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「愛の反対は･････」！？
令和 2 年(2020 年)5 月、柔らかな初夏の日差しが降り注ぐ平日の午前、青中の外回り
を歩いていた開校長に、見知らぬ年配の男性が声をかけてくれました。「先生もたいへんや
な～！」、聞くところによると、ご自身の娘さんも○○市で高校の先生をされているとのこと。
この間のコロナウイルス対応で、日々変化する状況に振り回されておられるとのことでした。
なるほど、色々なところに苦労がある、と感じながら、お話を聞かせていただきました。
そうすると、次は自転車の後部座席に小さいお子さんを乗せた女性が、「いつもありがと
うございます。」、ジャージ姿の男性が「ご苦労様です。」、そして、買い物帰りと思しき袋を提
げた女性が「うちの子もここ(青中)の卒業生で、お世話になったわ～。」と、道路の横断信
号が青になったり赤になったりしているにもかかわらず、しばらく、昔の青中の話を聞かせて
いただきました。
声をかけて下さる方だけでなく、軽く会釈をして下さる方、ニコッと微笑みかけて下さる
方、ベビーカーや自転車の前かごから手を振ってくれる小さなお子さんまで、本校の保護者
を含め本当に多くの方々が、なにがしかのアクションを起こしてくれました。もちろん、私に対
してだけでなく、登校日の「三密を避ける！」ため校外での見守りをしている青中の他の職
員に対しても、同じようなお気遣いがあったとのこと、感謝するより他ありません。
1979 年にノーベル平和賞を受賞したマザーテレサは「愛の反対は、憎しみではなく、無
関心」という言葉を残したと言われますが、青中の校区･地域の方々はまさにこの言葉を体
現しておられるのだと私には感じられました。「愛の反対は無関心」と一言で言ってしまえば
簡単で、分かったような気になるこの言葉も、いざ実行しようとすると非常に難しい。私自
身、つい先日も駅から歩く途中、道端に落ちている紙くずに気づきながら、拾い上げること
なく素通りしてしまいました。無関心そのものの自身の行動に大いに反省です。改めて、我
々に対し「無関心の反対の愛情」を注いでくださっている保護者･地域の方々に心よりお礼
申し上げます。
こんな素敵な保護者･地域の方々に支えられながら、青中の生徒も職員も学校生活が
できると再認識し、「愛の反対は無関心」を心にとめて、今後の教育活動を展開してまいり
ますので、学校再開後もどうぞよろしくお願いいたします。
校長 開 康 壽

（再開時のスケジュール）
・全学年全クラスを２分割し、３限までの授業を行います。
（分割の詳細は学年だよりをご参照ください）
・6 月 1 日（月）から 12 日（金）はこの形式で行います。
・登下校の時間は２パターン
前半登校:

8:30 ～ 8:45 ／ 後半登校:12:35 ～12:50

（上記の 15 分間に合わせて登校してください）
前半下校: 11:45 頃 ～

／

後半下校: 15:50 頃 ～

・各学年ともに出席番号でグループを分けます。6 月 1 日からの
週と 8 日からの週で、登校時間の前半と後半を交替します。
・給食はありません。

（保護者の皆様にご協力お願い）
・登校前はご家庭で検温をしていただき、健康状態が良好であることを確
認の上で登校願います。
・この間にお休みされても「欠席」扱いとはいたしません。お子さまの
体調が優れない場合は登校をお控え願います。
・登校後に体調が優れなくなった場合は保護者に確認の上「早退」して
いただくこともありますので、携帯電話だけでなく職場等にもかけさせ
ていただくこともございますが、ご理解願います。
・大阪の感染者状況は落ち着いてはきていますが、コロナ禍での登校（学
校生活）に不安のある場合のご相談は学校までお電話願います。
・気温が上がり不慣れな学校生活になります。購買部は営業していません。
水分は多めにご持参ください。

（感染予防対策として）
・健康観察カードを毎日確認（保護者の皆さま、ご協力お願いいたします。）
・学年 3 クラスを６つの教室に分けて授業をします。
（分割後の 1 クラスは 16～17 人です）
・教職員はマスク着用で授業等を行います。
・教室及び廊下の窓は開けた状態で行います。
・手洗い用せっけん液を増設。
・授業終了後の使用教室、トイレ等の消毒を行います。
・6/1～6/14 の期間はクラブ活動を行いません。

６/１(月)

～

登校時間
授業準備
1 限目
休憩
2 限目
休憩
３限目
終礼・下校

6/12(金)の時程
前半に登校する生徒の時程表
＊8:30 より早くに登校してこないようにしてください
8:30 ～
8:45
8:45 ～
8:50
8:50 ～
9:40
9:40 ～
9:50
10:00 ～ 10:50
10:50 ～ 11:00
11:00 ～ 11:50
＊集団にならず間隔を空けて速やかに下校しましょう
11:50 ～

登校時間
授業準備
４限目
休憩
５限目
休憩
６限目
終礼・下校

後半に登校する生徒の時程表
＊12:35 より早くに登校してこないようにしてください
～ 12:50
～ 12:55
～ 13:45
～ 13:55
～ 14:45
～ 14:55
～ 15:45
～

12:35
12:50
12:55
13:45
13:55
14:45
14:55
15:45

＊休憩時間中は不必要な立ち歩きをせず、トイレや水分補給、授業準備等の時間に充てましょう。
＊登下校時は集団にならず間隔を空けて速やかに登校（下校）をしましょう。

《6 月・7 月の予定》
生徒会選挙 … 形式を変更して行う予定。
生徒総会
… 形式を変更して行う予定。
期末テスト … ７月中に行う予定。
期末懇談
… 例年、7 月下旬ですが現段階では未定。
＊今年度、本校の校舎（2 年生・3 年生の校舎）が大規模改修の対象となっています。
6 月下旬から順次工事準備及び工事が始まります。詳細はホームページ等でお知ら
せいたします。
《ミマモルメについて》
昨年度より一斉メール配信サービスへのお申し込みありがとうございます。また、
本日、ＩＤ票等の封書をお渡ししたご家庭におきましてはＩＤ票の案内に沿って「メ
ールアドレス」のご登録をお願いいたします。
尚、6 月中をめどにミマモルメ以外のメールサービスの終了を検討しておりますの
で、未加入のご家庭はお申し込みいただければと思います。

新しくＡＥＴの先生が来られましたのでご紹介いたします。（全文）

Hello! My name is Keith and I am delighted to be your English
teacher. I am so excited to meet you and have you in my class. We
are going to have a fabulous school year full of fun and learning!
I am from London in the United Kingdom. I have been living in Japan
for four years. My favorite place is Okinawa because I love
swimming in the sea!
Let’s have lots of fun together!

(日本語訳)
こんにちは！私の名前はキースです。みなさんの英語の先生に
なれてとても嬉しいです。みなさんに会えて、一緒に授業がで
きることにわくわくしています。楽しさと学びがいっぱいの、
素晴らしい１年間を過ごしていきましょう！
私はイギリスのロンドン出身で、日本には４年間住んでいます。
海で泳ぐことが大好きなので、沖縄が好きな場所です。
さあ、一緒に楽しみましょう！

《生徒の皆さんへ》
6 月１日から早速一緒に授業です！
授業中は勿論ですが、授業以外ですれ違うこともあるかと思います。思い切って話しかけてみ
ましょう。今年度も楽しい英語の授業になるように、皆さんで盛り上げていきましょう。

