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令和２(2020)年３月 13日 

保護者 様 

神戸大学附属中等教育学校 

校長  藤 田 裕 嗣 

 

新型コロナウイルスに関連する本校における対応について(第４報) 

 

浅春のみぎり，保護者のみなさまにおかれましては，ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素よ

り本校教育活動に御理解・御協力いただき，誠にありがとうございます。 

臨時休業開始から２週間が経とうとしていますが，新型コロナウイルスの感染拡大は未だに収束の様子を見

せません。本校も感染防止の策として当面 15 日(日)までを臨時休業期間としておりますが，その更新内容を

その他の事項とともにお知らせいたします。 

本校としましては，休業期間中も生徒・保護者と学校のつながりが損なわれることのないように願っていま

す。今後とも御理解・御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

内容： 

１ 【更新】臨時休業について   自宅待機を４月７日(火)まで延長します 

２ 【新規】令和元(2019)年度の成績通知について 

３ 【新規】登校可能な日「教材配付日」「登校予備日」「生徒相談日」の設定について 

４ 【更新】ＳＧＨアンケート（保護者対象）及び学校評価アンケート（保護者対象）について 

５ 【更新】春季休業中の課題について 

６ 【新規】(参考)学習支援 webページの御紹介 

７ 【新規】４月の月間行事予定について 

８ 【再掲】本校から御家庭への連絡手段について 

９ 【更新】生徒が感染した(と疑われる)とき，濃厚接触者となったとき 

〇 部活動・GAP等のプログラム開催状況 3月 12日現在  

※ 状況が刻々と変化することが考えられます。３月 13 日午前 10 時現在の対応のお知らせとなります。 

※ 本校 Webサイト  http://www.edu.kobe-u.ac.jp/kuss-top/index.html 

※ 本校宛緊急メール kuss-emergency@edu.kobe-u.ac.jp 

 

 

１ 【更新】臨時休業について   自宅待機を４月７日(火)まで延長します 

３月 15 日(日)までを当面の休業期間としておりましたが，新型コロナウイルスの感染拡大

状況に鑑み，休業期間を 19日(木)まで延長します。その後，ただちに春季休業(４月７日(火)

まで)に入ります。従前は登校日としておりました３月 16 日(月)及び 19 日(木)については次

ページを御参照ください。 

当面，春季休業終了の４月７日(火)までは，授業，考査，特別活動，部活動等を学校は実施

しません。この間の生徒は「自宅待機」とします。ただし，後述のように登校可能な日を４月

７日(火)までに設けます。また，感染収束状況等により自宅待機の解除等をその都度判断する

http://www.edu.kobe-u.ac.jp/kuss-top/index.html
mailto:kuss-emergency@edu.kobe-u.ac.jp
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ことがあります(その際は速やかに本校 Webサイト及びまちこみメールでお知らせします)。 

 

２ 【新規】令和元(2019)年度の成績通知について 

令和元(2019)年度の成績通知は，新年度の登校日に行います。 

ただし，後期課程生で修得不認定の科目等を有する生徒には，その旨を３月 18日(水)の 15:00

～16:00に自宅で電話連絡を差し上げます。 

 

３ 【新規】登校可能な日「教材配付日」「登校予備日」「生徒相談日」の設定について 

このような形で本年度の終わりを迎えることとなりましたので，以下のように登校可能な日

を設定します。 

(1) 「教材配付日」を次のように設定します。来年度に使用する教科書や副教材の配付をし

ます。 

今後の感染状況が悪化する懸念が拭えず，年度末の業者による校舎清掃のスケジュール

もありますので，「教材配付日」に校内にある私物をすべて持ち帰らせてくださるよう御

協力お願いいたします。 

① 生徒の登校の集中を緩和するため，「教材配付日」を学年別に定めます。 

    ３月 16 日(月)  ２年(10回生)，４年(８回生)  

副教材配付及び私物持ち帰りのため 

    ３月 17 日(火)  １年(11回生)，３年(９回生)，５年(７回生)  

副教材配付及び私物持ち帰りのため 

    ３月 19 日(木)  ２年(10回生)，３年(９回生) 

高校教科書配付及び私物持ち帰りのため 

教科書や副教材の配付量が多い学年は２日間設定しています。 

② 登校する場合は，①で指定された日に通常登校と同様の時間帯に登校(徒歩または

学校回りバス乗車)させ，ＨＲ教室(付近)で学年の先生の出席確認を必ず受けさせ

てください。 

③ 時差登校(11:00 まで)をする場合や「教材配付日」に登校をしない場合は，必ず緊

急メールでその旨の連絡をお願いします。  

(2) (1)の「教材配付日」に登校できなかった場合等のため，次のように「登校予備日」を

設定します。 

① 「登校予備日」は全学年共通で３月 23日(月)及び３月 24日(火)とします。 

② 登校する場合は，通常登校と同様の時間帯に登校(徒歩または学校回りバス乗車)さ

せ，ＨＲ教室(付近)で学年の先生の出席確認を必ず受けさせてください。 

③ 「登校予備日」に登校をする場合は，必ず緊急メールでその旨の連絡をお願いしま

す。 

(3) 生徒の学習面や心身面の支援等のため，「登校予備日」の後に「生徒相談日」を設定す

る予定です(感染の状況等により設定ができなくなることがあります)。 

 

「教材配付日」「登校予備日」「生徒相談日」(以下ではまとめて「教材配付日」等と表示)に

ついては，以下の点に御留意ください。 
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(1) 「教材配付日」等は休業期間中ですので「出席すべき日」ではなく，出欠の記録には一

切関係しません。 

(2) 「教材配付日」等として定められた日以外には登校させないでください。 

(3) 教科書副教材の配付に関わって，「教材配付日」等に現金を授受することはありません。 

(4) 「教材配付日」等に登校しなかった場合の教科書副教材の配付及び私物の持ち帰りにつ

いては，後日連絡します。 

(5) 「教材配付日」等に登校しないことで生徒や御家庭に不利益が生じないように配慮いた

します。 

 

４ 【更新】ＳＧＨアンケート（保護者対象）及び学校評価アンケート（保護者対象）

について 

(1) ３月 10日(火)締切でお願いしておりましたＳＧＨアンケートについて，３月２日(月)

に提出してくださいました保護者の皆様，ありがとうございました。さらに御協力いた

だける方は，「教材配付日」にお子様を通じて提出していただけますと幸いです。 

(2) ３月 11 日(水)締切で Web 回答(紙回答も可)をお願いしておりまし

た学校評価アンケートについて，御回答いただきました保護者の皆

様，ありがとうございました。回答締切を３月 24 日(火)に延長いた

しますので，さらに御協力いただける方は，右のＱＲコードまたはア

ドレス https://forms.gle/4QxjPHvrLDVivwjP6 から回答していただ

けますと幸いです。 

 

５ 【更新】春季休業中の課題について 

春季休業中の課題について，本日３月 13日(金)に本校 Webサイトに掲載いたします。また，

同一内容を各学年からまちこみメールでお知らせします。 

学校登校が叶わない厳しい状況ですが，学習の方も疎かにならないように生徒へ御指導いた

だけましたら幸いです。 

 

６ 【新規】(参考)学習支援 web ページの御紹介 

文部科学省及び兵庫県教育委員会では，学校の臨時休業への対応のための学習支援コンテン

ツサイトを公開していますので，参考資料として御紹介いたします。 

(1) 文部科学省 「臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト（子供の学び

応援サイト）」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 

(2) 兵庫県教育委員会事務局教育企画課 「新型コロナウイルス感染症による学校の臨時

休業への対応（学習支援コンテンツポータルサイト）」 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~kikaku-bo/index.html 

 

７ 【新規】４月の月間行事予定について 

令和２(2020)年度の年間行事予定については現在計画中であり，決定次第お知らせいたしま

す。４月の月間行事予定も同様ですが，主だったものを以下に記します(相当前から企画されて

https://forms.gle/4QxjPHvrLDVivwjP6
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
http://www.hyogo-c.ed.jp/~kikaku-bo/index.html
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いたものもそのまま記しています)。学年は新学年で表記しています。 

７日(火)まで 春季休業 

８日(水) 着任式，始業式，(午後)入学式 

９日(木) 新入生オリエンテーション(１年，～14日) 

10日(金) 学力推移調査(１～３年) 

14日(火) ６年生ＫＰポスター発表 

16日(木) 全国学力・学習状況調査(３年) 

24日(金) 40分×４限，全校保護者会(午後) 

ただし，今後の感染状況等により大幅な変更があり得ます。御了承ください。 

 

８ 【再掲】本校から御家庭への連絡手段について 

休業中の学校からの諸連絡は，本校 Webサイト及びまちこみメールで行います。本校 Webサ

イトとまちこみメールで同一の内容を連絡します。 

まちこみメールでは添付ファイルをうまく開くことができないとの報告を保護者の方から受

けておりますが，添付ファイルは本校 Webサイトでも御確認いただけます。 

 

９ 【更新】生徒が感染した(と疑われる)とき，濃厚接触者となったとき 

休業期間中，生徒が新型コロナウイルスに感染したり感染が疑われたりする場合や，濃厚接

触者(同居家族等に新型コロナウイルス感染症患者が発生し，健康福祉事務所(保健所)から自

宅待機等の指示を受けた者)となった場合は，緊急メールでその旨を必ず連絡していただくよ

うお願いします。 

 



団体名 プログラム名 予定日 状況 備考

学校評価アンケート（生徒） 延期 次年度に実施

学校評価アンケート（保護者） web回答
紙回答は不可能となりま

した

SGHアンケート（生徒） 中止

SGHアンケート（保護者） 実施
可能であれば3月19～24

日の登校時に持参下さい

研究部より ５KPポスター発表会 3月13日 延期 4月14日開催予定

神戸大学留学生との交流
1年：3月12日

2年：3月13日
中止

OECD日本イノベーション研究会 3月14・15日
3月14日のみ

オンラインで実施
生徒2名自宅から参加

WWL・SGH×探求甲子園 3月21日 中止

PDA中学生即興型英語ディベート全国大会 3月21日 オンラインで実施

方法1. Zoomで学校から参加

方法2. Zoomで自宅から参加

（登校できない場合）

EU東京研修 3月22～24日 中止

ジオパーク（山陰海岸）研修 3月23日 中止

日本物理学会Jrセッション（5年生1名） 3月17日 オンライン開催延期 延期実施日未定

物理トレセン（物理オリンピック対

策講習会＠神戸高校、4年生3名）
3月20日 中止

DR3　Zoom会議(課題研究発表) 3月17日 中止 ファイル交換は未定

DR3　震災25年ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ報告会 3月21日 中止 報告書のみ提出(済)

DR3　2020年メンバー募集締切り 3月19日 4月10日まで延長

DR3　毎日新聞取材(4年生2名) 3月23日 延期 登校再開後に日程調整

 部活動・GAP等のプログラム開催状況　3月13日現在

※赤字が変更部分

学校より 3月11日

【GAP関連】

GAP



第2回生徒総会 3月17日 4月に延期 登校再開後に検討

2020年度生徒会選挙 3月17日 4月に延期 登校再開後に検討

後期　リーグ戦 3月15日
延期

(4/25,26,29に延期予定)

現時点では県内3/2～3/15の試

合はすべて中止・延期。3/22の

リーグ戦は開催予定。

前期　フェニックスリーグ
3月8・20日

3月21･29日
延期 延期スケジュール未定

前期男子　練習試合 3月8日 中止

前期男子　練習試合 3月14日 中止

前期女子　東灘区中学校女子春季大会 3月20日 中止

前期女子　東灘区中学校女子１年生大会 3月21日 中止

女子　神戸市春季強化練習会
3月22日

3月29日
中止

フィールド記録会・長距離記録会 3月8日 中止

第１回神戸市記録会 3月30日 中止

高校地区別記録会 4月4日 未定

兵庫陸上競技春季記録会
4月11日

4月12日
未定

兵庫リレーカーニバル
4月18日

4月19日
未定

春季ジュニアテニス選手権大会

U14･U16･U18
3月 中止

U14は，5月開催にむけて準備

今後中止の可能性もあり

前期　練習試合・校外練習
3月14・15日

21・22日
中止

後期男子　練習試合 3月8・14日 中止

前後期男女　兵庫県団体選手権大会 3月14・15日 中止

後期男女　兵庫県卓球選手権大会 3月29日 中止

後期男女　神戸市卓球選手権大会 3月30・31日 中止

前期男子　練習試合 3月7日 中止

前期男女　東灘区1年生大会 3月20日 中止

【生徒会関連】

【運動部】

卓球部

テニス部

バスケットボール部

生徒会

サッカー部

陸上競技部

バレーボール部



吹奏楽部 第5回定期演奏会 3月27日 中止
代替の演奏披露の機会

可能性を探る

HPDU西日本オープン2020

（ディベート大会）
3月15日 オンラインで実施

オンラインプラットフォームを

使用。各自自宅から参加。

第９回連盟杯 3月22日-23日 オンラインで実施

方法1. Zoomで学校から参加

方法2. Zoomで自宅から参加

（登校できない場合）

第13回声楽アンサンブルコンテスト全国大会 3月18日-22日 中止
航空機代、宿泊費等現在キャン

セル手続き中。

第7回演奏会 3月25日
中止

延期(仮)
延期を含め代替案を検討中

演劇部 特になし

科学研究部 特になし

美術部 特になし

PC部 特になし

家庭科研究部 特になし

アンサンブル同好会 吹奏楽部第5回定期演奏会への賛助出演 3月27日 中止

文芸同好会 特になし

ESS部

コーラス部

【文化部・同好会】


