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市立札幌開成中等教育学校
Sapporo KAISEI Secondary School

新１年生保護者説明会 2021.2

学校生活について
市立札幌開成中等教育学校 生徒支援部

登校時間 ７：３０～８：２５
～ミーティング・朝読書～

１session ８：４０～１０：２０
２session １０：３０～１２：１０

LunchTime

CosmoTime

３session １３：１０～１４：５０

道徳
LHR

～ミーティング～

下校時間 ～１６：４５

１２：１０～１３：１０

１５：００～１５：５０

令和２年度 週時程（令和３年度変更の可能性あり）
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・★印は教育相談時間です。
生徒が学習や生活について、教員と
相談することができる時間帯です。

・下校の目安は、
給食後の下校（月曜日）…14:00頃
道徳orLHRのある曜日…16:00頃
３sessionの曜日…15:00頃

となります。

※令和３年度の週時程は未確定です。
あくまで参考程度にご覧ください。

地下鉄・JR・バス・徒歩などでの通学にな
ります。
※充実期（３年生）からは自転車利用
が可能です。

【登校】 ７：３０～８：２５

【朝読書】

「本」は、持参したものを読みます。

・教科教室型です。教科によって
授業教室が異なります。

【授業】 100分間授業
※１００分授業←「session」

ラウンジロッカーや
カバンを上手に使って
移動します。

※現在は、新型コロナ
感染防止の観点から、
教室移動は最小限に
しています。

・MT、授業は少人数（２６～２７名）
の『チーム（ａ～ｆ）』で行います。

・各チームの定められた教室に登校
することになります。

・現在(2021.2)は、コロナ防止対策の
関係上、教室移動を最小限にしている
ため、チームのHR教室での授業がメイ
ンになっています。
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・１～３年生は「給食」です。
ランチマット エプロン 三角巾 マスク
が必要です。

【Lunch&Cosmo Time】
１２：１０～１３：１０

※４年生からは、お弁当持参になります。

【部活動、生徒会活動、ユニット活動】

放課後活動共通ルール

・月曜日は、完全下校日
・平日の1日は、活動制限日

放課後活動に参加した場合
・最終下校時間 １８：００
（休日･･･１６：３０）

文化系
・管弦楽部
・美術部
・演劇部
・書道部
・茶道部

～部活動～

体育系
・軟式野球部
・バスケットボール部(男・女)
・バドミントン部(男・女)
・陸上競技部
・サッカー部
・テニス部(男・女)

※本校の部活動の共通ルール

◎会議日以外で土日のいずれかを含めた
週３日以内の活動

◎大会出場は年３回以内

◎設置していない部活動に学校として大会に参
加することは認めない
（水泳、柔道、スキー、アイスホッケーなど）

ただし、学校の許可を必要とせず、個人として参加するものについて

は妨げない
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～ユニット活動(令和２年度)～

・物理探究班
・数学班
・アイデア発想班
・心理探究班
・化学実験班
・国際交流班

・現代評論研究班
・天文班
・生物化学班
・文芸班

※ユニット活動とは、教員と生徒の双方の興味関心に
よって開設される探究的な活動をするグループです。
そのため、毎年度開設されるユニットは変わります。

地下鉄東豊線……元町駅、環状通東駅
※元町駅～本校 徒歩１５～２０分程
※環状通東駅～本校周辺 バス５分程

地下鉄南北線……北24条駅
※北24条～本校周辺 バス２０分程度

《登下校》

～最寄りの駅～

・教科書
・筆記用具
・タブレット端末（貸与）
・その他各教科で指定されたもの
（授業ごとに持ち物が変わります）

・ファイルやルーズリーフを使う教科
が多い

※後日、各教科等から連絡があります。
連絡があってから準備をしてください。

《持ち物》

授業道具は…？ 特に指定はありません。
リュックタイプが便利

カバンは…？
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登校後 リュックの荷物を整理しロッカーへ。
１・２sessionの荷物を「手提げ」へ。

↓
↓教室移動
↓

Lunch・Cosmo Time
↓

３sessionの荷物を入れ替える
↓
↓

授業後、ロッカーを整理して、持ち帰るものをリュックへ

校内では、
ロッカーとカバンを上手に活用

※通学用のリュックとは別に「手提げカバン」を
併用している生徒も多いです。

※現在は、新型コロナ
感染防止の観点から、
教室移動は最小限に
しています。

・貴重品は学校に持ってこないことが基本です。
（ただし、持ってきた場合は自己管理）
※入学当初は、帰りミーティングまで預かるので
財布・携帯が入る程度の小袋の準備を。

（コロナ対策の関係上、預かれなくなる可能性もあります。）

貴重品は…？

・携帯電話、スマートフォンについては、
校内での使用は禁止です。

※必要な場合は先生の許可のもと使用します。

ラウンジロッカー ※１人１台あたります。
生徒個々が管理します。

シューズロッカー
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《服装について》

普段は「私服」での登校です。

普段の服装については、特に指定はありません。

過度な露出や華美な服装、頭髪の加工、装飾品は
６年間を通じて認めていません。

上靴は指定されています。入学前に店舗でご購入
ください。
（年度途中における「買い替え」は、本校売店で
対応できます。）

《服装について》

儀式では「４アイテム」を着用します。

４アイテムとは…
ネクタイ（指定） エンブレム（指定）
紺色ブレザー 白Yシャツ

紺色ブレザー、白Yシャツの指定はありません。
ただし、紺色ブレザーは、胸ポケットにエンブレム
が入る形状のものをご準備ください。

※ズボンやスカートの指定はありません。
外部への発表会等でも着用します。
紺色ブレザーに合わせた落ち着いた色にすることを
お勧めします。

《服装について》

体育では、指定ジャージを着用します。

※部活では、指定以外のジャージも可

本校指定ジャージは、
紺色系上下、青色系上下 があります。

色の組合せは自由です。
例）上：青色 下：紺色

上：紺色 下：紺色
など

《Student handbookについて》

・学校教育目標

・校舎について

・国際バカロレアについて

・生活のルール

などが書かれています。

後日、生徒に配布されます。



7

インターネット・スマホの利用について
～安全に利用するために～

ご家庭でルールを決める際などの参考にしてください。

インターネットの利用

(少し前は) (今は)

限定的な利用 → 多様な利用方法

便利なもの → 必要なもの

利便性高、情報量多 ⇒ 影響力大

操作が簡単に、機器が多様に
⇒大人と子どもで目的・認識が違う場合も…

『いつでも』
『どこでも』 つながることが可能
『誰とでも』

＞

インターネットの利用
《認識の変化》

連絡・通信 発信・共有
情報収集 表現手段

○情報の信用性

○有害情報

○誤解や食い違い

○通信マナー

○個人情報の流出

○拡散、炎上

○警戒心の低下

＋

《心配されること》

ネット環境・機器・サービスの多様化
＋

ネット利用の認識(目的)・知識の違い

子どもが、何をどのように使っている
のかを理解していく必要がある。

◆積極的なコミュニケーション手段として活用
◆目的別のサービスの使い分け

－自分を知ってほしい
－表現したい、共感を得たい
－友達は何をしているか知りたい
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ネットの特性 過信と誤解

○非公開だから大丈夫。
→友達だけではない。秘密も漏れる可能性

常に公開されている意識が必要

○匿名性が高い。
→自己開示の増加。言い過ぎ、マナー違反。

使うほど、匿名性は低くなる。

○いざとなれば消せる。
→そういう内容こそ、どこかに残る。

画面からは消えるが、ネット上から
は消せない。

スマホやPCを使用させる際に…

上手なフィルタリングの活用
・大手３社では４段階のレベル設定が可
・ただし、大人が契約者となる場合注意。

利用時間、利用方法の家庭内ルールを
・成長段階に合わせた明確なルール
・守れなかった時のことも明確に！

何を使って、どんなやりとりをしてるか
・保護者が確認と把握ができる環境に！
・犯罪被害者になってしまうことも

正しい判断と上手な利用ができるために！！

本校のタブレット利用について

入学後に『利用ガイドライン』を配付
⇒学級でも確認しますが、ご家庭でも内容の
確認を必ずしてください。

《要点》

・学習ツールの１つとしての利用
→目的は、学習利用である。

・個人的な設定変更やアプリの追加は不可
→万が一、そのような行為で不具合が生じた可能性
がある場合、個人で修理・修繕していただきます。


