令和元年度
2 月 28 日 臨時休校のお知らせ
本日配布した保護者あて文書です。

三田市教育委員会からの文書

3 月 2 日 家庭での過ごし方
三田市教育委員会を経由して文部科学省から通知がありました。健康管理について、次の点にご留意
ください。
〇臨時休校措置の趣旨にのっとり、人の集まる場所等への外出を避け、基本的に自宅で過ごしてくだ
さい。
〇自宅においても、咳エチケットや手洗い等の感染症対策を行ってください。

3 月 3 日 家庭訪問について
明日（３／４）から家庭訪問して、連絡物を届けます。留守の場合はポスティングにて対応させていた
だきますので、ご確認ください。

3 月 5 日 臨時休業中の生活等について
三田市教育委員会より、
「臨時休業中の生活等について」の文書をホームページに掲載するよう依頼が
ありました。子どもたちの不安が少しでも和らぎますように、熟読いただいて、子どもたちの見守りをお
願いします。
三田市教育委員会からの文書 →

「臨時休業中の生活等について」

3 月 9 日 第２８回卒業証書授与式について
卒業式についての案内文書を掲載します。生徒・保護者ともご確認ください。生徒は、いつも通り（８
時３０分までに）登校です。保護者は、受付が９時３０分～９時５０分（各家庭一人のみ）、１０時０５
分開式です。スリッパをご持参のうえ、マスクの着用をお願いします。式場の体育館は、準備等により９
時３０分まで開場できませんので、ご理解の程よろしくお願いします。
→

卒業式案内文書

3 月 13 日 臨時休業中の生徒の外出による運動について
昨日の市ホームページにおいて、運動の重要性とともにその際の注意点が掲載されておりますので、
ご覧いただいた上、子どもたちの生活等の見守りをお願い致します。
→

三田市ホームページより

3 月 23 日 「春休み期間の生活について」「１学期の始業について」
本日、三田市教育委員会より保護者あてのお知らせとお願いが出されましたので、アップロードしま
す。２５日の登校日（修了式）にプリントして配布しますが、事前にご覧いただければと存じます。
→

春休み期間の生活について

→

令和２年度１学期の始業について

3 月 24 日 登校日（３／２５）の連絡
明日（25 日）は、登校日で修了式と学活を行います。部活動はありません。
登校に際して、次の注意点を守ってください。
〇登校時間…8 時 15 分より早く登校しない。
〇登校前に体温測定等の健康観察を行い、体調が悪い時には登校を見合わせ、自宅で休養する。
〇マスクを着用する。
（準備できない場合は、学校で用意します。）
〇生徒玄関で手指の消毒をして校舎に入る。（先生たちが、アルコール消毒液を吹きかけます。）
〇持ち物は、かばんと筆記用具だけです。
（配布物がたくさんあります。また、持ち帰る私物も多いで
しょう。ゆとりのあるかばんを！）

令和 2 年度
４月８日（水）
４月７日夜、政府より「緊急事態宣言」が発令されました。
それにより、２・３年生及び保護者の皆様に７日付けで連絡した（文書配布）内容から、休校期間中の
登校を以下のとおり変更します。
ご理解ご協力をお願いします。
（１）登校
・週１回

４月第２週⇒１０日（金）

４月第３週⇒１７日（金）

４月第４週目、５週目

の登校日は後日通知
（２）授業
・なし（学習課題の提示や学習状況、健康状態の確認などできる限り短縮して行う）
（３）中学校の部活動
・なし
＊下線は変更したところです。ご注意ください。

４月９日（木）
明日、４月１０日（金）の登校について連絡します。
☆登校時刻
・８時３０分まで（８時５分以降）に登校してください。

☆健康観察
・朝検温を行い、健康確認をして登校してください。
・体調が悪い時には登校を見合わせ、自宅で休養してください。
・体調が悪くなくても、登校に不安がある場合は、登校を控えていただいても差し支えありません。
・
「健康観察カード」をクラスで提出してください。
☆登校の際は
・ 「マスク」を着用してください。
・登校したら、石鹸で手洗いをした後、手指の消毒をして教室に入ってください。
・家で検温ができていない人は、教室には入らず、石鹸で手洗いをした後、１階学年ホールで検温を
して、熱が高くないことを確認し、手指の消毒をしてから教室に入るようにしてください。
☆その他
・ 部活動は行いません。
・今後のことについては、明日（１０日）学校で連絡します。
以上、ご協力をお願いします。

４月１０日（金）
本日、
「緊急事態宣言を踏まえた春季休業明けの対応について」を配布しました。
緊急事態宣言を踏まえた春季休業明けの対応について
ご理解、ご了承をお願いします。

４月１０日

緊急発表

１７時４０分更新

三田市教育委員会から発表がありました。ご確認ください。
登校日の中止について （PDF：78KB）

４月 14 日（火）
10 日（金）に、臨時休校中の課題についてお知らせしました。
今後の課題については、各家庭へのポスティングによりお届けします。
なお、ポスティングの日程については、後日このページでお伝えします。

４月 16 日（木）
臨時休校中の学習課題（２回目）等を、４月 20 日（月）21 日（火）に配布します。
なお、配布については、
「密接（間近で会話や発生をする）
」を避けるため、ご家庭の郵便ポスト等への
投函（ポスティング）とさせていただきます。

４月 21 日（火）

「電話相談窓口設置（三田市教育委員会）」

臨時休校期間中の子どもたちや保護者の皆様の「心の健康」について、三田市教育委員会が電話相談窓
口を設置しました。
臨床心理士による電話相談窓口です。どうぞご活用ください。

休校期間中の電話相談窓口の開設について
４月 20 日（月）21 日（火）に、臨時休校中の課題等をポスティングしています。
課題等への質問はもちろんのこと、毎日の生活において不安なことや困っていること、わかりにくい
ことなどがありましたら、遠慮なく学校までご連絡ください。
なお、学校でも、
「密」を避けるため、先週から職員の在宅勤務が始まっています。ご連絡をいただい
た際に、担任や担当が不在であることも多くなりますが、別の職員が丁寧に対応いたします。ご理解よろ
しくお願いします。

４月 23 日（木）

「学習支援動画（三田市教育委員会）」

三田市教育委員会が、新型コロナウイルス感染拡大防止に係る臨時休校が続く中、学習支援の動画を
作成しました。
動画は、主に予習用として、学校が再開した後の学習に役立てるように作られています。
今後も、順次アップをされていくということです。自宅学習にご活用ください。
動画は、三田市教育研修所（家庭学習を支援するホームページの紹介）からご覧ください。
ここ ↓ をクリック
ww.city.sanda.lg.jp/kkensyu/kensyuusyo/open.html

４月 27 日（月）

「電話連絡」のお知らせ

27 日から、担任の先生などから、各ご家庭に電話をしています。
ゆっくり時間をとることはできませんが、家庭生活の様子について、子どもたちや保護者の皆様とお
話できればと思います。
また、この機会だけでなく、困っていることやわからないことなどがありましたら、いつでも遠慮なく
お電話ください。
よろしくお願いします。

４月２９日（水）
臨時休校期間が５月３１日まで延長となりました。
４月 28 日に開かれた三田市「新型コロナウイルス感染症対策企画調整委員会」において、三田市立学
校園の休校園期間が５月末日まで延長されると決定されました。
詳細につきましては、４月 30 日午後以降にホームページ等により、連絡いたします。
皆様には、ご理解ご協力をお願いいたします。

４月３０日（木）

重要 「三田市立学校の臨時休業期間の延長について」

臨時休業期間延長について、三田市教育委員会から本日付で文書が出されました。
ご確認よろしくお願いします。
三田市立学校の臨時休業期間の延長について

５月１日（金）

重要 「臨時休校延長（５月 31 日まで）について（ご協力のお願い）」

臨時休校延長に伴い、文書（下に掲載）のとおり、保護者の皆様にご協力をお願いいたします。大変な
折にさらなるご負担をおかしますが、何卒よろしくお願いいたします。
臨時休校延長（５月 31 日まで）について（ご協力のお願い）

５月６日（水）
明日７日（木）と明後日８日（金）で、臨時休校延長に伴う「お知らせ」などを、ポスティングにより
配布いたします。
なお、５月６日まで（いままで）の課題と５月３１日まで（これから）の課題の受け渡しについては、
１１日以降といたします。ご負担をおかしますがご理解ご協力をお願いいたします。
詳しくは、
「臨時休校延長（５月 31 日まで）について（ご協力のお願い）
」でご確認ください。

５月８日（金）

「ポスティング」と「新旧課題の受け渡し」について（お願い）

昨日７日（木）と今日８日（金）で、臨時休校延長に伴う「お知らせ」や「学習課題一覧表」などを、
ポスティングにより配布しています。
また、来週１１日（月）からは、いままでの課題とこれからの課題の受け渡しを実施いたします。保護
者の皆様に、ご来校いただかなければなりません。ご負担をおかしますがご理解ご協力をお願いいたし
ます。
詳しくは、
「臨時休校延長（５月 31 日まで）について（ご協力のお願い）
」でご確認ください。

５月 11 日（月）

「新旧課題の受け渡し」について（お願い）

本日より、いままで（５月６日まで）の課題とこれから（５月３１日まで）の課題の受け渡しをさせて
いただきます。
保護者の皆様にはご負担をおかしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
詳しくは、
「臨時休校延長（５月 31 日まで）について（ご協力のお願い）
」でご確認ください。

５月 12 日（火）

「新旧課題の受け渡し」と「電話連絡」について

昨日から、新旧課題の受け渡しをさせていただいています。大変な折のご来校、本当にありがとうござ
います。また、お越しいただいた皆様から、たくさんの心温まるお言葉を頂戴しています。重ねてお礼申
し上げます。
さて、明日 13 日（水）から 20 日（水）までの期間で、順に各ご家庭に電話をさせていただきます。
短い時間ですが、お子様一人一人と話ができればと思います。お子様が不在の時には、お家の方にお話を
伺うことになります。ご理解ご協力をお願いします。

５月 13 日（水）

「電話連絡」について

本日 13 日から、各ご家庭に順次お電話をいたします。
お電話により健康観察を行います。
「体」のことはもちろん、
「心」の健康や「学習」のことについても、
短い時間ですが、お子さまとお話ができればと思います。
お子さまが不在の時には、お家の方にお話を伺うことになります。ご理解ご協力をお願いします。
なお、引き続き「新旧課題の受け渡し」も行っています。本日以降は、職員室へお越しいただきますよ

うお願いします。

５月 14 日（木）

「電話連絡」について

昨日 14 日から、各ご家庭に順次お電話をしています。
「体」と「心」の健康はもとより、
「学習」を始めとする家庭での生活についても、短い時間ながら、
お子さまと話をさせていただいています。
なお、お子さまが不在の時には、お家の方にお話をお伺いしています。ご理解ご協力をお願いします。
なお、引き続き「新旧課題の受け渡し」も行っています。職員室へお越しいただきますようお願いしま
す。

５月 15 日（金）

「電話連絡」について

14 日（水）から、各ご家庭に順次お電話をしています。
「体」と「心」の健康はもとより、
「学習」を始めとする家庭での生活についても、短い時間ながら、
お子さまと話をさせていただいています。
なお、お子さまが不在の時には、お家の方にお話をお伺いしています。ご理解ご協力をお願いします。
ゆりのき台中学校からの電話は、次の番号からとなります。ご対応のほどよろしくお願いします。
・０７９－５６５－４９７１
・０７０－２９０３－９０７３
・０７０－２９０３－９０７４
なお、引き続き「新旧課題の受け渡し」
（平日）も行っています。職員室へお越しいただきますようお
願いします。

５月１５日（金）１８：００更新
本日、三田市立小中特別支援学校では、６月以降の学校再開を見据えて、臨時休校中に登校可能日を設
定することが決定されました。
本校の登校可能日は、２２日（金）と２９日（金）を予定しています。
なお、登校時間やその形式など詳しいことについては、１８日（月）午後以降に、ホームページなどに
より連絡いたします。
ご理解ご協力をお願いします。

５月 18 日（月）
１５日（金）
、三田市教育委員会では、市内における感染者の発生状況をふまえ、６月以降の学校再開
を見据えて、登校可能日を設定することとしました。
本校の登校可能日は、２２日（金）と２９日（金）としています。
登校可能日は、密を避けるため分散登校とし、健康観察や今後の連絡などを行い、１時間以内での下校
となります。
登校時間や形式など詳しいことについては、本日午後以降に、ホームページなどにより連絡します。
ご理解ご協力をお願いします。

５月 18 日（月）15:00

「登校可能日」について

２２日（金）と２９日（金）の登校可能日について連絡いたします。
「臨時休業中の登校可能日の設定について」でご確認をお願いいたします。

５月 19 日（火）①

「登校可能日」について

昨日 18 日（15：00）に、
「登校可能日」の詳細についてお知らせしています。
確認がお済でない方は、以下でお確かめください。よろしくお願いします。
保護者様宛文書 臨時休業中の登校可能日の設定について

５月 19 日（火）②

「制服・夏服採寸」について

制服（夏服）の採寸が、臨時休校のため実施できていません。お急ぎの方については、以下のとおりお
願いします。
制服・夏服採寸について（保護者様）

５月 21 日（木）

明日 22 日（金）「登校可能日」について

明日 22 日（金）は、登校可能日です。
クラス別の分散登校となります。
＜登校時間＞
各学年 １・３・５組 ８：１０～８：３０

２・４・６組 １０：１０～１０：３０

１時間以内に終了し、学年ごとに分散して下校します。
詳しくは、
「臨時休業中の登校可能日の設定について 」をご覧ください。
なお、お子さまには、ホームページ内「生徒の皆さんへ」の「ＳＨＲ」で登校の流れを伝えています。

５月 22 日（金）①

登校可能日

本日は登校可能日です。よろしくお願いします。
クラス別の分散登校となります。
登校時間は、各学年 １・３・５組 ８：１０～８：３０

２・４・６組 １０：１０～１０：３０

となっています。
１時間以内に終了、学年ごとに分散して下校します。
詳しくは、
「臨時休業中の登校可能日の設定について 」をご覧ください。
なお、お子さまには、登校の流れについて、ホームページ内 21 日の「ＳＨＲ」で伝えています。

５月２２日（金）②

学校再開（６月１日）について

兵庫県に発令されていた緊急事態宣言が５月２１日に解除されたことから、三田市では引き続き感染
予防の取組を徹底し、６月１日より学校を再開することとしました。
６月１日から登下校や授業において可能な限り密集とならないよう感染予防を徹底し、学級を半分に
分け、分散登校を実施します。

詳しくは、
「新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業からの学校再開について」をご覧く
ださい。

