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〜5/31

休校期間
内

三田学園の取り組み

休校期間内の全校的な取り組み
＿学習サポート
（前略）

3〜4 カ月にも及んだ、感染症拡大予防に伴う休校期間。学びを
止めない、生活を律する──この間も生徒第一で創意工夫を凝
らし、継続してきた本校の取り組みの一部をご紹介します。
※感染症とは新型コロナウイルス感染症のことです。

【おうちダンス】
音楽にあわせて元気よく！
動画
リズムダンス
休校が長引くなか、自宅で過ごすうちに

本校では現在、全校を挙げて在校生への

「体がなまってしまって…」とか「太っちゃっ

学習サポートを全力で行っています。

たなあ」という本校生、多いのではない

その中心となるのは、
「全校生に 1 人 1 台

でしょうか。

のタブレット貸与」という全国に先駆けて

普段なら部活動や自主的な活動で、休める

のインフラ面でのアドバンテージ。

間もないくらい、体を一日中使っている

これを最大限に活用して、各学年では日々

中高生だから、なおさらでしょう。

の生徒たちへの健康確認からオンライン

そんなタイミングに、自宅で取り組める

授業や教材作成･配付までをきめ細かく実

「リズムダンス」をご紹介します。

施しています。

本校体育科でダンスを担当している教員

そこで、今日はそんな取り組みの一例を

が、場所要らず、一人でできるダンスの実

ご紹介します。

技指導動画を作成。ラジオ体操のような気

●中学 2 年生 理科

軽さ、3 分余りという短時間のため、本校

理科担当の教員が理科教室で化学実験の

生はもちろん、兄弟姉妹からお父さん、お

動画を撮影。試験管に入れた酸化銀を熱

母さん、さらにはおじいちゃん、おばあちゃん

すると、そこからは…（中略）

まで、年齢を問わず、家族いっしょに楽し

●高校 2 年生 社会科

んでいただけること、うけあいです。

政治経済の担当教員が音声を用いた教材

本来、小学生を対象に作られた動画のため、

を作成。本校では日頃から使い慣れてい

新設した小学生向けページ「いっしょに遊

る学習用アプリを活用して、……（中略）

ぼ！＿動画レッスン」から配信。併せて、

※入学直後だった中 1 生は、タブレット

今回は SG Movies からも公開中です。

操作等に不慣れなため、教材の郵送等の方

ぜひ、やってみてくださいね。

法も併用しました。

【高３】三田学園発 社会を支える
人たちに感謝の思いを
動画
伝えようプロジェクト
（前略）
こうして始まった “感謝を届けるアクショ
ン” は、
「三田学園発 社会を支える人た
ちに感謝の思いを伝えようプロジェクト」
と名付けられ、またたく間に在宅中の高 3
生たちに伝わっていきました。
生徒たちからのメッセージは一旦、5 月 15
日 ( 金 ) に募集を締め切り。短期間でした
が、それでも現在 23 人から言葉やイラス
ト等でのメッセージが寄せられました。
一つ一つのメッセージからは、彼ら彼女
たちが現在の状況を自分事としてしっか
り捉え、医療従事者の方々の身を労りな
がらも大きな信頼を寄せていること。
また、一点一点のイラストや立体作品か
らは、そうした医療従事者の方々への彼
ら彼女たちの大いなる共感が滲み出ると
ともに、現場での癒やしに少しでもなれ
ばとの思いが込められていること。
これら高校生だからこその、純粋で真っ直
ぐな気持ちがひしひしと伝わってきます。
（動画を含む続きは、以下の QR コードから）

（動画を含む続きは、以下の QR コードから）

（続きは、以下の QR コードから）
「学園通信」より

阪神間からも、意外と近い。

タブレットで予習復習するのに、ちょうどいい通学時間。

「三田」駅から
JR•阪急「宝塚」駅から
神鉄「谷上」駅から
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各線「三宮」駅から
阪急「西宮北口」駅から
JR•神鉄

4分
約 20 分
約 30 分
約 40 分
約 40 分
約 45 分
約

「学園通信」より

「学園通信」より

お知らせ

JR 福知山線

TOPIC

神戸電鉄

「横山」駅から

1分

徒歩

能勢電鉄

本校OBがマスク2,000枚を寄贈
本校 97 回卒の OB、仲山 慧（なかやま

けい）さんが６月 4 日に来校。新型コロ
ナウイルス感染症拡大予防で休校明け
直後だった本校に、
「母校の教職員の皆
さんでお使いください」とマスク 2,000
枚を寄贈くださいました。寄贈は学友
の岸本大吾さんとの連名で、マスク不
足がまだまだ叫ばれていたなか、本校
にとっては大変ありがたい OB からの
プレゼントになりました。

自 分 発、未 来 を 創 る 人 に な る
詳しくは

三田学園公式ホームページ

