
令和 ２年 ４月 ３日 
保護者の皆様 

中野区立桃園第二小学校 
校 長 山 崎 義 弘 

４月の臨時休業中の対応について 
 

 お子様のご進級・ご入学おめでとうございます。 

 子どもたちは、新しい年度に意欲をもち、新しい学級、新しい友達、新しい教員に夢と期待を膨らま

せて始業式・入学式を迎えたことと思います。そのような子どもたちの輝いた瞳と笑顔に対し、本校の

教職員も使命感を燃やしていたところです。 

 しかしながら、子どもたちを取り巻く環境は、新型ウイルス感染症による感染爆発の重大局面である

という深刻な状況となっています。このことを踏まえ、中野区教育委員会では、子どもたちの健康と生

命を守るため、東京都教育委員会の方針に沿い、区立学校・幼稚園を４月６日（月）から５月１日（金）

まで、臨時休業とすることを決定いたしました。臨時休業期間中の対応は下記のとおりです。ご確認く

ださいますようお願いいたします。 

 感染爆発の重大局面であるということをご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

なお、子どもたち、保護者・地域の皆様におかれましては、感染の状況が落ち着くまで、不要不急の外

出を控え、特に、人が多く集まるところや、人が近距離で会話や発声をするところ、換気が十分でない

ところへ行くことは避けるようにしてください。皆様の健康をお祈りいたします。 

記 

（１） ４月６日（月）～５月６日（水）は臨時休業です。 

 今回の休業措置は、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ある、という趣旨

を踏まえ、以下の内容について子どもたちに指導しました。ご家庭でも、お子様にお話しください。 

① 基本的に自宅で過ごします。 

不要不急の外出をひかえてください。学校や学童施設へ行くとき以外は、できるだけ自宅で学習す

るようにしてください。 

② 規則正しい生活をします。 

学校がある日と同じように早起きして生活してください。学校の生活時程通りに生活すると、生活

リズムを保ちやすくなります。 

③ 毎朝、体温をはかります。 

体温記録表に記録してください。休日も行います。登校日に担任の教員に提出してください。通常の

体温より１℃以上高い場合や 37.5℃以上ある場合、風邪のような症状がみられる場合は、速やかに

医療機関を受診してください。 

④ 多くの人が集まる場所への外出をできるだけしないようにします。 

外出が必要な場合は、マスクを着けて人混みを避けましょう。 

⑤ 石けんでの手洗い、うがい、部屋の窓を開けての換気を確実に行います。 

⑥ 栄養と睡眠を十分にとり、体の抵抗力を高めます。 

 

（２） ４月６日（月）始業式・入学式を行います。 
新２～６年生 新１年生 
始業式 
登校時刻…８：１５ 下校完了時刻…９：１５ 
内  容…学級編成（クラス分け）発表 
     担任発表 教職員紹介 
     ７日のことについての連絡 
持 ち 物…ランドセル、帽子、筆記具、下敷き、 
     連絡帳、連絡袋、上履き、上履き袋、 
     体温の記録表 
※朝、検温を行うとともに、できる限りマスクを着

用してきてください。 

入学式 
受  付…９：４５～１０：１０ 
開  式…１０：３０  閉 式…１０：５０ 
参 列 者…入学児童、ご家族の大人２名まで 
※提出物、持ち物は、入学説明会の資料『入学のし

おり」または、3/31 にホームページに掲載した「入
学式についてのお知らせとお願い」を必ずご覧い
ただき、ご確認ください。 

※朝、検温を行うとともに、できる限りマスクを着
用してきてください。 

⚫ 始業式を欠席をする場合は、登校時刻までにご連絡ください。臨時休業中の登校日です。授業日で

はないので、出席の扱いとはなりません。したがって、欠席をしても、欠席の扱いとはなりません。 



（３） ４月７日（火）は、登校日とします。学年別に時差登校を行います。 

 新１年 新２年 新３年 新４年 新５年 新６年 

登校時刻 8:30 9:00 9:45 9:00 9:45 8:15 

仕度 8:30～8:45 9:00～9:15 9:45～10:00 9:00～9:15 9:45～10:00 8:15～8:45 

1 校時 8:45～9:30 9:15～10:00 10:00～10:45 9:15～10:00 10:00～10:45 8:45～9:30 

中休み  10:00～10:20 10:45～11:05 10:00～10:20 10:45～11:05 9:30～9:50 

2 校時 9:40～10:25 10:20～11:05 11:05～11:50 10:20～11:05 11:05～11:50 9:50～10:35 

下校時刻 10:30 11:10 11:55 11:10 11:55 10:40 

⚫ 児童の安否確認のため、出席しない場合は、登校時刻前に、必ずご連絡ください。臨時

休業中の登校日です。授業日ではないので、出席の扱いとはなりません。したがって、欠席をして

も、欠席の扱いとはなりません。 

⚫ 持ち物  ランドセル、帽子、筆記用具、下敷き、連絡帳（連絡袋）、防災頭巾、音楽バッグ、 

図工バッグ、道具箱（色鉛筆、はさみ、のり、三角定規、コンパス、セロテープ） 

     ぞうきん２枚、洗濯ばさみ２個 

⚫ 教科書を配布します。 

⚫ ４月７日（火）～４月１３日（月）の学習課題について説明・指導を行います。１４日以降の学習

課題については、１３日（月）、１４日（火）の登校日で説明・指導を行います。登校していない場

合でも、本校のホームページで確認できるようにします。 

⚫ 学童保育対象・待機のお子様については、午前中いっぱいまたは学童保育に移行するまでの間、学

校でお預かりし、学習を継続できます。弁当を持参してくだされば昼食をとるまで学校で行うこと

ができます。 

⚫ 保護者の方が、お仕事の都合などで、お子さんを家に残すことができない、といった事情がある場

合は、個別にご相談くだされば、学校でお預かりするなどの対応をすることができます。その際は、

時間、弁当の持参等も含めてご相談いたします。 

 

（４） ４月８日（水）～５月１日（金）の平日に、自主参加の「学年別補充学習教室」を行いま

す。 

１～３ 

年生 

月 火 水 木 金 

1年生 2・3年生 

 

1 年生 2・3 年生 

 

1 年生 2・3 年生 

登校時刻 8:30 8:30 8:30 

学習・ 

活動等 

①8:45～9:05 ②9:10～9:30 

③9:35～9:55 中休み9:55～10:15 

④10:15～10:35 

①8:45～9:30 

中休み9:30～9:50 

②9:50～10:35 

月曜日と同じ 月曜日と同じ 

下校時刻 10:40 10:40 10:40 

 

４～６ 

年生 
月 火 水 木 金 

 6年生 4・5年生  4・6年生 5年生 
登校時刻 13:15 13:15  13:15 13:15 

学習・活

動等 

①13:30～14:15 
中休み 

②14:35～15:20 

①13:30～14:15 
中休み 

② 14:35～15:20 
 

①13:30～14:15 
中休み 

②14:35～15:20 

①13:30～14:15 
中休み 

②14:35～15:20 
下校時刻 15:25 15:25  15:25 15:25 

⚫ 児童の安否確認のため、出席しない場合は、登校時刻前に、必ずご連絡ください。一定

期間出席しない場合は、その旨ご連絡ください。 

臨時休業中の登校日です。授業日ではないので、出席の扱いとはなりません。したがって、欠席を

しても、欠席の扱いとはなりません。 

裏面もご覧ください。 



⚫ 持ち物  ランドセル、帽子、筆記用具、下敷き、連絡帳（連絡袋）、学習用具、学習課題 

⚫ 児童は、教員の指導を受けながら、学習課題に取り組みます。授業日のように１週間の時間割を組

み、音楽や図画工作、体育の学習も行います。 

⚫ 学童保育対象・待機のお子様については、午前中いっぱいまたは学童保育に移行するまでの間、学

校でお預かりし、補充学習教室を継続できます。弁当を持参してくだされば昼食をとるまで学校で

行うことができます。 

また、保護者の方が、お仕事の都合などで、お子さんを家に残すことができない、といった事情が

ある場合は、個別にご相談くだされば、学校でお預かりするなどの対応をすることができます。そ

の際は、時間、弁当の持参等も含めてご相談いたします。 

 

（５） 教育課程の変更について 

 中野区では、統一的に、４月から夏季休業日前までの行事、移動教室、遠足等について、夏季休業

日以降（夏季休業日を含む）に延期または中止することとなりました。 

 そのため、５月に予定していた運動会、７月に予定していた６年生の日光移動教室は延期します。

延期の日程が決まり次第、お知らせいたします。また、全校遠足については、今年度は中止します。 

 

 

（６） 休業期間中の連絡 

 保護者の皆様から 

 学校へお電話ください。 

 新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症にかかった場合、入院等が必要な病気・けがが

発生した場合、事故があった場合等は、速やかに学校にご連絡ください。 

桃園第二小学校 ℡ ０３－３３６３－０６６１ 

 

 学校から 

 学校及び中野区教育委員会の対応等についての連絡は、学校情報配信

メール（電子メール）、ホームページを活用してご連絡します。定期的に

ご確認くださいますようお願いいたします。 

 その他、個別に連絡が必要な場合は、指導補助カードにある連絡先にお

電話いたします。 

 

 

（７） 休業中の学習について 

 ４月７日（火）～１３日（月）に取り組む学習課題について、学年ごとに、４月７日（火）に説明・

指導しています。１４日以降の学習課題については、１３日（月）、１４日（火）の登校日で説明・指導

を行います。登校していない場合でも、本校のホームページで確認できるようにします。 

 臨時休業・春季休業中の学習を支援する手だての一つとして、「児童・生徒が利用できる学習コンテン

ツ」をご紹介いたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桃二小ホームページ 



○東京都教育委員会「学び支援サイト」 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/content/learning_support.html 

 東京ベーシックドリルや児童・生徒の学力向上を図るための調査に関わる復習ポイントなどのほか、

文部科学省や経済産業省などの学習支援コンテンツともリンクしています。 

 

 

 

 

○文部科学省「子供の学び応援サイト」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 

 「自由に学ぶ」、「学校の教科等を学ぶ」など多種な支援コンテンツがあり、

ＮＨＫや教科書会社の様々なコンテンツともリンクしています。 

 

 

 

 

○ＮＨＫ「おうちで学ぼう」 

https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/ 

 学習に関わる番組・動画を校種、学年、教科別に視聴することができます。

スマートフォン向けアプリもあります。 

 

 

 

（８） 提出物について 

 ４月６日（月）に、次のものを配布しました。 

① 令和２年度 就学援助申請書 

② 令和２年度 遊び場開放利用申出書（遊び場開放を利用するには、提出が必要です。） 

 提出の締め切りを、４月１０日（金）としています。７日（火）からの登校日に児童が登校する際に

持たせてください。児童が登校しない場合に、保護者の方が学校へ持参されてもかまいません。ご都合

により、１０日（金）までのご提出が遅れる場合は、お電話や連絡帳等で学校へご連絡ください。 

 例年、この時期に配布して各ご家庭でご確認していただいている「指導補助カード」「緊急時における

児童引き取り訓練確認票」「保健調査カード」は、５月以降に学校が再開された段階でご連絡いたしま

す。 


