとなりました。新

入生は通信制のシステムに戸惑うこともあると思い

ますが、わからないことや困ったことがあったら、

『通信のしおり』を見たり、先生方に聞くなどして

早く解決しましょう。

○注意すべき事項

①授業開始時間などを守り時間力をつけよう。

（チャイム後の入室や、忘れ物がある場合は、

出席のカウントにはなりません。）

②私物の管理をしっかりしよう。（特に貴重品）

③上履き・体育館履きの区別をしっかりしよう。

④対人関係は相手の立場になって考えよう。

⑤学校への出入りの際、バイク・自動車のエンジ

ン音は、まわりの人（地域住民・授業を受けて

いる定時制・通信制の生徒）を気遣い小さめに。

⑥バイク・自動車通学者は必ず許可証の提示と通

信制駐車スペースへの駐車を守ってください。

⑦未成年の喫煙は法律で禁止されています。成人

の方でも中央高校は敷地内全面禁煙です。

◇保健・環境係から
○体調管理について

新型コロナウイルスの影響が心配されます。密閉

・密集・密接のいわゆる「三密」を避け、不要不急

の外出は控えましょう。手洗い・うがい・消毒など、

日々の生活の中でも心がけていきましょう。

○環境整備について

①清掃回数は年間７回です。早めに行いましょう。

特に、昨年度までの持ち越し回数のある生徒や卒

業予定生は計画的に行いましょう。

②校舎がきれいに保てるように環境整備を心がけま

しょう。ゴミの持ち帰り・分別の徹底、汚したら

その場での清掃の徹底をお願いします。

③今年度も学校美化活動を実施します。今年度は

10/27（日）の放課後に約２０分、荒川河川敷の
ゴミ拾いを行う予定です。参加すると、清掃１

回の出席になります。保健委員を中心に行います

が、その他の生徒の皆さんも是非参加して下さい。

◇進路係から
○「総合的な探究」について … 『しおり』Ｐ１４

○「総合的な学習」について … 『しおり』Ｐ１３

しおりをよく読んでおきましょう。

○進路選択に向けて心の準備をしよう。

①自分の将来について関心を高める。

②自分がどんな人間か知る。

③社会情勢や職業の種類、資格などについて知る。

○就職活動を支援するところを利用しよう。

一人で考えず、家族や先生に相談したり、ヤング

ハローワーク（℡ 055-232-6060 ＪＡ会館５階）な
どを利用しましょう。

○図書館利用のすすめ（スクーリング日の開館時間）

日曜日 ９：００～１５：３０退室完了

月曜日 ８：４５～１６：００退室完了

◇生徒会係から
○定通総合体育大会・定通陸上大会について

今年度は残念ながら、新型コロナウイルスの影響

で中止となりました。

○特別活動について

年間１０時間以上の面接が必要です。早めに行い

ましょう。特に、昨年度までの持ち越しのある生徒

や卒業予定生は計画的に出席しましょう。

○しなやかな心を育てる生徒会実践運動

今年も「あいさつ運動」を行います。挨拶から交

流の輪を広げ、人間関係を深めましょう。スクーリ

ングの朝には生徒会生徒も校門に立ち、あいさつ運

動に協力します。社会人として認められるにはまず

あいさつから。また、美化活動やボランティア活動

も行っていきます。


