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神ノ|1高 等学校

校 夜 七賀 贅

了え階的 な学校再開について (お 知 らせ)

前喀 千素より木校の教育活動にご協力とご理解を賜り、厚 (御ネL申 し上げます。
政府より、5月 14日 タカ|、 繁恙事態宣言について 39県 (福 岡合む)に おける解除が発表され

ました。よって本校では、今後段階的に学校再開に向けての取 り組みを実施いたします。
また、新型コロナウイルス感染拡大子防のため4月 6日 より臨時休校とし、学校行事等も変更・

延期・ヤ上を余儀なくされておりましたが、今後は行事等を再検討し、順次お知らせいたします。
以下、学校再開の初期段階についての説明になりますので、ご確認 ください。

え

■その 1(学校養校・帰春に際 して)

塊段階では 5月 25日 (月 )よ り段階的に再開となりますが、「繁魚事態宣言」が水だ解除とな
っていない都逍府県の状況やお住 まいの地域状況、さらにはご家たの都合や諸事情、本人の

体調等を踏 まえて、養校・帰春に際 しては、本人 と保護者にてよく相哉 された上で、ナ1断 さ

れるようにお願いします。

■その2(帰春について)

5月 25日 (月 )よ り段階的に暮関になることから、帰春期 7alを 5月 22日 (金)か ら24日 (日 )の 3

日間で分散するよう計凸 しています。なお帰春の条件として、本校より送付 した「健康チェ

ックカー ド」への帰春日までの 14F43分 の亀載とそのカー ドの提出が癸姜 となります。 しか

し帰春までの1理 r●l以内に分熱等があった場合は、自宅療驀 じ2週間程度の経員観察を行い、
担任 との連絡を密にお願いします。

■その3吟 後の予定について)

今後の学校行事等について、再検討の結果、現時点で確定 しているものは以下のとおりです。

・1学期 期末考査 7/14(人)～ 17(金) ※中間考査は実施しない

・ 1学期 終業式  8/7(金 )

・夏休み     8/8(上 )～ 16(日 ) ※え課外はヤ上  案rtl鎖 はなし

・2学期 始業式  8/17(月 ) ※当日は服装検査を実施予定

■その4(学校再開の日程 と校時)

(茅1紙 1)に てご案内しておりますので、ご参照 ください。

以  上



保護者・生徒 各位

●5月 25日 (月 )～ 29日 (金)

(登校授業.校時)

SHR 9:50～ 10:00

1限 目 10:05～ 10:55

2限 日 11:05-11:55

3限 目 12:05～ 12:55

SHR 12:55～

段階的な学校再開について  (別紙 1)

SE=スマート・エデュケーション (オンライン授業)

S E.IAH+

2020.5.19

柳川高等学校

校長 古賀 賢

SHR 8:50- 9:00

1限 目 9:05～  9:55

2限 目 10:05-10:55

3限 日 11:05～ 11:55

午後からは自学自習

06月 1日 朝 )～ 12日 (金)

(6/1よ り当面のところ、以下のように実施。状況を見ながら通常校時〈HR8:50厳時6限授業〉へ)

SHR 8:50^ψ 9:00

1限 目 9:05^V9:55

2限 日 10:05～ 10:55

31恨 日 11:05-11:55

午後 /2」 らヽは自学 自習

※ 6月 2日 ・ 4日 は、1.2.3限 目の時間に

4.5.6の時間割の授業を実施 します。

※ 6月 8日 ・ 10日 は、1.2.3限 日の時間に

1.2.3の 時間割の授業を実施 します。

25日 (月 ) 26日 (火 ) 27日 (水 ) 28日 (木 ) 29日 (金 )

始業式(校内放送)

服装頭髪検査

SE

(1・ 203限 )

登校授業

(102・ 3限)

SE

(1・ 203限 )

登校授業

(10203限 )

1日 (月 ) 2 Ll (火 ) 3 目 (水 ) 4日 (木 ) 5日 (金 )

登校授業

(1～ 6限 )

SE

(4・ 506限 )

登校授業

(1～ 6限)

SE

(4・ 5・ 6限 )

登校授業

(1～ 6限 )

8日 (月 ) 9日 (火 ) 10日 (水 ) 11日 (木 ) 12日 (金 )

SE

(1・ 2・ 3限 )

登校授業

(1～ 6限 )

SE

(1・ 203限 )

登校授業

(1～ 6限)

登校授業

(1～ 6限)

SE.移ざ寺登校授業.校時

SHR 9:50-10:00

1限 目 10:05～ 10:55

2限 目 11:05～ 11:55

昼休み(25分 ) 11:55～ 12:20

3限 目 12:20～ 13:10

昼休み(30分 ) 13:10^V13:40

4限 目 13:40～ 14:30

5限 日 14:30-15i30

61限 目 15:40ハ‐16:30

SHR 16:30-


