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学校情報 

新学年・新学期の対応（抜粋） 

（各学校のホームページより 日付は掲載日） 

海城中 （３月２６日） 

中学 

入学式日程の変更について（お願い） 

新型コロナウイルへの対応 による 臨時休校を４月１３日（月）まで延長し、中学入学式は４月１４ 

日（火）に変更のうえ挙行いたします。 

なお、文部科学省から示された教育活動の再開にあたってのガイドラインをふまえ、入学式の規模

を縮小、時間を短縮して下記のように実施いたします。 

人生の大きな節目となる中学入学式にあたり大変心苦しいかぎりではございますが、うぞご理解と

ご協力のほどお願い申し上げます。 

https://www.kaijo.ed.jp/ 

 

開成中高 （４月１日） 

https://www.kaijo.ed.jp/


 

2 

４月６日以降の学校運営に関するお知らせ 

入学生および保護者の皆様へ 

４月６日に予定されていた、開成中学校・開成高等学校の入学式は、登校して行うことはしません。

学園HP上に「学園長祝辞」「校長式辞」「父母と先生の会 会長祝辞」をアップし、入学式の代替とし

ます。また４月７日に予定していた始業式も登校はありません。 

対面授業については、５月７日以降の開始といたします。５月６日までは登校の必要はありません。

対面授業開始時期については、今後、ホームページを通じて連絡します。 

対面授業の開始は、５月７日以降となりますが、開成の教育は４月６日の入学式から始まります。

すぐに自宅で学習が進められるよう、課題の連絡や ICT教育(インターネットを活用した教育)の案内

が学年より行われます。詳しくは別途ご連絡します。 

新型コロナウイルス感染症の対策として、このような異例のスタートとはなりますが、教職員一同、

心を込めて生徒の皆さんを迎える準備をしています。ご理解・ご海容のほど、なにとぞよろしくお願

い申し上げます。 

https://kaiseigakuen.jp/ 

 

学習院中等科 （４月１日） 

保護者の皆様・中等科生のみなさん 

中等科新年度当初の予定変更について 

日本国内では首都圏を中心に、新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、感染経路を明らかに

できない患者の増加が止まらず、より慎重な対応が必要とされています。 

３月２６日に東京都教育委員会が公表したガイドラインなどを受けて、３月３１日に開催された、学校

法人・学習院「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」で方針が示され、以下のように決定しまし

た。 

１） ５月６日（水）まで休校とする。（生徒は登校禁止） 

２） 入学式・始業式は未定。 

３） ガイダンス（オリエンテーション、ホームルーム）は５月７日（木）以降に行う。 

４） 平常授業および部活動は５月１１日（月）以降に開始する。 

これにより３月２４日に発表した、入学式を含む４月当初の行事を中止、延期とし、５月７日以降の

行事については決まり次第、ホームページ等で連絡します。 

※新年度に関する各連絡書類等を、4 月中旬を目途に各家庭に郵送します。届いたら連絡事項を

よく読んでください。 

このような状況下では「規則正しい生活を心がける」ことがとても重要です。心身の健康が保てるよ

うに努めてください。 

https://www.gakushuin.ac.jp/bjh/ 

 

https://kaiseigakuen.jp/
https://www.gakushuin.ac.jp/bjh/
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京華中高 （３月３１日） 

新入生保護者各位 

入学式延期のお知らせ 

桜花爛漫の候、新入生保護者の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、感染防止対策として、入学式を以下の通り延 

期し、中学校、高等学校を別々に挙行致します。入学当初から誠に恐縮ではございますが、ご協力

頂けますようお願い申し上げます。 

記 

１．京華中学校入学式 令和２年４月１３日（月） 

開式１０：００（生徒登校 ８：３０） 

２．京華高等学校入学式 令和２年４月１３日（月） 

開式１１：３０（生徒登校１０：００） 

※ 始業式に関しては４月１６日(木)を予定しています。詳細は入学式でご連絡差し上げ 

ます。 

※ 今後の変更に関しましては、「faircast」学校連絡網にてご連絡を差し上げますととも 

にＨＰに掲載致しますので、ご留意下さい。 

http://www.keika.ed.jp/ 

 

佼成学園 （４月１日） 

新型コロナウイルス対策 

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、今後あらゆる情勢にも対応できるように、可能な限りの

安全な環境と安心した学びの場を用意するため、佼成学園では現在様々な取り組みを進めていま

す！この試行錯誤の様子を、順次、連載の形にてお伝えさせていただきます。 

Part２ ４月１日 

新年度スタート！Zoomを活用した取り組み、開始！ 

いよいよ新年度がスタートしました。各報道を通じて、新型コロナウイルス感染症の長期化が予想さ

れている中、佼成学園ではアプリケーション Zoomを活用した取り組みがスタートしております。 

中学サッカー部では Zoom を使ったミーティングを行い、顧問・生徒を含めて 7 割が参加。ミーティン

グの内容は、生徒の近況報告、今後のトレーニングのアイデアの共有などでした。最初は恥ずかし

がっていた男の子も、時間の経過とともに画面を通じて話すことに慣れていったようです。 サッカー

部の顧問は、お互いの表情を見合うことで生徒の様子もわかり、安心感が得られたとのことでした。 

また、新年度からの体制を整えるため、教職員も Zoom を活用し、学年会が実施されております。 

https://www.kosei.ac.jp/boys/ 

 

http://www.keika.ed.jp/
https://www.kosei.ac.jp/boys/
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芝浦工大附属 （３月３０日） 

入学式について（新入生の方へ） 

現在東京では新型コロナウイルス感染爆発の危険性が高まっていると言われており、本校では、入

学式およびその後の授業開始に向けて、いくつかの可能性を考慮して準備をしておりますが、現時

点では、政府発表を踏まえた上で速やかに方針を決定し、ご連絡をする予定でおります。したがっ

て、最終のご案内は今しばらくお待ちいただくようお願い申し上げます。 

状況は日に日に変化しておりますので、こまめにホームページやメールをチェックしてくださいます

ようお願い申し上げます。 

http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/ 

 

城北中高  

４月の予定についての連絡です。 

新型コロナウイルス感染症への対応のため予定が変わります。 

・４月３日（金）『モバイルデバイスの設定会（高校入学生対象）』は中止いたします。入学後にアカウ

ントを配布して，設定を行います。 

・４月７日（火）高校入学式、４月８日（水）中学入学式は縮小して行います。 

・４月以降の行事を一部中止いたします。 

・４月１１日に第１回保護者会を行います。 

詳しくは下記の内容をご覧ください。 

https://www.johoku.ac.jp/ 

 

世田谷学園 （３月３０日） 

臨時休校再延長のお知らせ 

新型コロナウイルス感染症に関して、現在臨時休校の措置を取っているところですが、東京都では

大規模イベントの自粛を要請するとともに、外出の自粛を要請するなど、予断を許さない状況が続

いています。学園としましては、４月７日（火）までとしておりました臨時休校を、４月１３日（月）まで

延長いたします。 

入学式についてのお知らせとお願い（３月３１日） 

４月６日(月)の入学式につきましては，先にもご案内の通り，新型コロナウィルス感染症の感染拡大

の防止の観点から，新入生と教職員のみで各教室にて執り行います。保護者の皆様の参列はでき

ませんことをご了承ください。 

詳細は下段の「NEWS」欄をご覧ください。 

なお、発信日時現在の情報となりますので、今後変更のある場合は情報を更新いたします。 

http://www.setagayagakuen.ac.jp/ 

http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/
https://www.johoku.ac.jp/
http://www.setagayagakuen.ac.jp/
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明大中野 （３月３１日） 

お知らせ 入学式について(第２報) 

４月５日（日）に予定しております令和２年度入学式につきまして、４月１３日（月）に延期させていた

だきます。詳細は一斉メールにてご連絡いたします。また、今後の状況の変化に伴い、新たな対応

を行わざるを得ない場合がありますが、その際には再度お知らせ致します。 

ご確認のほど宜しくお願い申し上げます。 

https://www.meinaka.jp/ 

 

明法中高 （３月３１日） 

新型コロナウイルス感染拡大にともなう今後の行事などへの対応について（お知らせ） 

３月２日の臨時休校措置開始以降の保護者の皆様のご理解とご協力に改めて感謝申し上げます。 

東京都で感染が急拡大している状況および３月３０日夜の東京都知事の会見内容などを踏まえ、

学校として決定した内容をお知らせいたします。 

なお、コロナウイルス感染の状況およびその対策は日々刻々変わっていくため、本日お知らせする

内容も変更せざるを得ない場合があります。今後も変更を含めて情報をお知らせする必要が生じた

場合には、本校ホームページ、メルポコ（メール配信システム）や Classi（学校からの連絡システム）

を通じてご連絡いたします。ご確認をいただきますようご理解とご協力をお願いいたします。 

感染予防に向けて、より危機意識を持った上で、手洗い・うがいの他、不要不急の外出をできるだ

けお控えいただくとともに、身体的な健康を維持するために規則正しい生活をし、適度な運動をする

ことなど、各自で感染予防の対策を講じていただきますよう、改めてご家庭でのご協力をお願いい

たします 

１．４月１日以降の春休みの教育活動について 

３月２５日（水）のお知らせで、「４月より一定の制限は設けるものの教育活動を再開することとなり

ました」とお知らせし、４月２日～６日に生徒が校内で活動できることをお伝えいたしましたが、生徒・

ご家族の安全を最優先し、生徒の登校を禁止することといたしました。また、高校入学生対象の春

休みセミナーも同様の理由で中止することといたしました。セミナー内で行う数学の補講は別の形で

実施いたします。 

２．始業式について 

始業式につきましては、４月８日（水）に感染予防に最大限配慮しながら実施いたします。登校時間

は９時５０分といたします（公共交通機関による通勤・通学時の混雑の状況に応じて、早く登校して

も構いません。登校後は感染防止に必要な指導をいたします）。始業式は１０時より放送で行い、各

ＨＲでの指導や清掃も含めて１１時には完全下校させる予定です。当日は食堂の営業はありませ

ん。 

登校前にはご家庭で検温をお願いするとともに、できる限りマスクの着用をお願いいたします。発熱

https://www.meinaka.jp/
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があったり、体調の悪い場合には、登校を控えていただきますようお願いいたします。なお、風邪の

症状により登校しなかった場合でも欠席扱いにはなりません。 

３．入学式について 

入学式は４月９日（木）に感染予防に最大限配慮しながら実施いたします。すでにお知らせしている

とおり、登校時間は９時３０分、入学式の開始を１０時１０分と予定しております。ご家族の式へのご

参加は原則１名とさせていただきます（以前お知らせしたものと変更しております。ご了承くださ

い）。 

登校前にはご家庭で検温をお願いするとともに、できる限りマスクの着用をお願いいたします。発熱

があったり、体調の悪い場合には、登校を控えていただきますようお願いいたします。なお、風邪の

症状により登校しなかった場合でも欠席扱いにはなりません。 

なお、在校生につきましては、一部の生徒のみの出席となり、原則自宅学習日となります。部・同好

会の勧誘活動もできません。 

４．始業式・入学式後の教育活動について 

始業式後の教育活動の予定は、始業式当日に配布する「年間予定表」に記載しておりますが、状

況によって変更の可能性があります。時差登校などの措置も含めて、改めてお知らせいたします。 

https://www.meiho.ed.jp/ 

 

早稲田中高 （４月１日） 

保護者各位 

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ（第５報） 

現在、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、生徒の健康と安全を最優先 

に考え、休校期間を ４月２０0日（月）まで延長し、その間、登校禁止といたします。引き続 

き感染防止のため 不要不急の外出は極力控えるよう、ご家庭でご指導ください。 学校との連 

絡についても可能な限りメール・電話などをご利用ください。 

明日以降の対応につきましては、下記のとおりとなりますのでご確認ください。 

今後変更する場合はあらためてご連絡いたします。 

１．中止・禁止・変更する事項 

(１) 新中２から新高３の教材は４月１日以降に宅配便でお送りいたします。 

※到着次第 、同梱してある教材一覧表と照合し、過不足等がありましたらご連絡ください。 

(２) 新クラス分けについては、 ４月６日にホームページの各学年のページでお知らせします。 

(３) 入学式の代わりに、入学ガイダンスを ４月２１日に行います。 

※中学 1生のみの登校です。興風館アリーナにて実施します 。 

※窓を開け、生徒同士の間隔をあけた状態で、短時間で行います 。 

(４) 対面式・始業式は４月２２日に行います。中学２年生以上はこの日から登校開始となります。 

(５) 通知表の配布と成績確認は４月２２日に行います。 

※４月２２日は１０：１０に登校し、新しい学年のフロアに行き、元の学年の所属クラスに集合すること

https://www.meiho.ed.jp/
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とします。そこで通知表等を配布します。その後、新クラスに分かれてホームルームを行います。 

(６) 学年の日は４月２３日となります。 

※各学年の全体会は、興風館アリーナにて１学年ごとに実施します。 

※窓を開け、生徒同士の間隔をあけた状態で、短時間で行います 。 

(７) クラブ活動は４月２３日まですべて禁止とします。それ以降については新学期開始後にお知ら

せする予定です。 

(８) 授業は４月２４日から開始します。 

(９) 売店は４月２２日から、食堂は５月７日から営業する予定です。なお、食堂については、座席数

を減らし、対面にならないようにするなどの対応をします。 

(１０) 総合健康診断は７月に実施する予定です。 

(１１) １学期中間試験は実施しません。１学期の成績は１学期末試験の結果をもとに算出します。 

(１２) 体育大会は、現時点では感染防止策を講じた上で実施する予定です。 

(１３) １学期学期の校外授業はすべて中止し、可能であれば２学期または３学期に実施します。 

(１４) 高２の関西研修は２学期または３学期に延期します。 

(１５) 早稲田＆ＭＧＳ交換留学派遣プログラムは、派遣、受け入れともに中止となりました。 

２．休校中の対応について休校中の対応について 

(１) 各学年の連絡事項、各教科・科目の課題等についてはホームページの学年のページに掲載し

ます。更新された場合は FairCastでお知らせします。 

(２) 生徒が新型コロナウイルスに感染した場合、または感染者の濃厚接触者となった場合は速や

かに学校にご連絡ください。 

(３) 事務所の開室時間、開室日を変更する場合はホームページでお知らします。 

３．新学期開始後の対応について 

(１) 今回の変更に伴う改訂版の行事計画表は、ホームページの学年のページに掲載しております。

今後変更がある場合には随時お知らせします。 

(２) 生徒が新型コロナウイルスに感染した場合、または感染者の濃厚接触者となった場合は速や

かに学校にご連絡ください。 

(３) 発熱、風邪症状、倦怠感、息苦しさなどがある場合は無理して登校させないでください。また、

基礎疾患（呼吸器疾患・心疾患・糖尿病など）の治療継続中で主治医より自宅待機の指示があった

場合も欠席してください。なお、感染症の予防上支障がなくなり、登校する際は「新型コロナウイル

ス感染症に関する欠席届」を組主任に提出してください。 

(４) 毎朝の検温とマスク着用で登校させることにご協力ください。マスクの入手が困難な場合は、

自作のものでも構いません。マスクを自作する方法は https://youtu.be/219-OtHGje8などに紹介さ

れていますのでご参照ください。また、手洗い、うがいの励行についてもご協力ください。 

以上 

https://www.waseda-h.ed.jp/ 

                                                               

https://www.waseda-h.ed.jp/

