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中幡小学校 ３つの「あ」ルール   

あいさつ あとしまつ あさごはん  

渋谷区立中幡小学校 学校だより 

令和２年６月１日 

 

  
学校再開後の登校日について   校長 伊藤 昌克 

  

５月３１日（日）までの臨時休業期間も最終週となりました。本日中にも東京都を含む５都道県の「緊急

事態宣言」が解除される模様との報道もあり、ようやく明るい兆しが見えてきたという思いです。 

先週は、オンラインによる学級活動（朝の会）が始まり、担任からは、子供たちと顔を合わせることがで

きて、本当に安心したとの報告がありました。実施にあたっては、ご家庭でのサポートや学校への貴重なア

ドバイス等、皆様には、多大なるご理解とご協力をいただきました。深く感謝申し上げます。 

渋谷区教育委員会からは「臨時休業期間終了後は、分散登校で感染予防対策を取りつつ、児童の学びの保

障の観点から教育活動の充実に向けた取組に努める」旨の通知がありました。本校では、これに基づき、以

下のように分散登校を実施いたします。完全な形ではありませんが、子供の姿が見える学校が戻ることにな

り、嬉しく思うと共に身の引き締まる思いです。子供たちが安心して学校生活を過ごせるよう、教職員一丸

となって取り組んで参ります。皆様の更なるご理解とご協力をお願いいたします。 

 

記 

１ 期 間 ６月１日（月）から当面の間 

   ※感染予防のため、ご家庭の判断で登校を避ける場合は、欠席扱いにはなりません。その場合は、 

５月２９日(金)までに学校にご連絡ください。 

２ 登校日 

 （１）登校日一覧                                         

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ※通知に基づき、１年生と６年生の

登校日が多くなっています。 

※登校した学級を２グループに分

割し、当該学年の担任と専科教

員等で指導します。グループと使

用教室は、第一回登校時に児童

に名簿を配布して連絡します。 

１年生 1組 ２組 １組・２組 1組 ２組 

２年生 1組 ２組 × 1組 ２組 

３年生 1組 ２組 × 1組 ２組 

４年生 1組 ２組 × 1組 ２組 

５年生 1組・３組 ２組 × ２組・３組 １組 

６年生 1組 ２組 １組・２組 1組 ２組 

（２）時 程（朝の会～帰りの会） ※登校時刻は、全期間で８時００分～８時１５分です。 

①１週目（給食なし）   全学年………８時１５分～１２時００分 ４時間授業（全登校日） 

②２週目以降（給食あり） １年生………８時１５分～１３時２０分 ５時間授業（全登校日） 

                ２年生………８時１５分～１３時２０分 ５時間授業（月・火曜日） 

                      ８時１５分～１４時１０分 ６時間授業（木・金曜日） 

                ３～６年生…８時１５分～１４時１０分 ６時間授業（全登校日） 

（３）学習時間割 登校日と家庭学習日を併用した学習時間割となります。 

これまでと同様に、毎週金曜日に、翌週分の連絡事項（各学級の時間割や登校日の持

ち物など）を学校ホームページ「学年のページ」に配信します。 

          ※オンラインでの朝の会については、学年担任全員が、登校した学級の指導にあたる

為、今後は実施できません。６月１日以降の家庭学習日には、オンラインでの帰り

の会を実施して、児童とのコミュニケーションを図ります。 

（４）第一回登校日 

①各学年１組と５年３組の第一回登校日は、６月１日（月）です。 

    各学年２組の第一回登校日は、６月２日（火）です。 

※ご家庭で体温と体調を確認していただき、８時００分～８時１５分に登校させてください。 

※第一回登校日朝の体温と体調は、５月健康観察表の欄外に記入してください。（学校ホームペー

ジに掲載した表と別様式でもかまいません。ない場合は、連絡帳に記入してください。） 

 

５月２５日号改訂版 
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  ②持ち物 

   ◇４月及び５月の健康観察表（学校ホームページに掲載した表と別様式でもかまいません。） 

◇タブレット ◇筆記用具 ◇防災頭巾 ◇水筒 ◇ハンカチ ◇ティッシュ ◇マスク(着用) 

◇連絡帳・連絡袋 ◇学年で指示された教科書・提出課題など（ホームページをご確認ください） 

 ③配布物 

◇学校だより（５月１８日号・５月２５日号）  ◇学年だより  ◇保健関係各文書 

◇マスク（文部科学省より布製１枚・区内企業より不織布製２５枚） 

※持ち物と配布物については、全校共通の内容を掲載しています。学年独自の内容は、学校ホーム 

ページの「学年のページ」での連絡をご確認ください。 

４ 給 食 

学年 １食単価（園） 回数（回） ６月分給食費（円） 

１年生 ２５１ １０ ２，５１０ 

２年生 ２５１ ７ １，７５７ 

３年生 ２６５ ７ １，８５５ 

４年生 ２６５ ７ １，８５５ 

５年生 ２８０ ７ １，９６０ 

６年生 ２８０ １０ ２，８００ 

 

 

５ 新型コロナウイルス感染予防策（３，４ページをご覧ください。） 

「中幡小学校 新型コロナウイルス感染予防策」を策定いたしました。登校時の生活様式や、登校に向けてご準備いただく 

こと、お願いすることも掲載しています。ご確認とご協力をお願いいたします。 

６ 学校行事（学校だより５月１８日号掲載内容から追加・変更等したものです。） 

・入学式：渋谷区教育委員会からの通知があり次第、改めて連絡いたします。 

 

 

 

 

 ２９日（月） ３０日（火） 

１年生 入学式 午後登校 給食なし 全学級登校日 給食後下校 

２年生 全学級登校日 給食後下校 全学級家庭学習 

３年生 １組登校日   給食後下校 ２組登校日   給食後下校 

４年生 １組登校日   給食後下校 ２組登校日   給食後下校 

５年生 １・３組登校日  給食後下校 ２組登校日   給食後下校 

６年生 １組登校日   給食後下校 ２組登校日   給食後下校 

 

・保護者会：６月中旬以降に予定しています。決まりましたら改めて連絡いたします。 

・土曜授業日（これまでにお知らせしたものを含みます。） 

※当面は公開日ではありません。 

７月 ４日、 ７月１８日、 ９月１２日、 ９月２６日、 

１０月１７日、１２月 ５日、１２月１９日、 １月 ９日、 

１月３０日、 ２月１３日、 ２月２７日、 ３月１３日 

・都民の日：１０月１日（木）を授業日といたします。 

７ 放課後クラブ 放課後クラブからの連絡をお待ちください。 

※今後の状況によっては、この文書の内容が変更になる可能性があることもご承知おきください。 

○６月以降の養護教諭の勤務について 

・加藤 葉月 養護教諭が、６月２日(火)から妊娠出産休暇を取得します。 

妊娠出産休暇期間（予定）令和２年６月２日(火) ～ 令和２年９月２１日(月) 

・代替として 佐々木 典子 養護教諭が着任いたします。 

 

5/28追記：保護者会について 
日程  1年生 6/18 2年生 6/19 3年生 6/22 

 4年生 6/23 5年生 6/25 6年生 6/26  

時刻 15：00～16：00 

会場 体育館 
＊感染予防策を十分にとり、短時間で実施します。 

（１） 開始日 ６月８日（月）から提供します。 

※月・火曜日、木・金曜日は同一メニューです。 

※５月２７日（水）までに、学校ホームページに献立表

を掲載します。 

（２） 給食費引落日 ６月５日（金）です。 

※前日までに郵便局の登録口座にご入金をお願いし

ます。（金額不足の場合の再引落日は、６月２２日です。） 

※６月３０日まで分散登校が継続した場合の金額です。 

※引き落としには、１件あたり１０円の手数料が加算されます。 

5/29追記：入学式及びそれに関わる登校日の変更について 

入学式 ・日時：６月２９日(月) 13：30～受付開始 14：00  開式  ・場所：体育館 

登校日の変更 ６月２９日・３０日は入学式対応のため、下記のように変更させていただきます。 

※詳細は後日 
お知らせいたします。 
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中幡小学校 新型コロナウイルス感染予防策（5月 25日版） 

文部科学省や東京都教育委員会、渋谷区教育委員会の通知などをもとに、本校の感染予防策を構築

しました。なお、今後の状況により、この内容が変更になる可能性があることもご承知おきくださ

い。 

登校前 

・起床後、必ず自宅で検温を行い、その日のお子さんの体温や体調を健康観察表に記入してください。（健康

観察表の平熱を記入する欄に必ず記入をお願いいたします。）発熱、咳、喉の痛み等の風邪の症状がある場

合、登校を控えてください。（その際は欠席扱いにはなりません。） 

・健康観察表は、家庭学習の日も記入し、登校時に必ず持たせてください。また、毎日マスクを着用させ、ハ

ンカチ・ティッシュ、マスクを置く際の清潔なビニールや布等も持たせてください。 

・登校初日は、健康観察表がお手元にない方は連絡帳に体温、体調の記入をしてお子さんに持たせてください。 

・同居するご家族の方々についても健康観察を行っていただき、ご家族に同様の症状がある場合は、お子さん

の登校についてご一考ください。（登校を控えた場合でも、欠席扱いにはなりません。） 
 

登校時 

 ・１年生は初めての通学となりますので、慣れるまでは保護者の方の付き添いをお願いします。また、他学年も

分散登校となるため、登校する時間が大きくずれることのないように登校させてください。登校時刻は感染症

対応している間は 8時～８時 15分となります。 

 ・校舎に入る前に校庭で健康観察表のチェックを行います。8時から各学年の担任が一人校庭の所定の場所に出

ますので健康観察表を教員に見せてください。校舎に入る前にアルコールによる手指消毒を行い、教室に上が

ります。荷物を置いたら手洗いうがいを行います。 

※アルコールに対するアレルギーがある場合は学校までご連絡ください。 

 〈健康観察表チェック場所〉 ※雨天時は各学年の下駄箱の前でチェックを行います。 

   １年生：アテネコート    ２年生：畑前        ３年生：鉄棒前 

   ４年生：ジャングルジム前  ５年生：中央昇降口付近   ６年生：校庭中央付近               
 

学校生活 

○授業中 

 ・３つの「密」が揃わないようにします。 

・座席は、児童同士の間隔を１～２ｍ離れて座らせます。 

・常に教室の窓は開けて換気をします。 

・教員は飛沫防止のためにマスク、又は代用品（ハンカチ、手拭いなど）を着用して授業を行います。 

 ・すべての授業において実験用具等の共用の教材などは放課後、適切に消毒するようにします。また、共用の教

材などを触る前後で手洗いの指導を徹底します。 

・近距離での会話や発声等をできるだけ避けるため、授業においてグループや少人数による話し合い、教え合い

などの活動は当面の間控えます。 

〈当面の間行わない活動（時期を変更する活動）の例〉 

  ・音楽における狭い空間や密閉状態での歌唱指導、器楽指導 

  ・体育の授業内での児童が密集活動や近距離で組み合ったり、接触したりする活動 

  ・家庭科における調理実習 

  ・児童が密集して長時間活動するグループ活動 

○休み時間 

・３つの「密」が揃わないように場所を分散し、設定します。

また、遊具やボールの使用は中止します。 

・休み時間後には手洗い指導を徹底します。 

6/3追記： 
○休み時間 
・咳エチケットで出たごみ（鼻をかんだティッシュ等）を
捨てる専用のごみ箱を準備します。 
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・手洗い場やトイレは学年ごとに使用場所を設定し、分散して使えるようにします。また、一定間隔で床に線を

引く（テープを貼る）措置をとり、ソーシャルディスタンスをとれるように指導していきます。 

・感染防止のため、冷水機や飲用専用の水道は使用を中止とします。お子さんに水筒を持たせるよう、ご協力お

願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○給食 

 ・配膳時は全員マスクを着用し、事前に手洗いを行わせます。配膳時から片付け終了まで、原則会話をせず、前を

向いて給食を食べます。分散登校期間中の配膳は、教員が行います。 

 ・食器を片付けた後、すぐに手洗いを行わせます。 

 ・配膳は担当教員が行うので、共有のトングやお玉など児童が食事中にさわることはありません。 
 

下校時 

 ・1年生については登下校に慣れるまで、通学路の途中まで教職員による見守り下校を行います。心配な方は下校

時刻に合わせて、学校にお迎えに来ていただいてもかまいません。 

 ・児童は教室や廊下、下駄箱で誰かを待ったり話し込んだりすることはせず、すぐに下校させます。 
 

全校児童に指導すること 

 ・新型コロナウイルス感染症や感染予防の大切さについて、各学級で指導を行います。 

 ・手洗いの仕方、咳エチケットについて指導を行います。 

 ・咳払いをしたことをはじめ、新型コロナウイルス感染症に関することで誹謗中傷、偏見、差別、いじめが発生し

ないように指導を行います。 

 

発熱、体調不良者の対応について 

 ・授業中に児童が発熱、体調不良を訴えた場合は、速やかに保健室等に移動させるとともに、保護者の方に連絡

し、お迎えに来てもらって下校させます。発熱がない場合も、咳・息苦しさ・頭痛・倦怠感・体の痛み等を伴う

体調不良の場合は、状態によって早退措置をとります。 

 ・お迎えに来ていただいた保護者の方には、保健室の校庭側出入り口前、もしくは保健室前廊下に待機をしていた

だき、お子さんを引き渡すようにします。 

 

校内の消毒について 

・児童全員が下校した後に、教室や廊下、階段等、児童が使った場所や用具に対し、教職員で次亜塩素酸ナトリウ

ムを用いた消毒作業を行います。 

【早退者の出たクラスの他の児童への対応】 

① 発熱がなく、咳症状等がみられない体調不良の場合 ➡他の児童への健康観察をその場で再度確認します。 

② 発熱や咳症状等が認められる場合 

➡①に加え、全員教室の外へ出し、教職員による教室の消毒を速やかに行います。 

③  

 

 

➡①、②に加え、早退児童の容体の悪化や聞き取り内容によっては、他の児童も早退措置とする場合が

あります。 

「水筒持参に関する留意点」 （※昨年と内容は同じです。） 

・水筒の中身は原則として「水」とします。ただし、気温や気候に合わせて、ご家庭の管理の元で中身を
変えていただいてもかまいません。 

・毎日持ち帰り、中を洗い、中身を新しいものに入れ替えます。衛生面にご注意ください。 

・水筒の中身を飲めるのは、休み時間のみとします。ただし、活動によっては、授業中に担任の指示で飲
ませる場合もあります。 

・歩きながら飲むことは危険なため、禁止します。 

・他の児童の水筒の中身は、飲んではいけません。自分の水筒の中身を友達にあげるのもいけません。回
し飲み等は禁止です。 

・水筒の保管場所は、担任の指示に従います。 

発熱や咳症状等に加え、息苦しさや重篤な症状がみられる。また問
診により濃厚接触者や感染が疑われる内容があった場合 


