
保護者の皆様へ 

 

・お知らせ１６（全保護者対象）         令和２年５月２０日（水） 

 

 「金沢市立小・中・高等学校の児童生徒等の新型コロナウイルス感染者の状況」 

 

５月１９日(火）の感染者について 

   ・金沢市在住の新規感染者（感染経路不明の感染者）               ０名 

  ・金沢市立小・中・高等学校に在籍する本市在住の児童生徒の感染者 ０名 

   ・金沢市立学校に勤務する教職員の感染者             ０名 

 

以上です。なお、本日より分散登校が実施されますので、「金沢市立小・中・

高等学校の児童生徒等の新型コロナウイルス感染者の状況」の連絡については、

これをもって終了することといたします。御了承ください。 

 

・お知らせ１５（全保護者対象）         令和２年５月１９日（火） 

 

 「金沢市立小・中・高等学校の児童生徒等の新型コロナウイルス感染者の状況」 

 

５月１８日(月）の感染者について 

   ・金沢市在住の新規感染者（感染経路不明の感染者）               ０名 

  ・金沢市立小・中・高等学校に在籍する本市在住の児童生徒の感染者 ０名 

   ・金沢市立学校に勤務する教職員の感染者             ０名 

 

 以上です。 

 

・お知らせ１４（全保護者対象）         令和２年５月１８日（月） 

 

 「金沢市立小・中・高等学校の児童生徒等の新型コロナウイルス感染者の状況」 

 

 ５月１５日（金）～１７日（日）の感染者について 

   ・金沢市在住の新規感染者（感染経路不明の感染者）                ０名 

  ・金沢市立小・中・高等学校に在籍する本市在住の児童生徒の感染者 ０名 

   ・金沢市立学校に勤務する教職員の感染者             ０名 

 

 以上です。 



・お知らせ１３（全保護者対象）         令和２年５月１５日（金） 

 

 市立学校における臨時休業期間中の対応等について 

 

 本市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、５月３１日（日）

まで臨時休業期間としているところですが、本日、金沢市教育委員会より、石川

県が特定警戒都道府県及び緊急事態宣言の対象地域から解除されたことを受

け、現在の感染拡大防止に向けた本市の取組状況や児童生徒における感染状況

等を踏まえ、今後の学習環境の確保を図るため、５月２０日（水）より登校日を

実施する旨の通知がありました。 

 これを踏まえ、本校では、下記のとおり対応いたします。また、この措置に伴

い、２２日（金）及び２９日（金）に予定していた、家庭学習提出及び配布は行

いません。 

保護者の皆様には、ご理解・ご協力の程お願いいたします。 

 

記 

 

１ 感染症対策について 

 ・登校前に自宅で検温を行い、記録表に記入し、玄関にて提出するとともに、

発熱や風邪の症状が見られる場合には登校を控えるようお願いいたしま

す。また、同居するご家族に発熱や風邪の症状が見られる場合も、登校を控

えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 ・登下校時及び学校内でのマスクの着用をお願いします。 

２ 登校日について 

  感染症対策に万全を期すとともに、以下のとおり段階的に実施します。 

なお、学校給食は実施しません。 

  (1) ５月２０日（水）～２５日（月）［４日間］ 

   ・ 全学年全クラスの児童生徒を出席番号の前半と後半で２つのグループ

（Ａ又はＢ）に分け、グループ交互に登校日とする分散登校を実施し、

３限後下校（11:15）。 

  (2) ５月２６日（火）・２７日（水） 

   ・ 全学年の児童生徒が登校し、２限後下校（10:20）。 

  (3) ５月２８日（木）・２９日（金） 

 ・ 全学年の児童生徒が登校し、３限後下校（11:15）。 

(4) ６月１日（月）～ 

 ・ 通常どおりの教育活動実施。 



 

３ グループ分けと登校日について 

（１）グループ A（全クラス共通） 

 １年１番～１２番、２年１番～１６番、３年１番～１５番、４年１番～１４

番、５年１番～１６番、６年１番～１７番、さくら１番 

（２）グループ B（全クラス共通） 

 １年１３番～２５番、２年１７番～３２番、３年１６番～３１番、４年１５

番～２９番、５年１７番～３３番、６年１８番～３４番、さくら２番 

（３）グループ Aの登校日 

 ５月２０日（水）及び２２日（金）の８：１５～１１：００。 

１１：１５までに下校。 

（４）グループ Bの登校日 

 ５月２１日（木）及び２５日（月）の８：１５～１１：００。 

１１：１５までに下校。 

 

４ 内容について 

    感染症対策や規則正しい生活習慣の指導に加え、お子さんの健康状態や家

庭学習の状況を確認するとともに、家庭学習で予習した内容についての補充

指導等を行います。 

  また、学習面の質問や休業期間中の悩み等があれば、担任や教育相談担当教

員が対応したり、スクールカウンセラーと連携したりするなどして、きめ細か

く対応します。 

  なお、登校できない場合は、学校まで連絡ください。 

５ 全学年共通の持ち物について 

  体温記録表、筆記用具、連絡帳 

 ※体温記録表は登校時、玄関で提出です（制服の胸ポケットに入れて登校して

下さい）。 

 

６ 各学年の持ち物について 

 詳細は、１８日（月）にメールでお伝えします。ご確認をお願いいたします。 

 

７ 学校で実施している見守りについて 

  新たに受け入れを希望される方は学校までご連絡下さい。５月２９日（金）

まで実施します。 

 

 



・お知らせ１２（全保護者対象）          令和２年５月１５日（金） 

 

 「金沢市立小・中・高等学校の児童生徒等の新型コロナウイルス感染者の状況」 

 

５月１４日(木）の感染者について 

   ・金沢市在住の新規感染者（感染経路不明の感染者）               ０名 

  ・金沢市立小・中・高等学校に在籍する本市在住の児童生徒の感染者 ０名 

   ・金沢市立学校に勤務する教職員の感染者             ０名 

 

 以上です。 

 

・お知らせ１１（全保護者対象）          令和２年５月１４日（木） 

 

 「金沢市立小・中・高等学校の児童生徒等の新型コロナウイルス感染者の状況」 

 

５月１３日(水）の感染者について 

   ・金沢市在住の新規感染者（感染経路不明の感染者）               ０名 

  ・金沢市立小・中・高等学校に在籍する本市在住の児童生徒の感染者 ０名 

   ・金沢市立学校に勤務する教職員の感染者             ０名 

 

 以上です。 

 

・お知らせ１０（全保護者対象）          令和２年５月１３日（水） 

 

 「金沢市立小・中・高等学校の児童生徒等の新型コロナウイルス感染者の状況」 

について、金沢市教育委員会より、以下のとおり情報提供がありましたので、お

知らせします。 

 本市においては、４月１３日(月)に、本市独自の緊急事態宣言を発出しまし

た。新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた市民の皆様のご協力により、本

市における新規感染者数（感染経路不明の感染者数）は減少傾向を見せ、現在は

感染者が発生していない日が続くなど、一定の落ち着きを見せています。また、

小・中・高等学校においても、本市の緊急事態宣言以降これまでの間、金沢市立

小・中・高等学校に在籍する本市在住の児童生徒及び教職員に、感染者は発生し

ていません。 

 つきましては、今後、本市の児童生徒等の状況について、保護者の皆様にお伝

えすることで、学校へのご理解・ご協力を更にいただけますよう、本日より、学



校を通して以下のとおり、お知らせしていくこととします。 

 

 ５月１２日(火）の感染者について 

   ・金沢市在住の新規感染者（感染経路不明の感染者）               ０名 

  ・金沢市立小・中・高等学校に在籍する本市在住の児童生徒の感染者 ０名 

   ・金沢市立学校に勤務する教職員の感染者             ０名 

 以上です。 

 

・お知らせ９（全保護者対象）          令和２年５月１日（金） 

 

金沢市教育委員会より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた国、県

の取組の状況や、本市及び近隣自治体の状況等を踏まえ、お子様が安心して登校

できる環境づくりを図るため、４月１３日（月）から５月１日（金）まで実施し

ている臨時休業期間を、５月３１日（日）まで延長する旨の通知がありました。 

 併せて、この間、引き続きお子様の外出を控え、自宅等にて過ごすよう努める

とともに、児童生徒・教職員の安全確保及び感染拡大防止の観点から、登校日は

設定しないこととする旨の通知を受けております。 

 これを踏まえ、本校では、下記のとおり対応いたしますので、保護者の皆様に

は、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 なお、臨時休業期間後の対応等につきましては、金沢市教育委員会より通知が

あり次第、連絡いたします。 

 

記 

１ 臨時休業の延長期間について 

  令和２年５月７日（木）～５月３１日（日） 

２ 臨時休業期間の対応について 

（１）家庭学習用の学習プリントに加え、金沢市教育委員会が作成した教材であ

る「チャレンジワーク」等の教材を活用して、お子様の学習保障に努めます。

（金沢市教育委員会が作成した「チャレンジワーク・デジタル」等の配信動

画等（ＵＲＬ https://www4.city.kanazawa.lg.jp/39019/index.html もご

活用下さい。） 

（２）担任等が週１回、学習プリント等の提出時やご家庭への電話等を通して、

健康状態や学習状況を確認します。 

   その際、学習面の質問や休業期間中の悩み等があれば、担任等や教育相談

担当教員が対応したり、スクールカウンセラーと連携したりするなどし

て、きめ細かく対応します。 



３ 家庭で学習したプリント等の回収について 

   休業期間が長期にわたることから、ご家庭で学習したプリント等を保護

者の皆様等に学校まで持参し提出しただくよう協力をお願いいたします。 

  詳細は別途連絡いたします。 

  ※小学校は、保護者又は保護者同伴で児童が提出 

    ※中学校は、生徒が提出 

 

４ 学校で実施している見守り活動について 

  希望に応じて実施している校舎内での受入れ・見守り活動は継続します。 

  なお、感染拡大防止の観点から、受入れ対象のご家庭を引き続き限定させて

いただきますので、その他のご家庭にはご理解・ご協力をお願い致します。 

 

・お知らせ８（全保護者対象）         令和２年４月２４日（金） 

 

 金沢市教育委員会より、児童への不審電話が続発しているので、ご家庭でも

十分注意してください、という通知文が届きました。 

 特に以下の点に留意してください。 

・来客や電話による問い合わせに十分気をつけ、氏名、住所、電話番号等を聞

かれても答えないこと 

・留守番電話にして、知らない電話（非通知）には出ないこと 

・不審な電話は「ナンバーお知らせ１３６」機能（※有料です）などを活用し

て番号を確認し、着信拒否設定にすること 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

・お知らせ７（児童受け入れ希望保護者対象）   令和２年４月２２日（水） 

 

緊急事態宣言発令に伴う児童生徒の受入れ対象家庭の縮小等について 

 

金沢市教育委員会より児童生徒の受入れ・見守り活動について、下記のとおり

変更する旨の通知がありましたので、お知らせします。 

 これは、今般、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

全国に発令され、石川県が「特定警戒県」に指定されたことに伴い、保育所等が

受入れ対象家庭を限定したことにあわせたものです。 

 今回の変更は、お子様、保護者の皆様、教職員の健康と命を守り、集団感染（ク

ラスター）の発生や新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためのも

のです。 



 保護者の皆様には、大きなご負担をおかけすることとなりますが、ご理解・ご

協力をお願いいたします。 

 なお、今後の状況の変化等により、取扱いが変わる可能性があります。 

 

記 

 

１ さらなる感染拡大防止を図るため、受入れ対象のご家庭を限定し、その他の

ご家庭には学校での受入れ等への自粛をお願いします。 

【お受入れできるご家庭】 

（１）保護者のいずれもが次の職種に該当し、共に仕事を休むことが困難な家庭 

   ・医療従事者 

    ・社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方 

   ※対象業種は、石川県が定める『２ 基本的に休止を要請しない施設』  

となりますので、よろしくお願いいたします。 

（２）ひとり親家庭など保護者が仕事を休むことが困難な家庭 

     ※他の親族等にも依頼できない場合 

 【期 間】 

     令和２年５月１日（金）まで 

２ 今後、児童生徒及び教職員が罹患した場合や地域での感染が著しく拡大す

る場合には、児童生徒の受入れ等を中止する場合がありますので、ご了承願

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・お知らせ６（全保護者対象）          令和２年４月２１日（火） 

在宅中のお子様に対する注意喚起について 、石川県警察・教育委員会より

通知がありました。以下お知らせいたしますので、お子様とよく話し合い、ご

家庭での対応をよろしくお願いいたします。 

 

【石川県警察・教育委員会より】  

現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止で学校の休業が続いており、ご家庭

で留守番をしているお子様も多いと思いますが、次のことを参考にして、１日の

出来事を話し合いながら、事件・事故等の被害に遭わないよう、ご家庭でご指導

をお願いいたします。  

 

～ 対策 ～  

【子供だけで留守番する場合】  

・ 来訪者が来ても、ドアを開けない。  

・ 在宅中も玄関の鍵をしっかりかける。  

・ 不在と思わせない。（テレビや照明をつけておく）  

【不審電話対策】  

・ 留守番電話にして、知らない電話（非通知）には出ない。  

・ 不審な電話は「ナンバーお知らせ１３６」機能などを活用して番号を確認し、  

着信拒否設定  

【必要があり外出する場合】  

・ 事前に行き先を確認しておく。  

・ 知らない人についていかない。  

・ 危険を感じたら大声で叫ぶ。逃げる。近くの大人に知らせる。 

 

・お知らせ５（全保護者対象）           令和２年４月１７日（金） 

 登校日の中止に係り、３月の臨時休業期間と同様に、児童に対して週１回程度

電話等で健康状況や学習状況等の確認をさせて頂きます。２０日（月）より、学

年毎に順次行う予定です。詳細は配信メールにてお知らせいたしますので、ご確

認下さい。 

 

・お知らせ４（全保護者対象）          令和２年４月１５日（水） 

 ４月２０日以降に予定していた登校日（２２日、２３日、２４日、２８日、３

０日、５月１日）は全て中止となりました。 

 

 



・お知らせ３（全保護者対象）           令和２年４月８日（水） 

本日から１０日（金）まで、児童は毎朝検温表を提出します。昨日お配りした

学年カラーの紙を切り取って使用してください。 

検温表は、玄関で提出となります。児童が少しでも密集、密接を防ぐために検

温表は折りたたんで上着の胸ポケット等に入れ、すぐに取り出せるようにして

いただけるとありがたいです。 

児童が登校途中に検温表を落とさないように気をつけるよう、ご家庭の方か

らもお声かけをお願い致します。 

 

・お知らせ２（全保護者対象）           令和２年４月５日（日） 

金沢市においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、市立小・

中学校は、令和２年４月１３日（月）から５月１日（金）まで、臨時休業するこ

ととなりました。詳細については、後日配付するプリントでお知らせします。 

なお、６日（月）の入学式準備、７日（火）の入学式、始業式は予定通り行い

ます。 

 

・お知らせ１（全保護者対象）           令和２年４月３日（金） 

 ４月 7日（火）は、登校前に、ご自宅でお子様の検温をお願いいたします。３

７．５度以上ある場合、微熱でも風邪症状がある場合は、登校を控えるよう教育

委員会から指示が出ていますので、ご了承下さい。 

また、発熱がある児童が学校に来てしまった場合、保護者に連絡した上で帰宅

させるよう指示が出ておりますので、ご理解とご協力の程お願いいたします。 

 


