
生徒の皆さんへの重要なお知らせ 

 今回の 3 月 2 日からの臨時休業及び部活動禁止の処置についは、生徒の皆さんの健康、安全を

第一に考え、岐阜県すべての小中高特別支援学校が行うものです。新型コロナウイルスに感染し

ない、感染拡大させないためには、皆さんの協力が必要です。よく考えて行動してください。 

 なお、風邪の症状や 37.5度以上の発熱が 4日以上続く場合、強いだるさや息苦しさ（呼吸困難）

がある場合は、相談センター及び学校に連絡してください。手順や連絡先はこちらから 

 今後、日程の変更や新たな連絡事項などをこのホームページで連絡します。定期的に確認して

ください。 

 

 重要なお知らせ（5月 18日更新しました。） 

○5月 18日更新 

 １年生学年通信 №7を追加しました。 

１年生学年通信 №8を追加しました。 

 

○5月 15日更新  

【重要なお知らせ】学校再開に関してのお知らせ（５／１５更新） 

 

 ５／１５（金）、岐阜市教育委員会より「６／１（月）より学校再開予定」との発表がありまし

た。その発表を受け、本校においても６／１（月）から学校再開となる予定です。また、その準備

として、５／２５（月）に登校日を設定し、２６日（火）から２９日（金）までを教育相談期間と

します。登校の際は必ず自宅で検温し、マスクを着用してきてください。 

詳細につきましては、Moodle上に５／１９(火)に掲載いたしますので、生徒の皆さんは必ず確

認してください。 

 

 ５／２５（月）登校時間（５／１５現在での予定） 

   ２年生・・・ ９：００までに登校 

   １年生・・・１１：００までに登校 

   ３年生・・・１３：３０までに登校（必ず「進路の手引き」を持参） 

 

 ６／１（月）の予定（５／１５現在での予定） 

   ２年生・・・８：４５登校  ９：００始業 

   ３年生・・・９：４５登校 １０：００始業 

   １年生・・・１２：１５～受付（体育館）、１３：００～入学式 

 

http://www.shigisho.ed.jp/r2_tejyun.pdf
http://www.shigisho.ed.jp/gakunen1-7.pdf
http://www.shigisho.ed.jp/gakunen1-8.pdf


 

 

 

○5月 7日更新 

 ５月３１日まで休業となったことに伴い、５／７（木）からの各教科の課題一覧などの連絡

プリントや問題集を本日５／７に発送しましたので、必ず受け取り、確認してください。 

なお、生徒の皆さんは、「Moodle」には毎日必ずアクセスしてください。 

 今後も、日程の変更や連絡事項等をホームページやメール配信、Moodle上でお知らせしますの

で、定期的にご確認ください。 

 【５月３１日までの課題一覧】 

 １年生はこちら  ２年生はこちら  ３年生はこちら 

 

 ○5月 1日更新 

 １年生学年通信 №5を追加しました。 

１年生学年通信 №6を追加しました。 

 

３年生学年通信を追加しました。 

 

○4月 23日更新 

すぐメールにて、「心のアンケート」を送信しました。このアンケートは、臨時休業中の皆さん

の心の悩みや不安などを尋ねるものです。正直に答えてください。 

４月３０日（木）までにアンケートに回答してください。 

 保護者の皆さまは、アンケートの回答は不要ですが、お子様の様子等でご相談されたい場合は、

担任もしくは教育相談係（松井）までご連絡ください。 

 

１年生学年通信を追加しました。 

 

 ○4月 22日更新 

４／２０（月）に「Ｍｏｏｄｌｅを利用した学習システムについて」を送付しましたが、Ｍｏ

ｏｄｌｅを行うにあたって、家庭のＮｅｔ環境について調査しています。メール配信しておりま

すので必ず３通のメールのアンケートに答え、返信してください。なお、メール未登録もしくは

メールの届いていない生徒は、学校まで連絡してください。 

 

 

 ○4月 20日更新 

http://www.shigisho.ed.jp/01kadai_0531.pdf
http://www.shigisho.ed.jp/02kadai_0531.pdf
http://www.shigisho.ed.jp/03kadai_0531.pdf
http://www.shigisho.ed.jp/gakunen1-5.pdf
http://www.shigisho.ed.jp/gakunen1-6.pdf
http://www.shigisho.ed.jp/gakunen3-2.pdf
http://www.shigisho.ed.jp/gakunen1-4.pdf


休業延期に伴い、４／２０（月）からの各教科の課題一覧などの連絡プリントや問題集を送付

しましたので、必ず受け取り、確認してください。なお、プリントの中には「Moodleを利用した

学習システム」（桃色）がありますので、手順に従ってアクセスしてください。 

また、２，３年生につきましては、「安全振興会の案内」（緑色）の中に「一般財団法人岐阜県高

等学校安全振興会共済加入申込書」が挟んであります。（１年生は「高校生活のしおり」にありま

す）ご確認のうえ、ご記入いただき、登校時に必ず提出してください。 

 今後も、日程の変更や連絡事項等をホームページやメール配信でお知らせしますので、定期的

にご確認ください。 

 各学年の課題一覧はこちらから 

 

○4月 17日更新 

本校をはじめ岐阜市内の公立学校は臨時休業中となっていますが、国の緊急事態宣言が全国に

拡大され、本市においても感染拡大が心配されることから、岐阜市教育委員会は、臨時休業を５

月３１日（日）まで延長することと決めました。本校においても５月３１日（日）まで臨時休業

期間を延長します。それに伴い、入学式および始業式は、臨時休業期間後に、延期します。 

 

 

○4月 15日更新 

１年生学年通信を追加しました。 

 

＜２年Ｂ組グローバルコミュニケーション系の課題について＞ 

４月８日に出された課題で、「中国語の教科書を読む、ＣＤを聞く」というものがありました 

が、まだ教科書を渡してありませんでしたので、しばらくお待ちください。 

 

 

○4月 13日更新 

岐阜市教育委員会より下記のように通知がありましたので、この通知を受け、本校においても

臨時休業日を延長します。 

 

４月６日（月）に臨時休業についてお知らせしたところですが、本市において感染拡大の恐れ

が極めて大きくなったことを踏まえ、市教育委員会は引き続き、市立幼小中高・特別支援学校を

５月６日（水）まで臨時休業とします。 

今後の対応については、改めてお知らせします。 

 

○4月 8日更新 

http://www.shigisho.ed.jp/kadai_2.pdf
http://www.shigisho.ed.jp/oshirase.pdf


＜始業延期に伴うお知らせ＞ 

始業延期に伴い、４／８（水）～１９（日）の間に行う各教科の課題と、今年度の担任、副担任

の紹介(こちらから)、３年生へのお知らせ(こちらから)を掲載しましたので、必ず確認してくだ

さい。 

 なお、明日４／９（木）～１３（月）の間に、担任より電話連絡がありますので、電話に出られ

るように待機していてください。 

 ４／２０（月）始業の予定時間（４／８現在での予定） 

   ２年生・・・８：４５登校 

   ３年生・・・９：４５登校 

   １年生・・・１２：１５～受付（体育館）、１３：００～入学式 

自宅で検温し、マスクを着用して登校してください。 

○3月 30日更新 

 ・教科書購入ができなかった生徒の皆さんへ 

   3月 25日付けでお知らせした場所ではなく下記の場所で購入してください。 

   （後藤書店さんの本店ではなく、市橋店で購入してください。） 

  ［購入書店］後藤書店 （岐阜市西荘 4-1-7 TEL：058-253-4536） 

※店舗にて購入。購入控え用紙にも場所が記載されています。 

 

○3月 25日更新 

 ・教科書購入ができなかった生徒の皆さんへ 

   電話でお知らせしました教科書購入についての詳細は、次のとおりです。 

  ［購入書店］後藤書店 （岐阜市鏡島精華 3-9-8 TEL：058-251-9268） 

※店舗にて購入。購入控え用紙にも場所が記載されています。 

［日  時］3月 25日（水）～3月 31日（火）の間は、16:00～21:00 

      4月 2日（木）～4月 7日（火）の間は、11:00～21:00 

      ※ただし、4月 1日（水）・4月 5日（日）は休みです。 

      ※なお、上記期間に店舗で購入できない場合は、4月 8日（水）始業式当日に

新学年のＨＲ担任に申し出てください。 

 

○3月 21日更新（19日のお知らせの変更連絡） 

 ・3月 24日（火）の予定について（確定版） 

 新型コロナウイルス感染症防止対策の最新の状況をふまえ検討した結果、離任式は中止

します。他の予定については次のように変更します。登校が難しい場合は、担任にご相談

ください。なお、登校できない場合の教科書購入は、学校にて 4 月 9 日（木）に購入可能

です。 

http://www.shigisho.ed.jp/oshirase.pdf
http://www.shigisho.ed.jp/oshirase.pdf
http://www.shigisho.ed.jp/sinro.pdf


 ◇教科書購入 場所：調理室前 

        時間：2年生は ９：３０～１１：００の間 

           1年生は１１：００～１２：３０の間 

  ※体育館での集合はありませんので、各自の都合で登校時間を考え、上記時間内に購

入してください。 

  ※購入控え用紙、購入代金を忘れないようにしてください。また、お釣りのないよう

に用意してください。 

 ◇通知票などの配付 

   教科書購入後、必ず被服室にて担任から受け取ってください。 

 ◇離任者の発表は、当日、被服室前に紙面で掲示します。 

※感染防止対策のため、当日教室や部室への立ち入りはできません。 

 

○3月 19日更新（13日のお知らせの変更連絡と確認） 

 ・3月 24日（火）の教科書購入等について 

下記の時間に学校体育館に集合してください。ただし、1 年生と 2 年生で集合(始業)時

間が違いますので、注意してください。なお、体調不良（発熱や咳などの症状）の生徒は

登校せず、学校に連絡してください。また、通学（登校）に際し不安がある場合は、学校

に連絡し相談してください。（いずれも配慮します。） 

  ◇2年生 9:30に体育館集合 ◇1年生 10:40に体育館集合 

 ※教室には入らず、体育館に集合してください。 

 ※マスク着用、体育館の出入り前の手指消毒を徹底してください。 

◇教科書購入 2年生 9:30～ 1年生は 4月 9日に学校にて購入(販売)予定 

   ※教科書購入の控え用紙及び購入代金を忘れないようにしてください。また、お釣りの

ないように用意してください。 

   ※当日（3 月 24 日）に購入できなかった 2 年生は、1 年生と一緒に 4 月 9 日に学校で購

入できます。 

◇離任式 11:00～11:30 

※卒業生（3年生）は体育館に入れません。 

◇放課は、1、2年生ともに 11:30の予定です。 

   ◇状況により 3月 24日の登校を中止する場合もあります。その際は、ホームページ・メー 

    ルで連絡します。 

 ・部活動について 

   現在中止になっている部活動は、引き続き中止とします。今後、活動可能になったら連

絡します。 

 



○3月 13日更新 

 ・3月 24日（火）に教科書購入(販売)、通知表配付及び離任式を行いますので、登校してく

ださい。ただし、1年生と 2年生で集合(始業)時間が違いますので、注意して登校してくだ

さい。なお、体調不良（発熱や咳などの症状）の生徒は登校せず、学校に欠席連絡をして

ください。 

  ◇2年生 9:30に体育館集合 ◇1年生 11:00体育館集合 

 ※教室には入らず、体育館に集合してください。 

 ※マスク着用、体育館の出入り前の手指消毒を徹底してください。 

◇教科書購入 2年 9:30～ 1年 11:30～ 

   ※教科書購入の控え用紙及び購入代金を忘れないようにしてください。 

   ※体調が悪く登校できない人は、各自、書店で購入してください。 

◇離任式 11:00～11:30 

※１、2年生全員参加により離任式を実施します。 

※卒業生（3年生）は体育館に入れません。 

◇放課は、2年生 11:30、1年生 13:00頃の予定です。 

   ◇状況により 3月 24日の登校を中止する場合もあります。その際は、ホームページ・メー 

    ルで連絡します。 

 

○3月 9日更新 

 ・みこしパレード（道三まつり）に参加予定の生徒の皆さんへ 

4月 4日（土）の“みこしパレード（道三まつり）”は中止になりました。 

・新型コロナウイルス感染を防ぐために家庭で注意することなど（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

  ・自宅学習を充実させるための学習支援コンテンツポータルサイト（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00461.html 

○3月 4日更新 

 ・中国語検定に受験申込した生徒の皆さんへ。 

中国語検定は延期になりました。3月 22日(日) → 6月 28日(日) 詳細はこちらから 

○3月 1日更新 

 ・3月 2日（月）～3月 7日（火）まで、電話対応時間は 8:30～17:15とします。 

※時間外は留守番メッセージとなります。ご了承願います。 

 ・アルバイトは、原則行わないでください。 

 ・当面の間、自宅学習期間となります。不要な外出は控え、自宅で過ごしてください。成績

評価等の連絡など、学校からの連絡に対応できるようにしてください。 

 ・卒業式は無事終了しました。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00461.html
http://www.shigisho.ed.jp/chuugokugokentei.pdf

