
令和２年度第１号（令和２年４月６日発行）　

◆◆◆ 新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う対応について ◆◆◆

新２・３年生にはフェアキャスト、新入生には郵送でお知らせしたとおり、文京区教育委員会は、新型コロナウイル

ス感染症の影響拡大を受け、５月１日（金）までを臨時休校とし、始業式、入学式を実施した後は、各学年とも週１回

の臨時登校日を設けることにしました。臨時休業期間中は、ご家庭で規則正しい生活を心掛けるとともに、これまでの

復習や新学年の教科書による予習等の自主的な学習に主体的に取り組んでいただけますようお願い申し上げます。

＜入学式［４月７日(火)］＞

・　入学式は、校庭で実施します。参列者は、新入生、保護者（各家庭１名）、歓迎の言葉を述べる代表生徒１名、教

　職員とし、来賓、代表生徒以外の在校生は参列しないこととします。

・　式典は、新入生呼名、校長式辞、入学の言葉、歓迎の言葉のみとします。校歌はＣＤで披露します。国歌斉唱、式

　後の学級ごとの集合写真撮影は行いません。

＜臨時登校日＞

・　４月中は、１３日（月）から学年を分散して週１回の臨時登校日を設け、健康状態や家庭学習の状況の確認を行う

　とともに、感染症対策に配慮しながら可能な範囲で新学期のスタートに向けた取組を行います。

　　　　○　１年生・・・４月１４日（火）、２１日（火）、２８日（火）

　　　　○　２年生・・・４月１６日（木）、２３日（木）、３０日（木）

　　　　○　３年生・・・４月１３日（月）、２０日（月）、２７日（月）

・　いずれの日も午前８時２０分登校、午前１１時３０分下校の予定ですが、下校時刻は、日によって若干前後するこ

　とがありますので、あらかじめご承知おきください。

・　「密集」「密着」「密閉」を避けるため、十分に喚起を行うとともに、活動場所を工夫して生徒同士の距離を確保

　します。　（例）　学年での活動・・・体育館（２ｍ間隔でイスを設置）を使用して行います。

　　　　　　　　　　学級での活動・・・追分ホールで距離を確保したり、複数の教室で分散して行ったりします。

　　　　　　　　　　グループ活動・・・学級ごとに一つのフロアの教室を使用するなど、分散して行います。

・　登校前に全員が必ず検温をし、発熱等、体調が万全でない場合は、無理をせずに休ませるようにしてください。

・　欠席する場合は、学校に電話連絡をお願いします。なお、臨時登校日は、「出席を要する日」には該当しません。

・　登校する際は、全員マスクの着用をお願いします。ピロティ、玄関等に消毒液を用意しますので、学校に着いたら

　必ず手指の消毒をするようにご指導ください。

・　文京区教育委員会の取り決めにより、臨時休業期間中の電話対応は、登校日は午前７時３０分、その他の平日は８

　時１０分から開始となり、午後４時４０分で終了となります。その他の時間帯は、自動応答でのメッセージ対応とな

　りますので、お問い合わせなどは前述の時間帯にお願い申し上げます。

＜今後について＞

・　文京区教育委員会の決定に基づき、４月中に予定されていた保護者会、土曜公開授業、その他の学校行事について

　は、中止又は延期となります。

・　授業再開の目途が立ち次第、改めて今年度の指導計画を策定し直します。状況によっては、土曜授業の拡充、長期

　休業日中の授業実施等も視野に入れて、授業時数の確保に努めます。

・　なお、以上は現時点での判断であり、休校期間の延長又は短縮が必要となった場合や５月以降のことについては、

　そのつどフェアキャストで方針をお伝えするとともに、ホームページで詳細をお知らせするようにしますので、保護

　者の皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

六中だより
【教育目標】○責任を重んじる ○学習に励む ○健康なからだをつくる ○美しい生活を求める

文京区立第六中学校 校長 小椋 孝

http://www.bunkyo-tky.ed.jp/dairoku-
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　　　　　　※　「アドバンスルーム」に関するご相談やお問い合わせは、学級担任または養護教諭にお気軽にお申し出ください。　　　［学校☎　03-3814-6666］

■　個に応じた指導の例

　　○　必要な情報を少なくし、いくつかの情報の中から必要なものに注目できるようにするための指導

　　　をします。

　　○　ロールプレイなどを用いて、実際の場面に応じて適切な会話ができるように支援します。

　　○　物語の登場人物の気持ちを考えるなどして、実際の場面に応じて相手の気持ちを考えることがで

　　　きるように支援します。

　　○　順番に人の話を聞くなど、ルールにしたがって行動できるようにするための指導をします。

　　○　自分の特性に応じたクールダウンの方法を考え、気持ちの切り替えができるように指導します。

　　○　自分に合った学習方法を習得し、その方法を取り入れて、在籍学級での学習を円滑にできるよう

　　　にするための指導をします。

学校では、子どもたち一人一人の教育的ニーズを把握し、その可能性を最大限に伸ばし、もてる力を高め

ていくことが求められています。そのため、生活や学習上の困り感を改善又は克服するために適切な指導及

び必要な支援を行うための体制づくりが求められています。

文京区では、生徒一人一人の生活や学習上の「困り感」を解消・克服することを目指し、きめ細やかに個

に応じたサポートを行うことをねらいとして、昨年度より全中学校に「アドバンスルーム」を開設し、巡回

指導教員による週１日の指導を実施し、個に応じた指導・支援の充実を図ってまいりました。今年度も「ア

ドバンスルーム」における指導のさらなる充実・発展を目指してまいりますので、ぜひご活用ください。

■　個に応じたサポート体制の充実と期待される効果

「アドバンスルーム」では、拠点校である茗台中学校から巡回指導教員が各中学校に出向き、在籍学級担

任やサポートスタッフとの相談の上、生徒の状態に応じて個別指導または小集団指導を実施します。第六中

学校には、毎週月曜日に２名の巡回指導教員が来校しています。巡回指導教員は「アドバンスルーム」で指

導するほか、在籍学級での生徒の行動観察や担任への助言も行います。

また、「アドバンスルーム」の運営を円滑に行うため、サポートスタッフとして特別支援教室専門員及び

特別支援教育担当指導員（２名）が配置されています。特別支援教室専門員は、巡回指導教員や担任等との

連絡調整、生徒の様子の観察や記録、教材作成等を行います。また、特別支援教育担当指導員（２名）と協

働し、個に応じた学習支援を行います。

さらに、臨床発達心理士等による巡回相談が定期的に行われ、生徒の特性や状態を観察して把握し、指導

上の配慮について教員やサポートスタッフに助言しています。

このように、在籍校の学級担任やサポートスタッフと巡回指導教員、臨床発達心理士等との連携を緊密に

とることで指導内容の充実を図り、「アドバンスルーム」における個別指導や小集団指導を通して生徒一人

一人に適した方法で自信を付けながら個の力を伸ばすとともに、在籍学級での指導にも生かせるようにしま

す。

◆◆◆ アドバンスルームをご活用ください ◆◆◆　　～ 個に応じた指導の充実に向けて、個別指導や小集団指導を行います ～

■　アドバンスルームでは、次のような生徒の「困り感」を解消・克服するために、

　個に応じたサポートを重視します。

　　□　気が散りやすい　集中力が続かない　落ち着きがない　忘れっぽい

　　□　話を聞けない　言葉の指示が伝わりにくい　コミュニケーションが苦手

　　□　「空気」を読んだり、相手の立場で考えたりすることが苦手

　　□　表現がストレート過ぎる

　　□　じっとしていることが苦手　思いついたらすぐに行動してしまう

　　□　ルールや決まりを守るのが苦手

　　□　こだわりが強い

　　□　パニックを起こしやすい

　　□　整理整頓が苦手　忘れものやなくしものが多い

　　□　読み，書き、計算など特定の分野に困難がある　コツコツやる勉強が苦手

アドバンスルーム在籍学級

【中学校における指導・支援体制（例）】

※ 文京区では、区独自に特別支援教育担当指導員を配置し、指導の充実を図っています（本校には２名配置されています）。また、「アドバンスルーム」の指導は、原則として1日２時間程度としています。

生徒の状況を把握し、指導上の配慮

について教員に助言します。
生徒の構内の連絡調整、生徒の行動観

察や記録、学習支援などを行います。

巡回指導教員が各中学校を巡回し、学級担任・教科担任と連携の上、

生徒それぞれの状況に応じた個別指導・小集団指導を実施します。

指導対象生徒は、週に２時間程度、校内に設置されたアドバンス

ルームへ個別の指導または小集団指導を受けに行きます。

巡回指導教員は、アドバンスルームで指導するとともに、

在籍学級での支援も行います。

特別支援教育担当指導員

指導を受けている生徒だけでなく、学級全体の状況を観察します。



校長 ご退職 引き続き本校に勤務［校長（再任用）］

主任教諭（数学） ご退職 引き続き本校に勤務［非常勤教員］

教諭（数学） 期限付教員任用期間終了 引き続き本校に勤務［教諭］

主幹教諭（英語） ご転出 文京区立音羽中学校へ

教諭（理科） ご転出 板橋区立高島第三中学校へ

非常勤職員（事務） ご転出 文京区立根津幼稚園へ

都スクールカウンセラー 任用期間終了

特別支援教育担当指導員 産前休業

非常勤講師（家庭） 任用期間終了

校長 再任用 引き続き本校に勤務

教諭（社会） ご転入 杉並区立井荻中学校より

教諭（英語） ご転入 北区立桐ヶ丘中学校より

教諭（数学） 新規採用 引き続き本校に勤務

非常勤教員（数学） 新規採用 引き続き本校に勤務

非常勤職員（事務） ご転入 文京区立第十中学校より

都スクールカウンセラー 新規採用

都スクールカウンセラー 新規採用

特別支援教育担当指導員 新規採用

新規採用

講師（理科） 新規採用

講師（家庭） 新規採用

学年主任

生活指導主任

進路指導主任 都

都

保健給食主任 区

学年主任

教務主任

学年主任

特支Ｃ

※　特支Ｃ…特別支援教育コーディネータースクールサポートスタッフ 平　岡　祐　子

非常勤教員 酒　田　聡　志 数学 人材センター） 佐　藤　俊　幸

ALT 　　未　定 土　屋　憲太郎

戸　田　勝　裕

非常勤教員 山　口　昌　子 英語 （文京区シルバー 真　下　隆　明

主 任 教 諭 関　　　眞規子 社会
警 備

大　熊　敏　幸

教 諭 石　田　有　沙 保体副担任

主 任 教 諭 伊　藤　善　樹 数学 家庭 湯　澤　典　代

Ｃ　組 教 諭 林　　　洋　輔 理科 保体 羽　生　　　慎

Ｂ　組 教 諭 志　村　翔　太 英語 美術 廣　瀬　直　彦

３年

Ａ　組 主 任 教 諭 渡　邊　和　喜 技術 理科 鈴　木　和　之

非常勤教員 鯨　井　展　子 社会

講　　師

数学 岡　田　春　彦

非常勤教員 沖　田　　　郁 音楽 理 科 支 援 員 荒　川　峰　行

教 諭 滿　留　桂　子 英語 学校図書館支援員 轡　田　　　右
副担任

主 任 教 諭 上　野　義　博 国語 佐　野　倫　子 産前休業

Ｃ　組 主 任 教 諭 川　島　紀　子 理科 吉　泉　めいな

Ｂ　組 指 導 教 諭 望　月　和　弘 保体
特別支援教育
　　　担当指導員

石　川　颯　人

２年

Ａ　組 教 諭 小　林　智　貴 数学 特別支援教室専門員 伊　藤　政　美

主任 養護 教諭 木　下　沙央里 養護 栗　村　　　心

教 諭 阿　部　友　香 音楽 椎　名　美恵子

松　本　　　栄

主 幹 教 諭 伊　藤　貴　之 数学
スクール
カウンセラー

熊　谷　英　子

Ｃ　組 指 導 教 諭 田　中　久美子 英語 金　子　多津恵

澤　谷　園　美

Ｂ　組 教 諭 金　子　生　弥 社会

学 校 用 務

渋　江　　　亙

１年

Ａ　組 教 諭 新　井　奈々子 国語 学 校 栄 養 士

副担任

主 幹 教 諭 棚　木　宏　明 保体

松　木　敦　子 事務主任

副 校 長 髙　橋　幸　男 高　橋　敏　子

氏　　名 主任等

経営
校 長 小　椋　　　孝

学 校 事 務

湯　澤　典　代

○　令和２年度　教職員組織体制
学年・担任等 職　名 氏　　名 教科 主　任 職　名

熊　谷　英　子

椎　名　美恵子

吉　泉　めいな

スクールサポートスタッフ 平　岡　祐　子

鈴　木　和　之

小　椋　　　孝

金　子　生　弥

志　村　翔　太

小　林　智　貴

酒　田　聡　志

高　橋　敏　子

伊　藤　亜矢子

佐　野　倫　子

難　波　宏　子

○　転入・新規採用等（よろしくお願いします）
職名等 氏　　名 事由・前任校等

小　椋　　　孝

酒　田　聡　志

小　林　智　貴

矢野尾　真　子

小　川　雅　美

有　澤　恵　子
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◆◆◆ 職員の異動等・今年度の組織体制 ◆◆◆
（敬称略）

○　退職・転出・休職等（ありがとうございました）
職名等 氏　　名 事由・赴任校等


