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令和 ２年 ５月 ８日

保護者の皆様

中野区立桃園第二小学校

校 長 山 崎 義 弘

緊急事態宣言の延期に伴う臨時休業の延長と担任と子どもたちとの個別連絡について

中野区では、政府による緊急事態宣言の延期の趣旨を踏まえ、区立学校の臨時休業を延長する

こととしました。これに伴い、学習課題の連絡や書類等の配布・回収のための担任と子どもたち

との個別の面会時間を設定いたします。臨時休業の延長と個別の面会は下記の通り実施いたし

ます。ご確認くださいますようお願いいたします。

記

１ 臨時休業期間の延長

令和２年４月６日（月）～５月３１日（日）

２ 担任と子どもたちとの個別の連絡（短時間の面会）

（１） ねらい

・子どもたちと担任がコミュニケーションを図り、子どもたちの不安を和らげる。

・子どもたちの学習状況を把握し、今後の指導や支援に生かす。

・必要な書類の回収と配布を行う。

・今後の家庭学習に必要な教材・教具を配布する。

（２） 行い方

・担任が、子どもたちと面会し、会話をします。他の教員が書類等の配布・回収を行います。

学校に置いていた教科書や教材等も配布します。ここで、就学援助申請書の提出を受け付

けますので、お忘れないようにお願いいたします。

・子どもたちの密集を避けるため、間隔を 10 分程度明けて順番に学校に来校するようにし

ます。実施日と開始時刻、場所はＰ．４～６をご覧ください。

・換気とソーシャルディスタンスを確保するため、昇降口の外で行います。一つの昇降口を

一つの学級のみが使用するようにします。

・個別連絡（面会）には、保護者が同伴されても構いません。特に、１・２年生は、登校経

験が少ないことや体が小さいことから、可能な限り保護者同伴で登校してください。その

場合は、担任との面会も保護者の方と一緒に行っていただいて構いません。また、子ども

たちの代わりに保護者の方だけで来ていただいても構いません。

・安否確認のため、予定の時間に来校しない場合は、当日の朝８時までに電話等でご連絡く

ださい。お渡しするものがありますので、予定の時間に来校しない場合には、保護者の方
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などが１１日（月）～１５日（金）の間に来校していただけますようお願いいたします。

その際は、お電話で、来校される日時を事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

・本校の教職員に加えＰＴＡの方にご協力をいただき、天神坂上・坂下交差点に立って登下

校の安全を確認します。下校時に、一人ひとりのお子さんに各ご家庭まで付き添うことは

できません。ご了承ください。

(３) お願い

・当日の朝検温し、平熱より１℃高い場合や３７．５℃以上ある場合は来校を控えてくださ

い。また、マスクを着用して登校するようにしてください。保護者が同伴する場合は、検

温とマスク着用にご協力をお願いいたします。

・面会の後、お子様が一人で学童保育に行く場合や自宅へ帰らない場合、学童保育の施設等

からお迎えが来る場合は、事前にご連絡ください。

(４) 提出物・持ち物

提出物
□就学援助申請書
※すべてのお子様が提出が必要です。まだ提出していないご家庭は、必ずお子様に持た
せてください。

※えんぴつ、消せるペンで書かれたものは、役所が受け付けません。必ず、消えないペ
ンでお書きください。えんぴつや消せるペンで記入されていたために、提出し直して

いただくことが、毎年多数あります。提出されるご本人が書かないと受付されません。

ご協力をお願いいたします。

□遊び場開放申出書
※必要な人のみの提出します。

学年によるもの

１年生と転入生 □ＰＴＡ加入届 □町会・自治会の「子ども会」への情報提供につい
て

５年生 □裁縫道具セット購入申込書とお金（封筒あり）

持ち物
すべてのお子様
□ランドセル（帰りに、入れて持ち帰るものがあります。） □帽子

□検温カード（4・5月分 4月分は回収します。）
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学年ごとに持ってきてほしい学習課題

１年生

□ぴかぴか１ねんせいビンゴカード５枚 □国語プリント・算数プリント各１枚

□終わった線なぞり、ひらがなプリント 28 枚 □「すうじのれんしゅう」プリント３枚

□「はるの□をみつけたよ」カード２枚 □かいだんかあど（書いた分だけ）

※算数の教科書、「けいさんはなまるスキル」は引き続き家庭学習で使用するため、持っ

てきません。

２年生

国語 □ことばのプリント…２１まい □さくぶんプリント２まい

□こうひつプリント・４まい □ＭＩＭプリント２枚

□らくらくノートかん字

算数 □さんすうプリント…１３まい □らくらくノートけいさん

生活 □せいかつビンゴ…５まい □やさいのスケッチ

□１年生におしえてあげる学校のプリント

学活 □じぶんのことをしらせようプリント □りにんされる先生のお手がみ

その他 □さんすうセット（形づくりのはこ２つ） □図書の本（返却がまだの人）

□袋（一年の時に使った凧、作品を持ち帰ります）児童により違います。

３年生

国語 □かだいをやった２年生の国語のノート

算数 □かだいをやった２年生の算数のノート

その他 □かだいをやったじゆうちょう □前きのめあてカード

□先生へのお手紙（小まつ先生、ふじ村先生） □しゅくだいビンゴカード

４年生

国語 □漢字ドリル □漢字ドリルノート

□ことわざを調べようの報告文 □白いぼうしの感想の書いてあるノート

□４月の音読カード

社会 □地図記号復習プリント １枚

算数 □折れ線グラフの学習に使用したノート □ドリルノート

理科 □ヘチマの種の観察カード □じ石のまとめプリント １枚

その他 □離任式の手紙 □前期のめあてカード

□（ヘチマを家庭で育てられる人）牛乳パック・ビニル袋

５年生

国語 □「銀河」プリント１枚 □４年生で習った漢字（カラー） １枚

社会 □都道府県プリント ７枚 □カラーのワークシート ２枚

算数 □東京都ベーシックドリル ６枚 □５年生のじゅんび（カラー） １枚

理科 □雲の観察 ３枚

外国語 □アルファベット練習プリント７枚

その他 □離任式のお手紙 □前期のめあてカード

□裁縫道具購入希望調査書 □裁縫道具集金袋（購入者のみ）
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６年生

□前期個人めあてカード □自主学習ノート □離任式のお手紙３枚

国語 □漢字練習ノート □ノート □春の詩視写 画用紙

□５年の漢字ワークプリント

書写 □「仲間」半紙１枚

算数 □計算ドリルノート □ノート □５年の復習ワークプリント

社会 □ノート □憲法ワークプリント

理科 □ノート

外国語 □ワーク「Ｇｅｔ Ａｃｔｉｖｅ！」 □アルファベット練習ノート

道徳 □ワークシート２枚

家庭科 □ワークノート

音楽 □鑑賞感想 画用紙

図工 □「家の中で好きな場所」作品

総合 □日光調べ学習 画用紙

体育 □家でできる１人技にチャレンジカード □運動不足解消スター６０カード

(５) 実施日と場所、時程

５月１１日（月） １年１組 西校舎（体育館がある校舎）昇降口

１年２組 中央昇降口

４年１組 東昇降口 ４年２組 南昇降口

５月１２日（火） ２年１組 東昇降口 ２年２組 南昇降口

６年１組 西校舎昇降口 ６年２組 中央昇降口

５月１３日（水） ３年１組 東校舎昇降口

５年１組 西校舎昇降口 ５年２組 中央昇降口

・開始時刻は、下の表でご確認ください。

・Ａの子どもは、前半に担任と面会し、後半に書類の回収や配布を行います。

・Ｂの子どもは、前半に書類の回収や配布を行い、後半に担任と面会します。

・下の表は、各学級の出席番号の順になっています。個人情報保護のため、姓のはじめの２

文字を表示しています。姓が２文字の場合や姓の一部が同じ場合は、１文字空けて名の一

部を表示しています。

体育館・

図工室の

ある校舎

西校舎

昇降口
中央

昇降口
東

昇降口

南

昇降口
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開始時刻 1年 1組 1年 2組 2年 1組 2年 2組

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

8:20 あ…さ あま… あく… いし… うめ… おお…し あん… いと…の

8:30 いく… いな… うす… えぐ… おお…あ かし… いと…び いま…

8:40 いわ… おお…り おお…ら おお…ゆ かま… ぐん… えん… おか…

8:50 おお…あ おお…さ おか… おく… こば… さい…え お…ゆ おだ…

9:10 おお…せ おか…た お…あ かげ… さい…あ さく… かが… くさ…

9:20 おか…さ かい…ま かと… きく… しぶ… しも… こが… さい…た

9:30 かつ… かと… こう… こか… じょ… しら… さい…は さか…

9:40 かな… きく… こま… こや… すず… すど… しば… すず…

9:50 ぐろ… こい… しば… すぎ…そ すな… たけ… せき… なか…

10:00 こう… さか… すぎ…こ せぐ… つの… てい… なが… なか…こ

10:10 さと… しみ…あ しみ… たか… とみ… なか… なか…ゆ にし…

10:20 しみ…う たか… たき… たな… にし… のざ… ふじ… ふな…

10:30 たな… とび… なか… にな… まる… みや… ふる… まつ…

10:40 なか…け なか…さ はた… は…ゆ むら… もり… まる…お まる…み

10:50 にし… のば… ふか… まき… やす… よし… みつ… りく…

11:10 はし… はっ… まつ… みう… わた… わ…い わた…

11:20 また… やま… むら… よこ…

11:30 わた…

3年 1組 4年 1組 4年 2組

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

8:20 あか… い…は いけ… おの… あく… あ…こ

8:30 いし…せ い…な うち… おお…し いく… いし…

8:40 いと… いの… おお…ま おお…そ いま… おお…

8:50 おお…す おが…み おお…み おか… お…け かさ…

9:10 おか…あ おが…り おが… おぎ… かわ… くす…

9:20 おき… おの… こま… たけ… こま… さと…

9:30 かい… かじ… たし… たな… しゃ… たか…

9:40 かつ… くぼ… ち…よ ちょ… つる… なか…ゆ

9:50 こか… こま… つち… なか…な なか…と にし…り

10:00 こん… さい… なか…ゆ にな… にし…な はっ…

10:10 さか… さと… はや…ち はや…あ ひ…も まつ…

10:20 すぎ… すず… ふく… ほん… みず… みや…い

10:30 たか… てら… まき… まつ… みや…め やお…

10:40 なが…あ なが…こ みつ… やま… やま…こ やま…あ

10:50 なか… にし… よし… わ…さ わ…そ わた…は

11:10 ひぐ… まつ…み あま… わた…こ

11:20 まつ…ふ みし…

11:30 やま…し やま…た

11:40 よし…
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(６) 個人連絡日に向けて事前に連絡が必要な学年からのお知らせ

１学年の保護者様

生活科の学習で「あさがお」を育てて観察します。あさがおの種まきに適しているのは５月中旬から下

旬です。そこで、学校再開を待たずに、観察学習を始めたいと考えます。

個別連絡日に、お子様に同伴された保護者の方が可能であれば、「あさがおセット」（プランター、土が

入った袋、種、ペットボトルキャップ）をお子様一人につき１セットを持ち帰っていただきたく思いま

す。小さいお子様が一緒だったり、個別連絡日にお子様に同伴できなかったりした場合は、別の日に取り

に来ていただくこともできます。

１１日（月）～１７日（日）の間、１年生の靴箱がある中央昇降口に、袋に入れたあさがおセットを置

いておきます。どのようなものかは、ホームページでご確認いただけます。平日は午前８時から午後６時

半まで、土日は午前１０時から午後５時までの間でご都合のよいときにお越しください。

ご家庭で土を入れていただき、種をまきます。行い方は、個人連絡日にお渡しする資料やホームページ

でご確認いただけるようにします。

ご家庭で土を入れるのが難しいという場合は、学校で教員にお声かけください。学校で一緒に行って

から持ち帰っていただくこともできます。

１５日（金）から学習を始めます。ご協力いただけますようお願いいたします。

5 年 1 組 5 年 2 組 6 年 1 組 6年 2組

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

8:20 い…か いな… あん… いし… あか… あま… あお… いと…

8:30 うち… おお… いず… いわ… おお…け おお…き おお…り おお…こ

8:40 おが… おく… おお… おか… かじ… くざ… おか… お…い

8:50 おだ… おの… かい… かけ… こい… こう… かわ…あ かわ…ここ

9:10 かな… きむ… かつ… かわ… さわ… しら… かわ…ゆ かわ…こと

9:20 くぼ… こだ… かん… こん… すず… たか… きず… くぼ…

9:30 さい… さか… ささ…う ささ…み たけ… てら… こた… こば…

9:40 しま…せ しま…ま さと… しら… にし… のざ… こま… こや…

9:50 すが… すぎ… たか… にし… は…た はね…さ さと… しば…

10:00 すず… すな…あ にわ… はし… はや… ひ…さ しみ… たけ…あ

10:10 すな…た たか… はっ… はや… ひぐ… ひら… たけ…ゆ てい…

10:20 つの… ど…う ふる… まる… ひろ… ふく…し にし… のぞ…

10:30 なか…い なか…え まわ… みな… ふく…ひ ふじ… ふく… ふな…

10:40 はら… ひぐ… みや… むら… やま… みや… わた…

10:50 ほん… まえ… も…ゆ もろ…

11:00 やな… やま…
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２学年の保護者様

生活科「めざせ野さい作り名人」の学習について

今年度は、学校の花壇に苗数本を植えて観察することにいたしました。今後成長の様子を知らせてい

きます。

４学年の保護者様

４年生の学習を進めていく上で次の２点についてお願いがございます。

①算数の学習用の分度器について

算数科「角の大きさ」の学習で、分度器を使用します。今後の家庭学習でも使用します。

例年は、４月の保護者会でサンプルを示して説明し、ご家庭ごとに購入をお願いしています。しかし、

非常事態宣言発令に伴い外出自粛が要請されている中、外出が難しい場合が考えられます。そこで、ご家

庭に分度器がないご家庭や、購入できないご家庭に対して、学校で貸し出しを行います。貸し出しを希望

される場合は、11 日の個人連絡日に申し出てください。

なお、数が３０しかありません。恐れ入りますが、兄姉等が持っていてご家庭にある場合はそちらを使

っていただきますようお願いいたします。

②ヘチマの観察について

4学年の理科の学習で、ヘチマの成長を観察します。ヘチマの成長は季節の影響を受けるため、学校再

開を待たずに、観察学習を始めたいと考えます。

学校において担任がヘチマの栽培を開始し、成長の様子を学校のホームページに掲載していきます。

そちらを見ることで、子どもたちが観察学習を進められるようにします。

しかし、例年は、子どもたちが実際にヘチマを育てて、観察を行っています。担任としても、実物を子

どもたちの目で実際に観察することが、最もよいと考えています。そこで、希望するご家庭には、ヘチマ

の種を配布し、育てて観察していただけるようにしたいと考えます。

以上のことを踏まえ、次のようにいたします。ご家庭の環境等に合わせてお選びください。

（ア）個人連絡日に登校した際に、子どもたちが土を入れて持ち帰り、ご家庭で育てる。

以前ホームページでお願いしましたが、牛乳パックをご準備してくださっていると思います。記

名した牛乳パックとビニル袋を、個人連絡日にお子様に持たせてください。

登校する昇降口の近くに、土と移植ごて（シャベル）を準備しておきます。持参した牛乳パックに、

子どもたちが自分で土を入れて持ち帰ります。種も配布します。

（イ）個人連絡日とは別日に、お子様と保護者の方または保護者の方が土を学級園に取りに来て、ご家庭

で育てる。

プール横に学級園があります。そこから土を牛乳パックに入れてお持ち帰りください。移植ごて

（シャベル）は学校で用意しますが、ご家庭のものを持参していただいても構いません。学習の進

度を合わせるために、15 日（金）までに来校していただき、種まきをしてください。

（ウ）ホームページの画像等の資料を見て学習を進める。

（ア）～（ウ）のどれを選んでいただいても構いません。ご家庭に無理のないものをお選びください。

登校日に、①分度器、②ヘチマの観察の件をお子様に確認します。登校しない場合はお電話にてご意向

を確認させていただきます。
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(７) その他

文部科学省から配布されたマスクについて
文部科学省から、子どもたち１人に１枚の布マスクが届いています。個人連絡日にお子様が

持ち帰ります。学校では、仕分けの際に汚れや異物のようなものがあれば除きましたが、ビニ

ール袋から取り出すことができない状態で確認しましたので、完全に見つけられない場合があ

ります。汚れ等に気づかれましたら、ご連絡いただき、お持ちくだされば、学校に残っている

物と交換いたします。


