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令和２(2020)年５月８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 14 報) 

 

６日が期限だった緊急事態宣言が月末まで延長され，３月から始まった休業期間がさらに延びて少なくとも

３か月間に亘ることとなりました。新入生はまだ一度も登校の機会がありませんし，どの学年もクラス全員が

一堂に会する機会がいつ訪れるか予測ができません。６年生は刻一刻と本校での学びの時間が少なくなって

います。異常事態と言ってよく，本校ができることに限りもあるのですが，そのような中でも今年度内でどの

ような教育活動が提供できるかを，人命保護と感染拡大抑制を最優先にしながら覚悟をもって検討して実践

してまいりたいと思います。 

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 【再掲】休業延長について 当面５月 31日(日)まで延長します 

２ 【新規】学習課題の追加送付について 

３ 【更新】｢G Suite for Education｣と｢スタディサプリ｣の導入について 

４ 【新規】本年度の海外交流活動について 

５ 【新規】神戸大学 day の実施について(訂正) 

６ 【更新】第４学年の高等学校等就学支援金に係る提出書類について 

７ 【新規】日本スポーツ振興センター災害共済給付手続きについて 

８ 【新規】定期健康診断の延期ならびに健康管理について 

９ 【新規】心理相談窓口 

〇 部活動・ＧＡＰ等のプログラム開催状況６ ５月７日現在 

〇 24時間子供ＳＯＳダイヤル 

※ 状況が刻々と変化することが考えられます。５月８日正午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 

〇 件名に「学年・クラス・生徒名，主な要件」，本文で連絡事項の詳細をお知らせ下さい。 

※ 本校電話 078-811-0232  本校 FAX 078-821-1504 

〇 電話は平日の 8:40～17:00 で対応可能，それ以外は留守番電話対応となります。 

 

 

１ 【再掲】休業延長について 当面５月 31 日(日)まで延長します 

新型コロナウイルスの感染拡大状況に鑑み，生徒及び教職員の「命を守る」ことを最優先す

る観点から当面５月 31 日(日)までを臨時休業期間とします。臨時休業の期間は，考査，特別活

http://www.edu.kobe-u.ac.jp/kuss-top/index.html
mailto:kuss-emergency@edu.kobe-u.ac.jp
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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。 

 

２ 【新規】学習課題の追加送付について 

休業延長を受け，学習課題の追加送付をいたします。８日(金)～14 日(木)の期間内に発送す

る予定です。文部科学省より届けられた学校用布製マスクも同封します。 

今般の情勢で郵便事情も通常の様子ではないようです。また本校教員も在宅勤務で全学年同

一の対応が難しい状況にあります。学年毎に発送日等が異なりますこと御了承ください。 

 

３ 【更新】｢G Suite for Education｣と｢スタディサプリ｣の導入について 

遠隔の状態であっても生徒と学校のインタラクティブな意思疎通手段を確保すること，オン

ライン授業の実施の可能性を探ることを目的としてＩＣＴサービス｢G Suite for Education｣

及び｢スタディサプリ｣を導入することを第 13 報でお知らせしています。通常の学校生活が失

われていることに起因する学習面，心理面等さまざまに懸念される点を少しでも解消し，より

豊かな教育・研究活動を行い，現在の困難な状況を乗り越えていくことが目的です。これらに

ついての現状をお知らせします。 

(1) G Suite for Educationについて  

① G Suite for Education とは，Googleが提供する教育機関を対象とした ICT教育

を実現するためのクラウド型統合アプリケーションです。以下のサービスを無料

で利用できます。 

a. Gmail(メールサービス)  

b. Googleドライブ(クラウド上のドライブ 容量無制限) 

c. Classroom(生徒の学習支援・管理を行うサービス)  

d. Chat(グループで利用できる双方向文字通信サービス)  

e. Meet(グループで利用できる双方向ビデオ通信サービス) 

これらの活用により，本校教員によるオンライン授業の実施，課題の配付・回収・

採点・返却，面談，相談等の学校と生徒及び保護者様との双方向のやりとりが可

能になります。 

② 利用申請について Google の承認が得られており，教員と生徒一人ひとりにアカ

ウントが付与されています。本校独自ドメイン @schools.kobe-u.ac.jp のメー

ルアカウントと初回ログイン時のパスワードを２の郵送物に同封します。 

③ ５／11(月)の週にログインを試行していただき，その後徐々に活用の方法を探っ

ていきたいと考えています。 

(2) スタディサプリについて  

① スタディサプリとは，リクルートマーケティングパートナーズが提供する学習コ

ンテンツで，同社が提供する講義を視聴できる他，ポートフォリオ機能(学習履歴

などを記録・蓄積していく機能)等も有しています。 

② 本校生徒については登録が受け付けられる状態になっています。下記の書類が届

き次第，登録して講義の視聴等が可能になります。 

③ スタディサプリの団体会員コード(登録に必要)，生徒向けマニュアル及びスタデ

ィサプリ講座ガイドを２の郵送物に同封します。 
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④ ｢スタディサプリ｣は有料サービスです。今年度は学年費より支出します。 

⑤ ｢スタディサプリ｣を御契約御家庭には運営企業より月割りで返金されます。詳し

くは生徒向けマニュアル pp.22～23 を御覧ください。 

いずれもシステムの都合上，外字や環境依存文字での登録ができません。常用漢字等を代用

します。 

ＩＣＴ環境が不十分である御家庭につきましては，個別に相談のうえ，本校としてできる範

囲での支援を行う予定です。すべての御家庭で十分なＩＣＴ環境が整っていない段階で今回の

ＩＣＴサービス導入をお知らせすることは非常に心苦しいのですが，学校としてＩＣＴ学習環

境整備が先決であると判断いたしました。御理解いただきますようお願い申しあげます。 

なお，本校教員も在宅勤務の態勢に入っており，在宅時のＩＣＴ環境をはじめとする諸環境

が教員毎に異なることから，遠隔による教員の教育活動の質や量は均一にはならないと考えて

いますので御了承ください。 

 

４ 【新規】本年度の海外交流活動について 

(1) 第５学年(８回生)シドニー修学旅行について 

オーストラリアは３月 20日より入国制限が実施されています。４月 28日現在，オース

トラリアでは広範囲での蔓延は確認されておらず，オーストラリア政府は行動規制や入国

規制を設け感染拡大を防ぐことに努めています。このような状況ですので，探究週間中(10 

月上旬)に修学旅行を実施しないという判断をいたしました。 

今後も情報の収集に努め，来年３月への実施時期変更も視野に入れながら旅行実施に向

けて準備を進めてまいります。生徒の健康・安全が最優先事項であり，そのことが保障で

きない場合は修学旅行を中止致します。 

(2) その他の海外との交流活動について 

昨年度までスーパーグローバルハイスクール指定の下で，ＧＡＰ(Global Action 

Program)と称して海外とのさまざまな交流活動を行ってまいりました。本年度から指定を

受けたスーパーサイエンスハイスクール事業の中では，ＧＡＰと同趣旨の活動をＦＩＴ

(Future Innovator Training)として計画しています。 

しかし本年度は，この度の世界的な感染拡大の状況ではすべての海外交流活動を中止せ

ざるを得ません。本年度は海外交流活動を希望する生徒の募集を行いませんし，諸外国か

らの留学生等の受け入れ等も行いません。 

 

５ 【新規】神戸大学 day の実施について(訂正) 

例年５月下旬に行われております神戸大学 day(神戸大学の全学部から教員を招き，大学での

学びの紹介や大学入学までの学びに期待すること等を講演していただく催事。第４学年及び第

５学年生徒が対象)について，第 13 報では本年度は「中止」とお知らせしましたが，本校と神

戸大学との間では「当分の間開催を延期」「開催可能な状況になれば再度依頼する」との内容で

話を進めています。附属中等教育学校の生徒にとって将来展望を考える良い機会となる非常に

重要なイベントであるため，実施の機会を今しばらく探りたいと考えています。 
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６ 【更新】第４学年の高等学校等就学支援金に係る提出書類について 

高等学校等就学支援金に係る提出書類に関して，５月７日(木)の登校再開時に提出するよう

お願いしておりましたが，登校再開延期となりましたので，附属中等教育学校事務室宛で郵送

(簡易書留またはレターパック)にて，５月 18 日(月)頃までにお送りくださいますようお願い

いたします。 

なお，今回，郵送による提出となりましたので，就学支援金を申請される方(マイナンバーを

提出される方)は，すでに配布しました「マイナンバー(個人番号)の提出について」に記載のと

おり，マイナンバーを提出されるすべての保護者について，本人確認書類(マイナンバーカード

の表面のコピー，写真付きの身分証(運転免許証の写し等))を同封してくださいますようお願

いいたします。 

 

７ 【新規】日本スポーツ振興センター災害共済給付手続きについて 

お子様が学校の管理下でけが等の事故に遭い医療機関を受診した場合に，給付金を申請でき

る制度があります。本校では，全員加入の手続きをしております。なお，事故発生後，受診し

てから２年間請求を行わなかった場合は時効となりますのでご注意ください。 

詳細につきましては，「独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下，センター)」のホーム

ページ https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kyosai/pdf/R1_4Kchirashi.pdf 

をご覧ください。 

(1) 申請に必要な書類は，センターのホームページからダウンロードできます。 

【医療等の状況】(医療機関記入) 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kyosai/pdf/01_R1_iryou3

-1.pdf 

【調剤報酬明細書】(調剤薬局記入） 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kyosai/pdf/09_R1_tyouza

ihousyumeisai3-7.pdf 

その他の書類につきましても，センターのホームページからダウンロードできますの

で，ご入り用の際はプリントアウトしてご使用ください。 

(2) 養護教諭（保健室）宛てに書類を郵送していただければ，申請手続きを行います。なお，

初回申請の場合は，「事故発生の日時」「事故発生状況（活動場面，場所等）」「行った応

急処置」について，保護者（生徒）の記載した文書を添付してください。 

〔記載例〕令和２年１月 22日（水）13 時 20 分 お昼休みに運動場を走っていて，右

足首を捻った。保健室で冷却をし，保護者が迎えに行って受診した。 

(3) 申請して審査の通った場合につきましては，申請から１～２か月後に，校納金口座に給

付金の振込手続きを行いますのでご確認ください。（令和２年３月までに申請を行った

場合は，現時点で振込手続きが完了しておりますのでご確認ください。） 

(4) ご不明な点がございましたら，学校の緊急メールにて養護教諭までお知らせください。 

 

８ 【新規】定期健康診断の延期ならびに健康管理について 

毎年定期に実施している健康診断につきましては，安定的な学校再開，安全に健康診断を実

施できる見通しが立つまでは，実施ができない状況です。ご理解賜りますようお願いいたしま

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kyosai/pdf/R1_4Kchirashi.pdf
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kyosai/pdf/01_R1_iryou3-1.pdf
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kyosai/pdf/01_R1_iryou3-1.pdf
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kyosai/pdf/09_R1_tyouzaihousyumeisai3-7.pdf
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kyosai/pdf/09_R1_tyouzaihousyumeisai3-7.pdf
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す。 

(1) ご家庭でお子様の健康状態を観察，聴き取りをしていただき，適宜必要な措置を行って

ください。 

(2) 特に，心臓や腎臓，結核に関わる症状等のある場合は，健康診断の実施を待たずに，感

染予防措置を取った上で速やかに医療機関を受診・治療していただきますようお願いし

ます。 

(3) 水泳授業(感染拡大状況等により実施しないこともあります)開始にあたっては，中耳

炎等の耳鼻咽喉科疾患や感染性の眼科疾患，皮膚疾患等に注意を要するため，治療など

適宜必要な措置を行ってください。 

(4) 視力低下，う歯（むし歯）・歯周疾患（歯肉炎）等については，学校再開までにケアを

していただき，適宜必要な措置を行ってください。 

 

９ 【新規】心理相談窓口の御紹介 

(1) 24時間子供ＳＯＳダイヤルについて 

内閣府等から「24時間子供ＳＯＳダイヤル」の案内が届いています。後のページに掲載

しています。いじめ相談だけでなく，新型コロナウイルスに伴うストレス等子どもに関わ

ることであれば相談可能です。大人も相談可，匿名可で，必要に応じて関係機関を紹介し

てくれます。 

(2) こころの健康電話相談専用ダイヤルについて 

兵庫県立精神保健福祉センターにより「こころの健康電話相談専用ダイヤル」が開設さ

れていますので御紹介いたします。下記の兵庫県立精神保健福祉センターの webサイトを

御参照ください。同サイトには他の電話相談ダイヤルについても掲載されています。 

兵庫県立精神保健福祉センターの webサイト： 

 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf21/hw35_000000005.html 

 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf21/hw35_000000005.html


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発表会 3月13日 延期 4月14日開催→中止

日本物理学会Jrセッション（5年生1名） 3月17日 オンライン開催も中止
書類選考通過をもって発表成立と
する

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

2019年度第2回生徒総会 3月17日 延期
活動報告を休業中にＷｅｂ開催で
実施

2020年度生徒会選挙 3月17日 延期 検討中

後期運動部 全国・近畿・兵庫県高校総体 中止

後期　リーグ戦 3月15日 延期 6月以降に延期

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31日以降に延期

バレーボール部 特になし

陸上競技部
兵庫県高等学校陸上競技

対校選手権大会
5月29～31日 中止

テニス部 特になし

卓球部 特になし

バスケットボール部 後期　日本協会への競技者登録 3月20日以降

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

ESS部 第1回フラワーカップ 4月19日 オンライン実施 Zoomで自宅から参加

コーラス部 第7回演奏会 3月25日 中止か延期(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 特になし

文芸同好会 特になし

http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/taiiku-bo/htdocs/?page_id=53

県教委の推奨動画に本校が撮影協力

 部活動・GAP等のプログラム開催状況６　5月7日現在

※赤字が変更部分

【文化部・同好会】

【生徒会関連】

【運動部】　※各中体連・協会のHPで最新情報を確認してください

GAP関連

生徒会

サッカー部

男子部の5年は各自で更新登録・支払い、4年はﾒﾝﾊﾞｰIDを取得し

て石丸に連絡　※6年の登録・支払いは任意
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