
令和 3年９月 30日 

保護者・生徒の皆さんへ 

京都廣学館高等学校 

校 長 中西 紳也 

 

 

緊急事態宣言解除後の本校の教育活動について 

（お知らせ） 

 

 

保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動について、ご理解、ご協

力をいただき感謝申し上げます。 

京都府に発令されていた「緊急事態宣言」が、令和 3年９月 30日（木）をもって解

除されます。期間中は感染防止に伴う教育活動についてご理解とご協力をいただき、

ありがとうございました。 

令和 3年 10月 1日（金）より、関係機関のガイドラインに基づき、段階的に対応し

ていく予定ですが、本校においては、10月１日（金）に内科検診を実施するため、10

月 1日のみ 9時登校の短縮 6限授業で実施します。 

つきましては、平常校時での教育活動は、10月 4日（月）からの実施とします。ま

た、部活動についても、関係機関のガイドラインに基づき対応してまいります。 

引き続き、登校前の検温と健康観察票の提示、また、正しいマスクの着用、手洗い、

黙食、換気等の感染予防対策の徹底にご協力をお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

・10月 4日（月）より、平常の校時となります。 

 

・部活動等については、平日は 2時間程度、休日は 4時間程度を原則とし、 

週 6回を上限とする。 

 

・その他、部活動における他校との練習試合・合宿等については、各クラブ顧問を通じ

て連絡します。 

以上 



令和３年９月１０日 

生徒・保護者の皆様 

京都廣学館高等学校 

校長 中西 紳也 

 

 

 

「緊急事態宣言」延長に伴う本校の教育活動について 
 

 

保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動について、ご理解、ご協力をいただき

感謝申し上げます。 

この度の緊急事態宣言延長に伴う対応を下記の通り行いますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

【令和 3年９月１３日（月）から緊急事態宣言解除までの教育活動に係る基本的な対応】 

○国の対処方針等を踏まえつつ、京都府の方針に沿って対応することを基本とし、感染防止対策

を徹底しながら学校運営を継続します。 

○混雑を避けるため、登校時刻を遅らせ、朝のＳＨＲは９時 00分、授業開始は９時 20 分とし、短

縮６限授業を行います。放課後は速やかに下校してください。 

○部活動については、公式な全国・近畿大会及びそれに繋がる大会への参加ならびに、４週間以

内に行われるそれらの大会に向けての校内における練習（２時間以内）を可とする。ただし、感

染リスクの高い活動は中止します。 

○部活動中も可能な限りマスクを着用してください。 

○部活動終了後は速やかにマスクを着用し、手指消毒を行うこと。 

○練習試合、合宿、早朝練習は不可とします。 

 

 

・発熱や倦怠感、喉の違和感などの風邪症状があり、普段と体調が少しでも異なる場合には、自

宅での休養を徹底すること。また、発熱等の風邪症状がある場合は、医療機関を受診すること。 

・登校時に、健康観察表を活用し、検温結果及び健康状態を把握すること。 

・生徒等本人のみならず、同居の家族にも毎日健康状態を確認すること。 

・健康的な生活（十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事）により抵抗力を高めること。 

・食事の前後の手洗いの徹底、会話を控える、食事後の歓談時におけるマスクの着用を徹底する

こと。 

 

感染状況によっては、上記内容の変更もあり得ることをご承知おきください。 

以上 



令和３年８月２7日 

生徒・保護者の皆様 

京都廣学館高等学校 

校長 中西 紳也 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大を踏まえた本校の対応について 

（お知らせ） 

 

保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動について、ご理解、ご協力をいただき

感謝申し上げます。 

8月2１日付で発信しました「緊急事態宣言発令に伴う本校の教育活動」について、感染急拡大

を踏まえ、京都府より新たな指針が示されましたので、その内容に則して、下記の通り変更しますのでお

知らせいたします。 

 

記 

 

〇 8月 30日（月）から９月１０日（金）までの期間、短縮４限授業とします。 

   ・30日（月）は始業式（放送による）の後、SHR、下校 

   ・３１日（火）は１・２年生模擬試験、３年生４限授業 

 

〇 ８月３０日（月）から９月１２日（日）までの期間、部活動・放課後学習を停止します。 

ただし、 次の活動については感染防止対策を徹底した上で実施可とします。 

・就職試験や大学、専門学校の入試に関して、この期間に行わなければならない個別の指導 

   ・公式な全国・近畿大会及びそれに繋がる大会への参加ならびに、４週間以内に行われるそれ

らの大会に向けての練習（２時間以内） 

 

〇 ８月３０日（月）から９月１０日（金）までの期間、登校時間は全学年、午前9時登校、 

9時20分 １限目開始で行います。 

 

※ 感染状況等により、上記内容に再び変更が生じる場合もありますのでご了承ください。 

 

その他 

（１） 登校前に必ず、自宅にて検温を行い、健康チェック表に記入し、持参してください。 

（２） 発熱、咳等の症状が見られる場合には、登校を見合わせ、学校までご連絡ください。 

（３） オンライン学習等への対応のため、Classiにログインできるようにしておいてください。 

（４） 不要不急の外出は避けてください。 

以上 



令和３年８月２1日 

生徒・保護者の皆様 

京都廣学館高等学校 

校長 中西 紳也 

 

 

「緊急事態宣言」発令に伴う本校の教育活動について 

 

 

保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動について、ご理解、ご協力をいただき

感謝申し上げます。 

8月20日付で発信しました「緊急事態宣言発令に伴う本校の教育活動」について、京都府の感

染が急激に拡大している中で、京都府より新たな指針が示されましたので、その内容に則して、下記の

通り変更しますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

〇 ８月２２日（日）～２９日（日）の全ての教育活動を停止します。  

〇 ８月３０日（月）を始業式とし、９時登校・放送による式とします。 

〇 次の活動については感染防止対策を徹底した上で実施可とします。 

・就職試験や大学、専門学校の入試に関して、この期間に行わなければならない個別の指導 

  ・公式な全国・近畿大会及びそれに繋がる大会への参加ならびに、４週間以内に行われるそれら

の大会に向けての練習（２時間以内） 

〇 ８月３１日（火）は午前中授業とし、１・２年生模擬試験、３年生４限授業とします。  

〇 ９月１日（水）より短縮６限授業とします。 

 

※ 感染状況等により、上記内容に再び変更が生じる場合もありますのでご了承ください。 

 

その他 

（１） 登校前に必ず、自宅にて検温を行い、健康チェック表に記入し、持参してください。 

（２） 発熱、咳等の症状が見られる場合には、登校を見合わせ、学校までご連絡ください。 

（３） オンライン学習等への対応のため、Classiにログインできるようにしておいてください。 

（４） 不要不急の外出は避けてください。 

以上 



令和３年 7月 1３日 

生徒・保護者の皆さんへ 

京都廣学館高等学校 

校 長 中西 紳也 

 

 

 

まん延防止等重点措置の解除に伴う本校の教育活動について 

 

  

京都府における新型コロナウイルス感染症に係る「まん延防止等重点措置」の適用が、令和３年

７月 11日（日）をもって解除されました。 府内の感染者数については、一時期からは減少している

ものの、下げ止まりから微増傾向にあり、また感染力の強い変異株の影響を考えると依然として予

断を許さない状況にあります。 

こうした状況を踏まえ、気を緩めることなく、引き続き適切な感染拡大防止対策を徹底した上で、

学校教育活動を行うこととしますので、７月 12日（月）以降も下記に留意の上、ご家庭におかれま

しても適切な対応をお願いします。 

 

 

記 

 

 

〇引き続き登校前に自宅において生徒の健康状態（検温等）の確認を行うこと。学習や部活動等

で登校する場合は、活動に参加する前に、健康観察票のチェックを受けること。 

〇発熱等の風邪の症状が見られる場合は、自宅で休養すること。また、同居の家族に同様の症状が

見られる場合も、登校しないこと。 

〇学校外の行動については、不要不急の外出・移動はできる限り控えること。やむを得ず外出する

場合であっても、密集を避ける、マスクを着用する、大声での会話を控えるなどの感染防止対策

を徹底すること。 

〇濃厚接触者の認定を受けたり、ＰＣＲ検査を受検される場合は、休日中でも必ず学校へ連絡する

こと。  

 

※7月 16日（金）の終業式は、全学年、午前 8時 30分の登校です。 

 

以上 

 



令和３年６月１８日 

生徒・保護者の皆様 

京都廣学館高等学校 

校長 中西 紳也 

 

 

まん延防止等重点措置等実施期間中の本校の教育活動について 

 

 

保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動について、ご理解、ご協力をいただ

き感謝申し上げます。 

この度、京都府に発令されていた「緊急事態宣言」が６月２０日に解除され、「まん延防止等重

点措置」に移行されるに伴い、措置期間中の本校の教育活動について下記の対応を行いますので

お知らせいたしますとともに、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

 

【令和３年６月２１日（月）から７月１１日（日）までの教育活動に係る基本的な対応】 

○国の対処方針等を踏まえつつ、京都府の方針に沿って対応することを基本とし、感染防止対策

を徹底しながら学校運営を継続します。 

○混雑を避けるため、登校時刻を遅らせます。登校は８時以降で、朝のＳＨＲは９時 00分、授業

開始は９時 20 分とします。 

○併せて、下校時の混雑回避を図るため、授業については 40 分の短縮授業とします。放課後は

速やかに帰宅してください。 

○部活動については、京都府の指針に沿って対応するため、通達があり次第、各クラブ顧問を通

じて連絡します。 

○部活動中も可能な限りマスクを着用してください。 

○部活動終了後は速やかにマスクを着用し、手洗いまたは手指消毒を行うこと。 

 

※校内バレーボール大会（学年別）を 6月 24・25日に実施予定です。学年により登校時間が異な 

 ります。詳細は後日連絡します。 

※期末考査７月５日（月）～７月８日（木）については、考査時間を５０分間とします。 

 

その他 

（１） 正しいマスクの着用、手洗い、3密の回避等、感染予防策を徹底してください。 

（２） 登校前に必ず、自宅にて検温を行い、健康チェック表に記入し、持参してください。 

（３） 発熱、咳等の症状が見られる場合には、登校を見合わせ、学校までご連絡ください。 

（４） 感染状況によっては、上記内容の変更もあり得ることをご承知おきください。 

（５） 不要不急の外出は避けてください。 

（６） 濃厚接触者の認定を受けたり、ＰＣＲ検査を受検される場合は、休日中も必ず学校へ連

絡してください。                             以上 



令和３年５月３１日 

生徒・保護者の皆様 

京都廣学館高等学校 

校長 中西 紳也 

 

 

「緊急事態宣言」延長に伴う本校の教育活動について 
 

 

保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動について、ご理解、ご協力をいただき感

謝申し上げます。 

この度の緊急事態宣言延長に伴う対応を下記の通り行いますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

【令和 3年 6月 1日（火）から緊急事態宣言解除までの教育活動に係る基本的な対応】 

○国の対処方針等を踏まえつつ、京都府の方針に沿って対応することを基本とし、感染防止対策を徹

底しながら学校運営を継続します。 

○混雑を避けるため、登校時刻を遅らせ、朝のＳＨＲは９時 00分、授業開始は９時 20 分とします。

なお、今後変更する場合は、改めてお知らせします。 

○併せて、下校時の混雑回避を図るため、授業については 40 分の短縮授業を基本とします。放課後

は速やかに帰宅してください。 

○部活動については、校内における活動を原則とし（平日の放課後は 17時 30分まで、土・日曜のい

づれかで週 4回を上限とする）、かつ感染リスクの高い活動は中止します。 

○部活動中も可能な限りマスクを着用してください。 

○部活動終了後は速やかにマスクを着用し、手指消毒を行うこと。 

○練習試合、合宿、早朝練習は不可とします。 

○大会等への参加については、原則不可とし、全国大会等については、今後、開催の有無を確認しな

がら別途、協議します。 

○第 3学年の少林寺拳法本部修練（1泊 2日の研修）は中止します。 

○6月 17、18日に予定していた学年別バレーボール大会は延期します。日程は追って連絡します。 

 

※現在、各地で変異株の感染者割合が上昇し、一部地域を除き、従来株からほぼ置き換わったと推定

されています。また、感染力の強い変異株の拡大により、屋外飲食のような３密ではない状況でもク

ラスターが発生している事案なども確認されております。このような感染状況に鑑み、ご家庭におか

れても、感染症対策を一層徹底いただきますようお願いいたします。 

 

その他 

（１） 登校前に必ず、自宅にて検温を行い、健康チェック表に記入し、持参してください。 

（２） 発熱、咳等の症状が見られる場合には、登校を見合わせ、学校までご連絡ください。 

（３） オンライン学習等への対応のため、Classiにログインできるようにしておいてください。 

（４） 放課後は速やかに帰宅するとともに、不要不急の外出は避けてください。 

（５） 感染状況によっては、上記内容の変更もあり得ることをご承知おきください。 

以上 



令和３年５月１０日 

生徒・保護者の皆様 

京都廣学館高等学校 

校長 中西 紳也 

 

 

 

「緊急事態宣言」延長等に伴う本校の教育活動について 
 

 

保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動について、ご理解、ご協力をいただき感

謝申し上げます。 

この度、緊急事態宣言延長に伴う対応を下記の通り行いますのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

【令和 3年 5月 12日（水）から緊急事態宣言解除までの教育活動に係る基本的な対応】 

○国の対処方針等を踏まえつつ、京都府の方針に沿って対応することを基本とし、感染防止対策を徹

底しながら学校運営を継続します。 

○引き続き、混雑を避けるため、登校時刻を遅らせ、朝のＳＨＲは９時 00分、授業開始は９時 20 分

とします。なお、今後変更する場合は、改めてお知らせします。 

○併せて、下校時の混雑回避を図るため、授業については 40 分の短縮授業を基本とします。放課後

は速やかに帰宅してください。 

○5月 25日～27日の中間考査についても、1教科を 40分とします。 

○部活動については、校内における活動を原則とし（平日の放課後は 17時 30分まで、土・日曜はい

づれかで、週 4回を原則とする）、かつ感染リスクの高い活動は中止します。 

〇部活動中も可能な限りマスクを着用してください。 

〇部活動終了後は速やかにマスクを着用し、手指消毒を行うこと。 

○練習試合、合宿、早朝練習は不可とします。 

〇大会等への参加については、原則不可とし、全国大会等に繋がる大会については、今後、開催の有

無を確認しながら別途、協議します。 

 

その他 

（１） 正しいマスクの着用、手洗い、3密の回避等、感染予防策を徹底してください。 

（２） 登校前に必ず、自宅にて検温を行い、健康チェック表に記入し、持参してください。 

（３） 発熱、咳等の症状が見られる場合には、登校を見合わせ、学校までご連絡ください。 

（４） 感染状況によっては、上記内容の変更もあり得ることをご承知おきください。 

（５） 自宅待機中の生徒は、Classiによる健康観察を行いますので、必ず回答してください。 

（６） ご家族等が濃厚接触者となった場合は、登校せず、学校までご連絡ください。 

以上 



令和３年４月３０日  

生徒・保護者の皆様へ 

京都廣学館高等学校  

校 長 中西 紳也  

 

 

連休中の家庭での健康観察の徹底と体調不良時の対応等について（依頼） 

 

 

平素より，本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

先日，京都府・大阪府・兵庫県等に対して，新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊

急事態宣言」が 5月 11日までの間、発出されております。 

こうした中、京都府では感染防止のため、活動内容の制限をより一層強化・徹底したうえで、教

育活動を継続することとしており、本校におきましても、更に感染拡大防止に万全を期しながら教

育活動に取り組んでおります。 

通常の授業につきましては、始業時間繰下げ、短縮４0分授業を継続いたします。５月７日

（金）に予定していたバレーボール大会は、延期し、５月７日（金） は、通常の授業を実施いた

します。 

連休中につきましても、ご家庭において、お子様をはじめ、ご家族の体調・健康管理の徹底、保

健衛生意識の向上と実践に引き続き取り組んでいただきますようお願いいたします。 

 

記  

 

 

健康状態の把握  

（１）引き続き、発熱や咳など風邪症状はないか等、毎朝健康観察を行ってください。 

健康観察票を毎日記入してください。 

   また、保護者の皆様も、お子様と一緒に毎日の健康観察にお取り組みいただき、ご家族で保

健衛生の取組を進めていただくことをお願いいたします。 

（２）「健康観察票」は、登校時に必ず持参してください（休日の部活動等を含む）。 登校前の健

康観察で発熱等の風邪症状がみられた場合は、学校に連絡のうえ、感染拡大防止のため、必

ず登校を控えて自宅で休養してください。  

また，同居のご家族に風邪症状等が見られる場合も、お子様の登校は控えていただき、本校

の欠席連絡フォーム（クラッシー）にその旨を記載してください。 

（３）お子様やご家族に発熱や体がだるい・のどが痛いなどの風邪症状があるときは、かかりつけ

医など身近な医療機関（地域の診療所、病院）に、まず電話で相談してください。 

 

※お子様やご家族の方が新型コロナウイルス感染症の陽性者、または濃厚接触者に特定された場合

は、すぐに学校（電話０７７４－９３－０５１８）へお知らせください。 

 



令和３年４月１９日 

生徒・保護者の皆様 

京都廣学館高等学校 

校長 中西 紳也 

 

 

まん延防止等重点措置等実施期間中の本校の教育活動について 

 

 

保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動について、ご理解、ご協力をいただ

き感謝申し上げます。 

この度、京都府に適用されている「まん延防止重点措置」に基づき、措置期間中の本校の教育

活動について下記の対応を行いますのでお知らせいたしますとともに、ご理解とご協力をお願い

申し上げます。 

記 

 

【令和 3年４月２０日（火）から 5月 5日（水）までの教育活動に係る基本的な対応】 

○国の対処方針等を踏まえつつ、京都府の方針に沿って対応することを基本とし、感染防止対策

を徹底しながら学校運営を継続します。 

○混雑を避けるため、登校時刻を遅らせます。登校は８時以降で、朝のＳＨＲは９時 00分、授業

開始は９時 20 分とします。 

○併せて、下校時の混雑回避を図るため、授業については 40 分の短縮授業とします。放課後は

速やかに帰宅してください。 

○部活動については、校内における活動を原則とし、平日、休日共に２時間以内、かつ感染リス

クの高い活動は中止します。平日の最終下校時間は午後５時３０分とします。 

〇部活動中も可能な限りマスクを着用してください。 

〇部活動終了後は速やかにマスクを着用し、手洗いまたは手指消毒を行うこと。 

○練習試合、合宿、早朝練習は不可とします。 

 

※4月 21日（水）は全学年健康診断のため、時差登校とします。 

１年生  ８：３０ ＨＲ   ８：４５検診開始  

２年生 １２：３０ ＨＲ １２：５０検診開始  

３年生 １３：４０ ＨＲ  １４：００検診開始  

 

その他 

（１） 正しいマスクの着用、手洗い、3密の回避等、感染予防策を徹底してください。 

（２） 登校前に必ず、自宅にて検温を行い、健康チェック表に記入し、持参してください。 

（３） 発熱、咳等の症状が見られる場合には、登校を見合わせ、学校までご連絡ください。 

（４） 感染状況によっては、上記内容の変更もあり得ることをご承知おきください。 

（５） 不要不急の外出は避けてください。 

（６） 濃厚接触者の認定を受けたり、ＰＣＲ検査を受検される場合は、休日中も必ず学校へ連

絡してください。                             以上 









令和２年５月１８日 

在校生・保護者のみなさんへ 

京都廣学館高等学校 

校 長 中西 紳也 

 

 

学校再開に向けた「学年別の分散登校日」のお知らせ 

 

平素は、本校の教育活動に多大なるご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、学校再開に向けて、下記の要領で生徒の皆さんと教職員の安全面を最優先に配慮しつつ、

「学年別の分散登校日」を設けさせていただきます。生徒の皆さんは下記の事項を一つ一つ丁寧

に読み込み、ルールを遵守すると共に、周りの方々に配慮したマナーの向上に努めてください。 

 

記 

 

◎登校日の目的 

①生徒本人とご家族の心身の健康状態を把握し、新型コロナ感染防止のための責任ある行動を

再度確認し合い、一日一日を大切に過ごすことの理解をする。 

②担任と直接顔を合わせる HRを実施 することで、生徒の皆さんや保護者の方々が抱えている

高校生活や進路に対する不安感を少しでも和らげてもらう。 

③２ヵ月以上に亘る休校措置期間となっているため、学習活動はもちろんのこと、生活リズム

そのものを、これまで高校生活を送っていた時の状態に戻していく。 

④各ご家庭で進めている課題の配布、及び学習に関する質問を受け付ける機会とする。 

⑤１年生には夏服を配布する。 

 

◎実施日時（該当する日時に登校してください。早く着きすぎないように注意してください） 

月日 
学年 

クラス 

午前の部 

（10:00～11:30） 

午後の部 

（13:30～15:00） 

令和２年 

５月２５日（月） 

第３学年 

全クラス 

各クラス出席番号 

奇数の生徒 

各クラス出席番号 

偶数の生徒 

令和２年 

５月２６日（火） 

第２学年 

全クラス 

各クラス出席番号 

奇数の生徒 

各クラス出席番号 

偶数の生徒 

令和２年 

５月２７日（水） 

第１学年 

１～４組 

各クラス出席番号 

奇数の生徒 

各クラス出席番号 

偶数の生徒 

令和２年 

５月２８日（木） 

第１学年 

５～８組 

各クラス出席番号 

奇数の生徒 

各クラス出席番号 

偶数の生徒 

各ご家庭の事情や意向を最優先していただき、登校を見送られる場合は欠席扱いにはなりませ

んので、事前にクラス担任までご連絡をいただきますようお願いいたします。 

※登校日の前日および登校日終了後には、HR教室、その他施設の消毒を完了させますので、安

心して登校してください。 

 

◎服装/持参物 

①制服（冬用、但しブレザーは任意） ②制カバン（クラブバッグ可） ③上履き 

④マスク（常時着用） ⑤ハンカチ ⑥ポケットティッシュ ⑦筆記用具 

⑧飲料水（水筒 or事前に購入したペットボトル） ⑨健康観察票（同封のピンクの用紙） 



◎登校後の流れと動き 

①第２・３学年の生徒は生徒通用口より登校し、健康観察票を通用門で教員に提示し、確認を

受ける。 

②下足箱に制靴を収納した後に、必ず、手を洗い、消毒してからＨＲ教室に入る。 

※登校するまでに、「新たな下足箱の番号」を再度確認しておいてください。 

例：３年１組１７番→３０１１７ 

（郵送された課題の各自の宛名の下に振られている番号です） 

③第１学年の生徒は、まず、体育館に集合してください。（入館の際は手の消毒をすること）

体育館入館後は、クラスの指定席に速やかに着き、担任からの点呼を受ける。 

④HR教室では、間隔を空けて着席するために指定席とする。（黒板にある「座席表」を確認す

る） 

⑤休憩時間中に教室外へ出ることは、トイレに行く場合のみとする。 

⑥LHR終了後は、担任が引率して駅まで移動する。 

※他クラスの生徒を待つことなく下校すること。 

 

◎徹底していただきたい事項（マナー） 

①起床後に検温を行い、発熱や体調不良のある場合は（前日に発熱があった場合も含む）登校

することなく、自宅療養を行い、必要な場合は医療機関の診察を受ける。 

②検温結果等を健康観察票に記入し（保護者のサイン必須）、登校時に提示できるようにする。 

③登下校中、校内においても常にマスク（手作り可・色や柄は不問）を着用する。 

④公共交通機関を利用する際は、「つり革」や「手すり」にはできる限り触れないようにする。 

⑤公共交通機関の車内で、たとえ友人に出会ったとしても大きな声で会話をしないよう配慮す

る。 

⑥狛田駅・下狛駅から学校までの通学路においても、友人と近距離で歩いたり、会話をしたり

することを避け、一列で登校する。 

⑦校内においてもソーシャルディスタンスを意識し、友人同士であっても不必要な会話は避け

る。 

⑧HR教室内において、制カバンを机やイスの上には置かず、机のフックに掛けるようにする。 

⑨熱中症予防のためこまめに水分補給をする。（ブレザーの着用は任意とする） 

⑩学校生活においても手洗いを励行し、持参したハンカチを使用する。 

 ⑪帰宅後も手洗いとうがいを行う。 

 

◎安全面を最大限に考慮した厳守事項（ルール） 

①通学路において、コンビニや飲食店を利用したり、店内へ立ち入ったりすることも禁止しま

す。 

②校内の自動販売機、食堂の利用はできません。（売店は営業しません） 

③軽食や商品を校内に持ち込むことと、校内での食事を禁止します。 

④飲み口に、直接触れていなくとも飲料水の回し飲みを禁止します。 

⑤筆記用具をはじめ、直接手に触れる物の貸し借りを禁止します。 

⑥担任の許可を得て保健室を訪れる場合でも、入室前に養護教諭の判断を必要とします。 

⑦午前の部に出席した生徒が、午後の部に出席する生徒と駅等で待ち合わせることを禁止しま

す。 

⑧部室等への立ち入りを禁止します。 

以上 



令和２年５月１日 

 

生徒・保護者の皆様 

 

京都廣学館高等学校 

校長  中西 紳也 

 

 

休校期間の延長について 

 

 

 平素より本校教育にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、４月２８日、京都府教育委員会は５月６日までとしていた府立学校の

休校について、５月３１日まで延長する方針を発表いたしました。奈良県なら

びに滋賀県の県立学校の休校措置も同日まで延長することが発表されています。 

 本校といたしましても、新型コロナウイルス感染予防ならびに拡大防止のた

め、既にお知らせしている５月７日・８日の自宅学習日を含む、５月３１日ま

で休校期間の延長をすることといたしました。 

 ５月７日以降の課題につきましては、７日を目途に発送いたします。また、

各学年の Classi（クラッシー）で課題の解説動画を視聴できるよう進めており

ますので参考にしてください。引き続き、感染予防と健康に留意し極力外出を

控え、課題等の学習に取り組んでください。 

 登校可能日は設けませんが、日本学生支援機構奨学金の申し込みをインター

ネット（スカラネット）で行う場合、ご家庭に環境が整わない場合に限り、来

校いただき、本校のパソコンで申し込みを行っていただいても構いません。そ

の場合は事前に電話でご連絡いただきますようお願いします。 

また、課題等に対する質問や進路相談等、極力、電話、メールでの対応とい

たしますのでご協力をお願いいたします。 

なお、５月３１日までの休校措置を考えておりますが、今後の情勢により休

校期間が前後する可能性があります。日程の変更等につきましては、郵送なら

びにホームページにてご連絡いたします。 



令和２年４月２８日 

生徒・保護者 各位 

京都廣学館高等学校 

校 長 中西 紳也 

 

 

５月７、８日の対応について（通知） 

 

  

 平素は本校の教育にご理解を賜りありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症の対応については、緊急事態宣言の定める期限ま

で、臨時休校を実施しているところです。  

５月７日以降の学校の対応については、国の緊急事態宣言の動向や府知事の

要請内容を踏まえ対応する必要があり、現在、検討中ですが、５月７日は大型

連休の翌日であり、事前に生徒・保護者の皆様に十分な周知を行うことが難し

い状況です。  

こうした状況を踏まえ、５月７日及び８日については、生徒は登校せず、自

宅学習日としていただくようお願いいたします。 

５月１１日以降の対応については、別途通知いたします。また、学校ホーム

ページでも随時掲載しますのでご確認ください。 

連休中におきましても、感染症対策に引き続き万全を尽くされますようお願

い申し上げます。  

以上 

 



令和 2年 4月 13日 

生徒・保護者の皆様へ 

京都廣学館高等学校 

校 長  中 西 紳 也 

 

臨時休校延長のお知らせ 

 

生徒・保護者の皆様には、新型コロナウイルスに関わる対応につきまして、ご理解とご協

力をいただき感謝申し上げます。感染症を取り巻く現在の社会状況では、下記の通り臨時休

校の期間を延長せざるを得ないと判断いたしました。 

尚、休校期間中の皆さんの学習面その他、通学によって本来、得られるはずの多くのこと

が損なわれることのないよう、課題の郵送・配信や担任による連絡等、対応をして参ります。 

授業再開後の学校生活において、休校期間の遅れを取り戻せるよう、様々な準備をしてお

りますのでご安心ください。 

生徒・ご家族並びにすべての方々の安全を第一に考え決定いたしました。趣旨ご理解の上、

ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

臨時休校の延長期間： 4月 20日（月）～5月 6日（水） 

学習について   ： 延長期間中の課題を後日、郵送いたします。 

           先日、郵送した課題の返送用封筒も併せて送付いたします。 

 

 

以上 



令和２年４月６日 

 

新２年生・新３年生保護者様 

 

京都廣学館高等学校 

校長  中西 紳也 

 

【緊急】臨時休校のお知らせ 

 

 平素は本校教育にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止策が各府県で取り組まれている中で、新学期の教育活動につい

て慎重に協議を重ねてまいりました。４月４日付で、４月９日よりの臨時休校をお知らせさせていただ

きましたが、京都府のここ数日の感染者数の増加や、広範囲からの通学者がいる状況を鑑み、学校内の感

染防止対策のみでは対応が困難な状況と判断し、始業式を中止し、４月７日（火）より臨時休校とさせて

いただき、下記の通りの対応といたします。何卒ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

   

１．臨時休校について 

 期   間：令和２年４月７日（火）～１９日（日） 

      ただし、感染症の状況により延長することもあります。 

 クラブ活動：４月１９日（日）まで禁止とします。 

 

２．休校期間中について 

 当初予定しておりました学年ごとの分散登校は実施しません。 

 クラス分けの通知書、学習課題等は郵送いたします。 

  

 

・休校期間中、ご相談等がある場合は学校までご連絡ください。 

 

・感染の拡大が見られます。生徒本人或いは、ご家族で罹患された場合はすぐに学校まで連絡をお願いし

ます。また、本人やご家族が濃厚接触者となった場合も同様にご連絡ください。 

 

・今後、休校の延長や解除、学校行事などの予定については、決定次第、メール配信およびホームページ

にて連絡してまいります。また、日々状況が変化していることから、今後の状況により改めて保護者の

皆様にご協力をお願いする場合がありますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 



令和２年４月４日 

 

新入生及び新２年生・新３年生保護者様 

 

京都廣学館高等学校 

校長  中西 紳也 

 

新学期の教育活動ならびに臨時休校のお知らせ 

 

 平素は本校教育にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止策が各府県で取り組まれている中で、新学期の教育活動につい

て慎重に協議を重ねてまいりました。年度当初の学校行事につきましては、感染症拡大防止策をとりな

がら実施させていただきます。また、４月９日（木）以降につきましては、臨時休校とさせていただき、

下記の通りの対応とさせていただきます。何卒ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

１．新学期の行事 

 ４月６日（月） 新入生登校日  午前９時より時間を短縮して実施 （１時間程度） 

  

 ４月７日（火） 第１学期始業式（新２・３年生） 式は放送にて実施 

 

 ４月８日（水） 令和２年度入学式（新入生のみ） 

新入生と教職員のみで時間を短縮して実施（午前９時集合） 

   

２．臨時休校について 

 期   間：令和２年４月９日（木）～１７日（金） 

      ただし、感染症の状況により延長することもあります。 

 クラブ活動：４月１９日（日）まで禁止とします。 

 登 校 日：休校期間中、学年ごとの登校日を設けます。（詳細は入学式・始業式で配布） 

   １年生 ４月１４日（火） 各クラス出席番号奇数の生徒 １０時集合 

       各クラス出席番号偶数の生徒 １４時集合 

   ２年生 ４月１５日（水） 各クラス出席番号奇数の生徒 １０時集合 

       各クラス出席番号偶数の生徒 １４時集合 

   ３年生 ４月１６日（木） 各クラス出席番号奇数の生徒 １０時集合 

       各クラス出席番号偶数の生徒 １４時集合 

 学 習 課 題：入学式、始業式で配布される学習課題に取り組んでください。 

 

 

 



３．連絡事項 

①日々の体調管理、健康観察をお願いします。毎日検温を行い、３７度以上ある場合や風邪の症状がある

場合は自宅で休養をしてください。また、不要不急の外出は避けて、健康面に留意して規則正しい生活を

してください。 

 

②生徒本人あるいはご家族で感染症に罹患された場合、濃厚接触者となった場合は学校まで連絡をお願

いします。 

 

③学校に登校する日はマスクを装着してください。入手が困難な状況となっておりますので、下記サイ

トなどを参考にハンカチ等でマスクを作成し、装着してください。また、登校の際は手を洗った後のため

のハンカチ等を必ず持参してください。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html#masuku 

（「文部科学省 マスクの作り方」 で検索すると出てきます） 

 

④保護者の方用の ClassiＩＤを４月７日付で発送させていただきます。学校からのお知らせなどを掲載

する予定となっておりますので、登録をお願いします。 

 

 



令和２年３月２６日 

保護者の皆様 

京都廣学館高等学校 

校長  中西 紳也 

 

 

新型コロナウィルス感染症拡大防止と本校教育活動の再開のお知らせ 

 

 春寒の候、保護者の皆様には本校の教育活動にご理解とご協力をいただき厚くお礼

を申し上げます。また臨時休校の間はご家庭に多大なご負担をお掛けし、またご協力

に感謝いたします。 

本校は３月３日より政府の要請に基づき、子どもの安全のため臨時休校としてまい

りました。ただ長期間にわたる休校によりストレス等、生徒の心身への影響が現れ始

めております。また京都府の新型コロナウィルスの感染も皆様の努力によりその感染

者数は横ばいとなってきました。 

よって本校では徹底した感染予防対策を講じた上で、以下の方針のとおり３月２７

日より学校（教育活動）を再開することとしました。この方針は本校のみでなく京都

府私立中学高等学校連合会の対応方針でもあり、京都府、京都市の教育委員会とも情

報提供並びに連携をとって進めているものです。 

 

 

記 

 

１ 基本方針 

徹底した感染防止策を講じた上で、３月２７日（金）より本校の教育活動を再開しま

す。同様に部活動についても、４のように一定条件の下で再開します。 

 

 

２ 教育活動再開の考え方 

・ 長期間にわたる休校により、生徒の心身等への影響が現れていること。 

・ 万が一、生徒や教職員の感染が確認された場合には、学校を再度閉鎖する。感

染がまん延の場合は別途、対応方針を決定し、お知らせします。 

 

 



３ 感染の防止 

・ 家庭での健康観察、登校前の体温測定によるダブルチェック 

・ のどの痛み、発熱等、風邪の症状がある場合は登校させないことの徹底 

・ 手指の消毒または石鹸等による手洗いの徹底 

・ 教室等のこまめな換気、清掃、消毒の徹底 

 

 

４ 春休み中の部活動の留意点 

① 再開について保護者の理解と協力が必要であり、生徒へも十分に理解を得る。 

② 登校前、下校後の健康チェックと学校との連携をし、体調不良時に参加を見合わ

す理解を得る。 

③ 登下校の公共交通機関の利用に際しては混雑を避けるように時差を設ける。 

④ １週間の活動日数と１日の活動時間を制限する。 

⑤ 対外試合や合同練習、合宿などは行わない。 

⑥ 活動場所はあらかじめ定められた学校施設等で行う。室内の活動では換気を徹底

する。 

⑦ 活動中に不安、心配事があれば顧問、生徒が相談する体制をつくっておく。 

 

 

５ 始業式について 

  始業式は４月７日（火）に通常登校にて実施いたします。 

  ※感染拡大防止の注意点に十分に留意し実施いたします。ご理解とご協力をお願 

いいたします。 

 

 

６ 最後に 

今回の感染症対策は先の見えない事態となっています。今後も状況に応じて方針が 

変わっていくこともあろうかと思いますが、子どもたちのために最大限取り組んでま

いりますので、ご家庭のご協力をよろしくお願いいたします。 

 



令和２年３月１９日 

 

 

保護者の皆様 

京都廣学館高等学校 

校長 中西 紳也 

 

 

春季休業期間中の講習・クラブ活動の中止について 

 

 

 平素より、本校の教育にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、京都府の要請を受け、本校では新型コロナウイルス感染防止と生徒の安全確

保の観点から春季休業期間中（３月２０日～４月６日）の講習・クラブ活動を中止い

たします。 

 ただし、３月２３日（月）～３月２７日（金）に予定されている個別の取り組みに

ついては、感染防止に努め、一部内容を変更して実施いたします。 

尚、風邪などの症状がみられる場合には、本校へご連絡いただき、登校を控えてい

ただきますようお願いいたします。 

 趣旨ご理解の上、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 



令和 2 年 3 月 12 日  

 

保護者の皆様へ  

京都廣学館高等学校 

校 長  中 西 紳 也 

 

 

臨時休校延長措置について 

  

平素は本校の教育にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。本校では、3 月

13 日（金）まで臨時休校措置をとっていますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から下記の通り休校措置を延長いたします。趣旨ご理解の上、ご協力いただきますようお願

い申し上げます。 

  

記 

 

3 月 14 日（土）～3 月 18 日（水）の期間を、引き続き「臨時休校」とします。 

クラブ活動等は、現時点では 3 月 19 日（木）まで休止とします。 

 

3 月 19 日（木）修了式（教室にて放送）を実施します。 

集合時間： 1 年生 9:30   2 年生 10:30 

 

尚、3 月 16 日（月）～3 月 18 日（水）に予定していたものは 3 月 23 日（月）以降に延

期して実施いたします。 

 

引き続き、不要不急の外出は避けて、健康面に留意して規則正しく生活してください。風

邪のような症状がある生徒は、保護者様よりご連絡いただき、登校を控えください。状況が

急変した場合は、classi、メール配信、本校ホームページなどによってお知らせします。 

 

以上 


