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令和２(2020)年４月７日 

保護者 様 

神戸大学附属中等教育学校 

校長  井 上 真 理 

 

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９報) 

 

兵庫県や大阪府に緊急事態宣言が発令される見込みのようです。これを受けて，府県の知事は何らかの要請

や指示をする可能性があります。 

本校も，刻一刻と変わる状況に走りながら対応しているのが現状で，すべてのことについて細部までお知ら

せできる状態ではありません。その時にわかることやその時までに決めたことをお知らせしていきたいと考

えています。またすべてのことは状況の変化により変更等があり得ますこと，どうか御了承ください。 

今後も感染拡大防止を最優先とし，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努めてま

いりますので，御理解・御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

内容： 

１ 【新規】第１学年・８日(水)午後「新入生登校日」について 

２ 【新規】第２～６学年・休業期間中の本校と生徒とのかかわりについて 

３ 【新規】第３学年及び第５学年・生徒証の写真を御準備ください 

４ 【再掲】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 

５ 【新規】次報(第 10報)は今週中に配信します 

※ 状況が刻々と変化することが考えられます。４月７日 15:00現在の対応のお知らせとなります。 

※ 学年は新学年で表記しています。 

※ 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 【新規】第１学年・８日(水)午後「新入生登校日」について 

昨日６日(月)の第８報でお知らせした「新入生登校日」は，現時点では実施の予定であり，

以下のように計画しています。 

(1) 日時 ４月８日(水) 14:00～，30分程度 (13:30から校内にお入りいただけます) 

(2) 場所 本校校舎及びグラウンドまたは体育館 (神戸大学六甲台講堂ではありません) 

(3) 内容 教科書等の配付，学級担任及び学年団教員の紹介 

(4) 詳細 

13:30～ 校内入構可 

13:50頃まで 新入生は指定の教室で教科書等を受け取った後グラウンドへ， 

  保護者は直接グラウンドへ 

  あらかじめ，組と出席番号を御確認ください。 

  学校到着時刻により，教科書等受取を後回しにすることがあります。 

http://www.edu.kobe-u.ac.jp/kuss-top/index.html
mailto:kuss-emergency@edu.kobe-u.ac.jp
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14:00  新入生は保護者とともにグラウンドへクラス別に集合 

  学年主任より学年団教員の紹介 

14:30  終了，解散 

※ グラウンドから体育館(窓開放)へ場所変更することがあります 

(5) その他 

① 当日は体温計測等により体調を確認の上でお越しください。少しでも体調に不安が

ある場合は出席見合わせを積極的に御検討ください。 

② 「新入生登校日」は授業日に数えないこととします。「新入生登校日」の登校にあた

っては，保護者の安全判断を最優先してください。欠席をされた場合でも新入生及

び保護者に不利にならないよう配慮いたします。 

③ 「新入生登校日」は，新入生とその保護者１名にお越しいただくことができます。

感染防止のため，参加者数を必要最小限に抑えます。 

④ 本校へお越しの際は公共交通機関を御利用ください。送迎を含め自家用車で会場及

びその周辺にお越しになることはお避けください。地域の住民の方々へ多大な御迷

惑をおかけすることとなり，またバス運行などに大きな支障を生じます。 

⑤ バス乗車について 

阪急御影，ＪＲ住吉及び阪神御影と本校間には，神戸市バスの 19系統及び 39系統

が運航されています。これらは日中は病院「甲南医療センター」へ通院される方が

利用されます。本校関係者と他の乗客の方のお互いの感染防止のため，「行き」「帰

り」とも 19系統及び 39系統には乗車せずに次のようにしてください。 

ア 阪急御影駅からお越しの方は，なるべく本校まで徒歩でお越しください。 

「行き」に市バス利用の場合，「阪急御影北口」バス停から増発便(バス時刻

表にないバスを配車しています)を御利用ください(「帰り」に増発便はあり

ません)。 

阪急御影北口発 増発便 13:10 13:20 13:30 ※表示は「19 神大附属前」 

参考：通常便(時刻表のバス) 13:01 13:17 13:37 

イ ＪＲ住吉駅及び阪神御影駅からお越しの方は，市バス 38系統で「赤塚橋」バ

ス停で降車し，本校まで徒歩で(徒歩 10分)お越しください。 

⑥ 当日は，以下のものをお持ち帰りいただきます(当

日に来られなかった場合は後日に個別対応いたし

ます)。持ち帰り用のカバンの準備をお願いします。 

教科書，副教材等 合計約 35冊(右図) 

紙袋に入った体操服一式 

⑦ 第１回入学予定者招集で御案内した任意保険「神戸

大学生協共済保険」を申し込まれる方は，保険料を

学年団教員にお渡しください。 

⑧ 来校に徒歩を要すること，荷物の持ち帰りがあること，屋外で温度調節の必要があ

ることから，新入生と保護者ともに機能性を重視した服装でお越しください。制服

着用の必要はありません。 

⑨ 本校は上靴のない一足制です。上履きは必要ありません。体育館で実施の場合もス
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リッパを本校で準備します。 

⑩ どの場面でも密集・密接・密閉を避けていただきますよう御協力をお願いいたしま

す。校門付近及び校舎内での写真撮影は混雑が予想されるため，御遠慮ください。 

⑪ 通常の状態で登校が可能となったときに，改めて新入学のイベントを開催したいと

考えています。 

⑫ 政府や県の発表等により，「新入生登校日」は中止や大幅な変更等が当日である明日

８日(水)になってもあり得ます。これらのときは速やかに本校 webサイト及びまち

comiメールでお知らせします。 

 

２ 【新規】第２～６学年・休業期間中の本校と生徒とのかかわりについて 

休業期間延長に伴い，第２～６学年生徒に対して次のことを計画中です。詳細は未定であり，

決定次第速やかに御連絡いたします。 

(1) 今週末から来週に第２～６学年生徒の「登校可能な日」を設定する方向で検討していま

す。詳細は近日中にお知らせいたしますが， 

・諸書類や教科書等の配付，生徒の様子確認等の最小限の事項のみ行い下校させる 

・通勤ラッシュを避けて時刻設定する 

・全学年一斉とせず学年別の分散登校とする 

・登校を強制するものでなく，登校しなかった場合でも生徒や保護者に不利にならな

いよう配慮する 

ものとします。 

(2) 通知簿や新年度の配付書類のため，必要があれば御家庭に郵送物を発送することがあ

ります。 

 

３ 【新規】第３学年及び第５学年・生徒証の写真を御準備ください 

第３学年(10回生)及び第５学年(８回生)は生徒証の更新となります。生徒証に貼付する顔写

真を御準備ください。上記の「登校可能な日」が設定されれば，そのときに持参をお願いする

かもしれません。 

・たて 30mm，よこ 24mm 

・最近３か月以内に撮影 

・顔が明瞭に確認できる 

・加工していない 

 

４ 【再掲】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。 

 

５ 【新規】次報(第 10 報)は今週中に配信します 

次報(第 10報)は２(1)等のこともありますので，遅くとも今週中に配信します。状況の急変
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があればその都度配信いたします。 

 

以  上 



団体名 プログラム名 予定日 状況 備考

学校より 学校評価アンケート（生徒） 3月11日 延期 次年度に実施

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  Zoomで自宅から参加（済）

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 期日未定で延長

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　4月6日現在

※赤字が変更部分

【GAP関連】

GAP



第2回生徒総会 3月17日 延期 休業中検討、再開後準備

2020年度生徒会選挙 3月17日 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3/2～3/31の試合

はすべて中止か延期。

前期　フェニックスリーグ
(1)3月8・(2)20日

(3)3月21･(4)29日
延期 5月3日以降

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

後期男女　神戸市内高等学校春季リーグ戦
4月18日
4月19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 中止

兵庫陸上競技春季記録会 4月11・12日 中止

兵庫リレーカーニバル 4月18・19日 中止

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・29日
中止

後期男子　練習試合 3月8・14日 中止

高等学校総合体育大会団体戦 4月25・26日 5/9.10に変更

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

後期男女　神戸市民大会 4月12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 Zoomで自宅から参加（済）

第９回連盟杯 3月22日-23日 オンラインで実施  Zoomで自宅から参加（済）

第1回フラワーカップ 4月19日 オンラインで実施
Zoomで学校または
自宅から参加

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】

12回生



種目 大会名（顧問会名） 大会開催予定日
抽選会（顧問会）予定日

場　所
変更措置

（中止または延期）
延期予定日 備　　考

野球 第38回 神戸市中学校
春季野球大会

4月18、19、
　　25、26日 中止

バレーボール
神戸市中学校春季
バレーボール大会
（神戸市民大会）

4月25、26、29日
4月10日（金）

長田中学校
抽選会及び大会

中止

１０日に臨時役員会をもち、今年度の
大会日程などを協議し、その後、各校
顧問へ連絡します。

ソフトボール 神戸市中学校選手権
（神戸市民大会）

4月18、19、26日 4月14日（火）
（大原中学校）

協議中 決定し次第連絡
近日中に、詳細を各校顧問へ連絡しま
す。

ソフトテニス 神戸地区選手権大会
４月25、29日

5月2日
なし 中止

相撲
長田神社商工祭相撲大会
（第61回神戸市内中学校

相撲大会）
4月25日 なし 中止

サッカー 2020神戸市
フェニックスリーグ

４月12、26、29日
令和2年度神戸市サッカー協

会第3種指導者会議
（玉津中学校）

試合は延期 5月3日から
4月4日の令和2年度神戸市サッカー協
会第3種指導者会議は実施予定

陸上競技 神戸市民大会 4月25日 なし 延期 5月2日 詳細・変更内容はHPで連絡

体操競技 神戸市民大会
体操競技大会

5月2日 なし 中止

水泳競技 神戸市中学校体育連盟
水泳競技部顧問会

4月27日（月）15:00
（本多聞中学校）

延期 決定し次第連絡
近日中に、詳細を各校顧問へ連絡しま
す。

ハンドボール 神戸市市民大会 ４月１８日、１９日
なし

（県顧問会はあり）
延期 決定し次第連絡

近日中に、詳細を各校顧問へ連絡しま
す。

剣道 第62回神戸市市民大会 5月9日 なし 中止

バスケットボール 神戸市市民大会
4月25、26、29日

5月2日
4月１０日（金）
（御影中学校）

抽選会及び大会
中止

近日中に、総会資料等おくります。4
月9日までに顧問変更あれば、御影
中・尾崎まで連絡をください。

柔道 神戸市民大会 5月16日
５月７日（木）
（長坂中学校）

大会中止
顧問会は実施予定

顧問会につきましては延期する可能性
もあります。決まり次第連絡します。

卓球 第62回神戸市民体育大会
卓球競技　中学校の部

4月25、26日
4月10日（金）

（ＫＥＣ602・603）
抽選会及び大会

延期
決定し次第連絡

（中止の可能性あり）
近日中に、詳細を各校顧問へ連絡しま
す。

バドミントン 神戸地区バドミントン総会 なし
4月30日(木)

(筒井台中学校)
現時点では顧問会

実施予定

4月２日(木)に回覧しております通り
です。延期等の連絡はご返信頂いた
メール及び、中体連バドミントン部
HPで行います。

テニス

神戸市民大会テニス競技
中学生の部

神戸市中学校体育連盟テニ
ス部顧問会

本年度開催なし
4月11日（土）

（神戸山手女子中学校）
顧問会一部実施

市民大会：開催はしません。
顧問会　：県中体連団体登録をする
　　　　　学校のみ参加

※駅伝は除いています

【市民大会等日程の変更一覧】

令和2年度神戸市民大会（市スポ協主催大会）等の大会及び顧問会等の日程変更について

令和2年4月3日

神戸市中学校体育連盟
会　　長　白　井　俊　彦

　各　　　位

平素より神戸市中学校体育連盟の活動に、ご理解、ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

さて、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、本来、4、5月に実施をいたします神戸市民大会等の大会や年度当

初の顧問会が、各競技とも、延期または中止の判断をせざるをえなくなっております。以下に、各競技の大会及び

顧問会等の日程変更の一覧を記載いたしましたので、ご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

なお、未だ協議中のところもございます。各校顧問の先生方には、ご心配をおかけしておりますが、今後、各種目

部長より、詳細の連絡や再び変更の連絡がある場合がございますので、引き続き、メール等の情報にはご注意い

ただきますよう、あわせてお願いいたします。


