
新緑の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より本校の教育活動につきまして、

ご理解、ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

 さて、学校が再開されるにあたり、５月２９日（金）が登校日、そして６月初めの 2 週間は分散登校を行

うこととなりましたのでお知らせいたします。保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

（１）５月２９日（金）の登校日について 

・５月２９日（金）を登校日とし、児童が学校に慣れるようにします。 

 （１学級を２グループに分け、午前と午後に分散登校します。１時間程度、学級指導を行います。） 

・グループは６月１日（月）からの分散登校と同じグループとします。 

（名簿は各昇降口に掲示してあります。） 

 

①時程・内容 

 【午前の部】A グループ 

８：１５～８：３０ ・教室に入る前に手洗い指導 

・「週間学習計画表」の提出（検温をチェック！） 

８：３０～９：００ ・感染防止に気をつけた学校生活の仕方を学習 

９：００～９：０５ ・トイレ、水飲み 

９：０５～９：２５ ・手紙の配布 等 

９：２５～９：３０ ・帰りの会 → 下校 

 【午後の部】B グループ 

１２：１５～１２：３０ ・教室に入る前に手洗い指導 

・「週間学習計画表」の提出（検温をチェック！） 

１２：３０～１３：００ ・感染防止に気をつけた学校生活の仕方を学習 

１３：００～１３：０５ ・トイレ、水飲み 

１３：０５～１３：２５ ・手紙の配布 等 

１３：２５～１３：３０ ・帰りの会 → 下校 

 

②５月２９日（金）の持ち物 

 ・ランドセル ・上ばき ・防災頭巾（持ってきていない児童）・筆記用具 ・連絡帳  

・週間学習計画表（２９日の朝、検温をして持たせてください）  

・マスク（着用してきます）【予備のマスクをランドセルのポケットに入れてください。布マスクは記名を

してください。】 

・マスクを入れる袋（マスクを外したときに入れておく袋。ビニールや布製のもの） 

・ハンカチ、ティッシュ ・水筒（水か麦茶）【必要な児童だけ】 

 

③５月２９日（金）の学童クラブについて（朝から夕方まで学童クラブに参加する児童の例） 

午前グループ（A）の児童：８：１５～９：３０教室で学習する。→９：３０～学童で過ごす。 

→体育館でお弁当を食べる。→午後、学童クラブで過ごす。 

 

午後グループ（B）の児童：午前中、学童クラブで過ごす。→体育館でお弁当を食べる。 

→１２：１５～１３：３０教室で学習する。 

→１３：３０～学童クラブで過ごす。 

 

※自宅で対応できる方は、できるだけご家庭で過ごすようにしてください。 

★進んで学び よく考える子 ★責任をもち 共に生きる子 ★体をきたえる 元気な子 
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（２）分散登校について 

①方法 

・期間：6 月 1 日（月）～6 月 1２日（金） 

【予定していた 6 月 13 日の土曜授業は 6 月 27 日（土）に行います。】 

・給食は実施しません。   

・全児童が毎日登校します。 

・1 学級を午前と午後に登校する２つのグループに分け、1 グループを 20 人以下とします。 

・グループ分けの仕方（お子さんのグループは別紙の名簿でご確認ください。） 

①出席番号の前半・後半で分けることを原則とします。 

②兄弟がいる児童は同じ時間に登校できるよう、調整します。 

③男女比がほぼ同数にしました。 

 

※グループ分けした名簿を 5 月２６日（火）から田端小の各昇降口（１，６年：赤昇降口内 ２，４年：青

昇降口内 ３，５年：黄昇降口内に貼りだしてありますので、ご来校いただき、お子さんのグループをご

確認ください。） 

 

②分散登校期間中の留意事項 

・教室では、可能な限り児童の席の間に距離（１～２ｍ）を確保し、対面とならないようにします。 

・分散登校期間中は、感染防止の観点から図工・音楽・家庭・少人数算数・体育は実施しません。また図

書室利用もしません。 

・児童、教職員はマスクを着用します。また登校時や外から教室に入るとき、トイレの後等、こまめな手洗

いを徹底します。マスクとハンカチを忘れずに持たせてください。マスクの予備を１まいランドセルの

ポケットに入れておいてください。（布マスクには記名をお願いします） 

 ・マスクとハンカチを忘れた児童には、新品のものを渡します。後日、新品をお戻しください。 

 

③学童クラブについて 

・分散登校期間中、学童クラブ、４－６特例、待機児童特例利用の児童の預かり時間は午前から実施します。 

午前授業グループ：午前中、教室で学習する。→体育館でお弁当を食べる。 

→午後、学童クラブで過ごす。 

午後授業グループ：午前中、学童クラブで過ごす。→体育館でお弁当を食べる。 

→午後、教室で学習する。 

 

④お願い 

・毎日「健康観察表」に健康状態を記録し、学校に持たせてください。（「健康観察表」は５月２９日（金）

に配布します。） 

・１年生は登校に不安があるお子さんも多いと思います。また分散登校期間中、１年生は地域ごとに集まっ

て下校しません。できるだけ保護者の方は登下校時に送り迎えをお願いいたします。 

・各家庭の同居のご家族にも自身の検温や体調確認に取り組んでいただき、何か変わったことがあれば学校

に伝えてください。 

・分散登校期間中は、学校の授業時間帯以外は「家庭学習」が基本です。子供たちはできる限り家庭で過ご

すようにしてください。 

・感染防止のため、学校の冷水器は使用しません。必要な場合は水筒（水か麦茶）を持たせるようお願いし

ます。 

 ・欠席の連絡は感染防止のため、連絡帳ではなく、以下のアドレスにメールでお願いいたします。 

  ７：５０～８：１０に送信してください。 tabata-syo@city.kita.lg.jp 
  ※手紙等があったときには担任から連絡いたします。（手紙を児童が届けることはいたしません） 

 

※欠席連絡は以下のように入力してください。 

    件名：欠席（遅刻・早退）のお知らせ 

    本文：○年○組の○○○○です。本日、○○のため欠席いたします。 

mailto:-syo@city.kita.lg.jp


 

⑤分散登校の仕方 

 1 週目：6 月 1 日（月）～6 月 5 日（金） 

 午前（ ８：１５～１１：３０）：A グループの児童 

 午後（１２：１５～１５：３０）：B グループの児童 

 

 2 週目：6 月 8 日（月）～６月 1２日（金） 

 午前（ ８：１５～１１：３０）：B グループの児童  

 午後（１２：１５～１５：３０）：A グループの児童 

 

＜時程＞ 

低学年【午前の部】 

８：１５～８：３０ ・教室に入る前に手洗い指導 

・「健康観察表」の提出 

８：３０～８：３５ ・朝会（放送）、朝読書、朝学習等 

８：３５～８：４０ ・朝の会（健康観察） 

８：４０～９：２５ ・１校時 

９：３０～１０：１５ ・２校時 

１０：１５～１０：３５ ・２０分休み 

１０：３５～１１：２０ ・３校時 

１１：２０～１１：３０ ・帰りの会 

１１：３０ ・下校 

 

低学年【午後の部】 

１２：１５～１２：３０ ・教室に入る前に手洗い指導 

・「健康観察表」の提出 

１２：３０～１２：３５ ・朝会（放送）、朝読書、朝学習等 

１２：３５～１２：４０ ・朝の会（健康観察） 

１２：４０～１３：２５ ・１校時 

１３：３０～１４：１５ ・２校時 

１４：１５～１４：３５ ・２０分休み 

１４：３５～１５：２０ ・３校時 

１５：２０～１５：３０ ・帰りの会 

１５：３０ ・下校 

 

＜時程＞ 

中学年【午前の部】 

８：１５～８：３０ ・教室に入る前に手洗い指導 

・「健康観察表」の提出 

８：３０～８：３５ ・朝会（放送）、朝読書、朝学習等 

８：３５～８：４０ ・朝の会（健康観察） 

８：４０～９：２５ ・１校時 

９：２５～９：４５ ・２０分休み 

９：４５～１０：３０ ・２校時 

１０：３５～１１：２０ ・３校時 

１１：２０～１１：３０ ・帰りの会 

１１：３０ ・下校 

 

 

１週間で午前と午後

が変わります。 

 

中学年【午後の部】 

１２：１５～１２：３０ ・教室に入る前に手洗い指導 

・「健康観察表」の提出 

１２：３０～１２：３５ ・朝会（放送）、朝読書、朝学習等 

１２：３５～１２：４０ ・朝の会（健康観察） 

１２：４０～１３：２５ ・１校時 

１３：２５～１３：４５ ・２０分休み 

１３：４５～１４：３０ ・２校時 

１４：３５～１５：２０ ・３校時 

１５：２０～１５：３０ ・帰りの会 

１５：３０ ・下校 

 

＜時程＞ 

高学年【午前の部】 

８：１５～８：３０ ・教室に入る前に手洗い指導 

・「健康観察表」の提出 

８：３０～８：３５ ・朝会（放送）、朝読書、朝学習等 

８：３５～８：４０ ・朝の会（健康観察） 

８：４０～９：２５ ・１校時 

９：３０～１０：１５ ・２校時 

１０：２０～１１：０５ ・３校時 

１１：０５～１１：１５ ・帰りの会 

１１：１５～１１：３０ ・外遊び 

１１：３０ ・下校 

 

高学年【午後の部】 

１２：１５～１２：３０ ・教室に入る前に手洗い指導 

・「健康観察表」の提出 

１２：３０～１２：３５ ・朝会（放送）、朝読書、朝学習等 

１２：３５～１２：４０ ・朝の会（健康観察） 

１２：４０～１３：２５ ・１校時 

１３：３０～１４：１５ ・２校時 

１４：２０～１５：０５ ・３校時 

１５：０５～１５：１５ ・帰りの会 

１５：１５～１５：３０ ・外遊び 

１５：３０ ・下校 

 
 

【ＰＴＡ会費集金のお願い】 
先日、PTA 会費集金袋を家庭数で配布いたしました。年額５，２８０円を集金袋に入れていただき、    

６月１日（月）にお子さんに持たせてください。よろしくお願いいたします。 


