３年学年だより

金沢市立高岡中学校第 3 学年
第４号
2021 年７月 16 日（金）発行

9 月に延期となっていた修学旅行（2 年学年だより 3/10 第 6 号参照）の時期が近づい
てまいりました。本校では「ゼロリスクではない状況における学校行事のあり方」を常
に検討・模索し、先日も運動会を終えたところです。また、部活動においても「北信越
大会」「全国大会」が実施される予定です。そのような状況にあって、今年度の修学旅
行は「全市一律の対応」ではなく「学校ごとに判断・実施すること」となっています。
つきましては、本校独自の明確な基準を設け、修学旅行実施の有無を決定することにい
たしました。

【重要なお知らせ】
（実施の基準）
１．「修学旅行参加確認書」において、「参加」とする生徒数が 170 名以上（在籍数
の 80％以上）であること。
２．実施日において、石川県ならびに訪問先の自治体に「緊急事態宣言」または
「蔓延（まんえん）防止等重点措置」が発出されていないこと。
３，実施日において、学校保健安全法に基づく「休校」「学年閉鎖」「学級閉鎖」が
第３学年を対象に発生していないこと。

上記の３点を満たさない場合は今年度の修学旅
行を直ちに中止とします。
（中止の場合は「日帰りバスプラン」などの代替え措置を、統一テスト後の１１月１０日に行う予定です。）

申し込み数で実施の有無を決定することは前例がなく、全国的にも希有なことと思わ
れます。しかしながら本校では、生徒と保護者の皆様に判断をゆだねることにいたしま
した。
また、実施内容においても基準を設け、内容の見直しを行うことにいたしました。

（内容の基準）
１． 参加者には出発 2 週間前からの「体調管理記録」の提出を義務づけ、終了時
には「簡易ＰＣＲ検査」を行うこと。
２．リスク低減のため活動時間を 48 時間以内（1 泊 2 日）に短縮すること。
３．公共交通機関を一切使用せず、貸し切りバスまたは貸し切りタクシーで移動
すること。また、食事については指定場所で学校の管理下において行うこと。
これらに基づき、かなりの変更を行いました。ただし、内容は本校の「教育課程」な
らびに「修学旅行の理念」に限りなく近づけたものとしました。

今年度は公的な補助金がありません。
昨年度は「全市一律の中止」であったため、金沢市から補助金が支出され、「修学旅
行積立金は全額返金」となりました。一昨年度まで当然のように実施されてきた修学旅
行ですが、ツアーである以上、参加者には契約に基づく「料金規定」とういものが適用
されます。

１ 実施の有無に関わらず「企画料金」がすでに発生しています。
・ほとんどの学校は旅行業者と提携し「手配旅行」という形で運営しています。
今年度の本校の修学旅行は「株式会社日本旅行金沢支店」と提携しています。
延期・変更にともない、今回で 3 回目の手配となりますが、「企画料金」が発
生するのは今回の総額の７％のみです。

２ 実施決定後はキャンセル料金が発生します。
・理由の如何を問わず、参加者には旅行業者規定のキャンセル料が発生します（劇
団四季と京都の体験学習は別途計算）。
「前日から 21 日前まで＝7％」「前日から 8 日前まで＝20％」
「前日から 2 日前まで＝30％」「前日まで＝40％」「当日＝50％」
「出発開始後または無連絡不参加＝100％」

㊟ 参加する場合、心がけていただきたいこと
・最も懸念されるのは、「休校」「学年閉鎖」「学級閉鎖」による中止です。た
だし、これは本校のみのリスクではなく、「全国いかなる学校」でも、「いか
なる行き先の修学旅行」であっても発生するリスクです。

・参加者を起因とする中止の事態になったとしても、それを理由とした誹謗中
傷や差別は絶対に行わないでください。
以上が本校の提起する今年度の修学旅行の基本方針です。行程や内容については別
紙をご覧ください。各家庭で十分に検討の上「参加・不参加」を決めてください。

参加確認書は 7 月 28 日（水）１６：４５締め切りです。集計結果は 30 日（金）
にメール配信でお伝えします。
「修学旅行説明会」について
・本書面による説明で判断できる場合は「説明会」にお越しいただく必要はありま
せん。ご不明の点がありましたら「説明会」にお越しください。
・電話での質問やお問い合わせはお控えください。

「修学旅行要項（最終案）
」
１目的
①ユネスコスクールの理念であるＥＳＤ（education for sustainable development）の実践
②ＳＤＧｓ認定都市金沢として「持続可能な開発のための教育」の実践
③総合的な学習の時間における「系統的な活動演習」の実践
２実施日
2021 年９月９日（木）～10 日（金） 1 泊 2 日
３行き先と宿泊地
行き先＝京都府・大阪府

宿泊地＝大阪市「ホテルグランヴィア大阪」
（１泊）

４内容
９日

6:30

（木） 11:20～12:20
13:00～16:30
活動演習ⅢＢ

金沢駅集合（貸し切りバス 6 台にて大阪へ移動）
昼食 ホテルプラザオーサカ
「芸術的文化の鑑賞と演劇の学習」
・高中祭の「学年劇」に備え、質の高い演劇を鑑賞する。
・キャストやスタッフの技術ならびに演出を学ぶ。
・大阪四季劇場「リトルマーメイド」鑑賞。

17:00～20:45

「バスと船から見る大都市見学クルーズ」
夕食 ルミナス神戸２号に乗船しディナークルーズ

10 日

6:30

（金） 7:20
8:30～14:20
活動演習ⅢＣ

朝食 ルームサービス
貸し切りバスにて京都へ移動
「伝統文化と世界遺産調査自主プラン」
・ゼミのメンバーによる班別行動（貸し切りタクシー66 台）
。
・京都の伝統文化を工房や製作現場で体験する。
・ユネスコ認定の世界遺産を巡り、実物を調査する。
指定昼食場所＝レストラン嵐山・西陣織会館・おかべ屋

18:30

貸し切りバスにて金沢駅到着（到着車両ごとに解散）

＊秋の遠足が 4 月に繰り上がったため、活動演習の呼称は当初案と異なります。

旅行代金見積もり

56,403 円

（料金は参加人数によって変動します）

修学旅行参加確認書
参加の可否

いずれかを○で囲んでください。

参加
アレルギー対応別食

不参加

いずれかを○で囲んでください。

要

不要

必要な場合は原因食材をお書きください。
医療的ケア

いずれかを○で囲んでください。

要

不要

必要な場合は症状と処方をお書きください。

学年・組・出席番号

3年

組

番

生徒氏名（自筆）

保護者氏名（自筆）

締め切り 7/28（水）16:45
＊本書類は個人情報として保護されます。
＊「参加者数」のみ公表され、誰が可否であったかは公表されません。
＊旅行積立金が完納されていない場合は参加できません。納入締め切りは 7 月 28 日（水）
16:45 です。現金にて担任にお支払いください。

プライバシー保護のため、畳んで提出してください。

２年学年だより

金沢市立高岡中学校第 2 学年
第6号
2021 年 3 月 10 日（水）発行

3/1 に関西地方の緊急事態宣言が解除となりました。しかし、先日配布した「修学旅
行への対応」にありましたように、金沢市では 4 月の関西方面への修学旅行を延期とし
ています。本校では「最新の感染症予防対策」に基づいて準備を完了していましたが、
やむを得ず延期を決定いたしました。なお、行き先や内容は変更せずに、このまま事前
学習などの準備を継続していきます。

「延期を決定し、9 月に変更した理由」
１、 「二次感染による高齢者の重症化を防ぐため」
4 月から高齢者へのワクチン接種が始まります。これにより 9 月まで延
期すれば、祖父母の皆様や地域の高齢者に対する「二次感染による重症化」
を大幅に防ぐことが可能になります。
２、 「全国の修学旅行が集中する時期を避けるため」
全国的に 2～3 月の 3 学期と 4～5 月の 1 学期に予定していた修学旅行
が、ほとんど変更されて 10 月前後に集中しています。さらに、先月 13 日
の福島地震の影響で、東北から関西への変更もますます多くなると見込
まれています。本校では 10 月に「高中祭」という大きな学校行事があり
ます。したがって、9 月初旬が最適だと判断しました。
【重要なお知らせ】
実施日

9 月 8 日（水）～10 日（金）

行き先と内容

大阪府・京都府・奈良県
現行の活動演習ⅢＡ～ⅢＤをそのまま行う予定です。

その他

・高齢者の方々のワクチン接種を推奨いたします。
・クラブチーム所属者は実施日前後の日程を調整してお
いてください。
・実施日付近の状況によっては、内容を若干変更する場
合があります。ただし、再延期はいたしません。中止
になった場合は「日帰りバス遠足」などの代替え行事
を別の日に行います。

感染症対策と学校行事の両立は大変難しく、厳しい状況にありますが、常に最善の方法を模索
し、実施にあたっています。今回は大幅な変更となりましたが、何とぞご理解とご協力をお願い
いたします。

【資料】「当初案における変更点の提示」
１実施日
2021 年 9 月 8 日（木）～10 日（金） 2 泊 3 日
２行き先と宿泊地
行き先＝京都府・大阪府・奈良県

宿泊地＝大阪市「ホテルグランヴィア大阪」
（2 泊）

３内容
8日

6:45

金沢駅集合（7:15 発サンダーバード 8 号にて移動）

（水） 10:00～17:30
活動演習ⅢＡ

「伝統文化と世界遺産調査自主プラン」
・ゼミのメンバーによる班別行動。
・京都の伝統文化を工房や製作現場で体験する。
・ユネスコ認定の世界遺産を巡り、実物を調査する。
・京都～大阪の都市間移動を実践する。
昼食＝班ごとに京都市内で外食
夕食＝レストラン嵐山

9日

7:00

朝食＝ホテル内朝食会場

（木） 8:30～17:30

「政令都市と世界遺産調査自主プラン」

活動演習ⅢＢ

・クラスのメンバーによる班別行動。
・政令都市大阪の機能と規模を体験する。
・ユネスコ認定の世界遺産を巡り、実物を調査する。
・大阪～奈良の都市間移動を実践する。
昼食＝奈良公園内「神仙境」
夕食＝班ごとに大阪市内で外食

18:30 ～ 21:00 「芸術的文化の鑑賞と演劇の学習」
活動演習ⅢＣ

・高中祭の「学年劇」に備え、質の高い演劇を鑑賞する。
・キャストやスタッフの技術ならびに演出を学ぶ。
・大阪四季劇場「リトルマーメイド」鑑賞予定。

10 日

7:00

朝食＝ホテル内朝食会場

（金） 9:00～13:00

「エンターテインメント産業における接客の学習」

活動演習ⅢＤ

・「2020 年キャリア教育（職場体験）
」の代替えプログラム
・キャストやクルーの接客理念や技術を学ぶ。
・ユニバーサルスタジオジャパン利用予定。

18:00

貸し切りバスにて学校着（18:15 解散予定）

旅行代金見積もり

57,808 円

