
 

 

 

 

 

 

新緑の季節となりましたが、休校が続きます。 

副校長 国本順子 

校庭の木々の緑が陽に当たり、きらきら輝いています。そこに子供たちの 

笑顔と歓声がないのが寂しく、校舎も静まり返っています。 

 さて、休校が長引き、子供たちだけでなく、誰しも経験したことのない状況 

が続いています。休校中、学校では学習課題の配布・家庭への電話連絡を行い 

ます。お子様の学習や健康状態（身体的・精神的）など心配がありましたら、 

いつでも連絡してください。担任・専科の教員・スクールカウンセラーなど 

学校には多くの教員がいます。学校とご家庭が一体となって、子供たちを支え 

ていけたらと思います。 

子供たち・保護者の皆様・地域の皆様が健康で過ごせることが一番大切です。  花壇の赤と黄色のチューリップ 

もう少しの間辛抱し、子供たちの元気な声が学校に響き渡ることを願っています。                    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休校中は学校からの連絡は、学校ホームページ・学校メールで行います。 

連絡だけでなく、学習に役立つ情報・子供たちへの励ましのことば等も掲載する予定です。どうぞご覧ください。 

５月行事予定 
  

１日 （月） 全校朝会 家庭訪問⑤水曜時程 

２日 （火） SC 心臓検診(１年他) 離任式 

３日 （水） 憲法記念日 

４日 （木） みどりの日 

５日 （金） こどもの日 

８日 （月） 委員会活動 

９日 （火） SC Pu(丸付けボランティア始) EA 
モーニングスポーツ始 安全指導 
鋸南事前健康相談・内科検診(５年) 
日光自然教室説明会16:00～ 

１０日 （水） モーニングスクール始 
鋸南自然教室始(５年) 

１２日 （金） SC Pu 鋸南自然教室終(５年) 

１３日 （土） 土曜授業日 親子交流会(１年生) 

１５日 （月） 全校朝会 自転車教室(３年) 
避難訓練(集団下校訓練)５校時 

１６日 （火） Pu EA 

１７日 （水） 交通安全教室(1･2･4･6年) 
「こころの劇場」観劇(６年) 
尿検査二次 午前授業(区小研のため) 

１８日 （木） 音楽朝会 尿検査二次追加 
地域パトロール 

１９日 （金） SC Pu 食育の日 

２２日 （月） 全校朝会 クラブ活動 

２３日 （火） SC Pu バースデイ給食 EA 
日光事前健康相談・内科検診(６年) 

２４日 （水） 日光自然教室始(６年) 

２５日 （木） 給食試食会 

２６日 （金） SC Pu 日光自然教室終(６年) 

２９日 （月） 全校朝会 縦割り班報告会 委員会活動 

３０日 （火） SC EA 

３１日 （水） 短縄集会 耳鼻科検診(全学年) 
体力状況調査(クラス実施) 
４年１組研究授業のため午前授業 

 

EA：英語アドバイザー来校 

Pu：弘一タイム 

SC：スクールカウンセラー来校 
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副校長  国本 順子（くにもと じゅんこ） 

葛飾区の学校より、転任してきました。 

子供たちが元気に楽しい学校生活が送れるよう

保護者の皆様、地域の皆様と一緒に様々な活動を

していきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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電話（３８８９）４４３７ 

足立区弘道１－２０－８ 

主任養護教諭  東 真理子（あずま まりこ） 

足立区の六木小学校より、転任してきました。

子供たちの「心と体の健康」について保健室か

ら、発信していきたいと思います。お子様の心身

の健康について心配なこと、気になることがあ

りましたら、お気軽にご連絡ください。どうぞ、よ

ろしくお願いいたします。 

1年2組 八幡 秋山沙和（やわた あきやまさわ） 

今年度、新規採用となり、1年2組の担任になり

ました。子供たちが学校に来ることが楽しみになる

よう、子供たちと過ごす１日１日を大切にしていきた

いです。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  4年2組  土信田 忠勝（どしだ ただかつ） 

初任者として弘道第一小学校に赴任しました。

当たり前に学校が始まることのありがたさを感じ

ています。全力で子供たちと関わっていきたいと

思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

   家族は、子供たちが出会う最初の集団 

   やさしい子ＰＴ  主幹教諭 今濵 幸子 

  笑顔の学校再開を目指して、今、わたしたちができることは何でしょうか。 

思いがけず訪れた家族と過ごす長い期間です。ぜひ、子供たちに家族のためにできることはな

いか、家族の一員として実感できる機会になるといいと思います。家族という集団の中で、自分に

はどのような役割があるのか、役割を果たしていくためには、どのようにすればよいのか、一緒に

考える時間となるといいと思います。 

 



5/7の配信メールの内容です 

 

保護者の皆さま 

新型コロナウイルス対策につきまして、ご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

内閣総理大臣による『緊急事態宣言』延長の表明を受け、足立区教育委員会より臨時休業期間延長に関する方針が示されました。 

つきましては、本校は以下のような対応をとることとしました。 

 

１ 緊急事態宣言の延長に伴う対応について 

    緊急事態宣言の延長に伴い、５月１１日（月）から５月３１日（日）まで臨時休業期間を延長します。（国・都等の情勢により臨時   

休業期間の変更がある場合は、改めてご連絡させていただきます。） 

  なお、これまでの休業期間中に実施していた個別対応等が必要な際は、学校より連絡させていただく場合があります。 

２ 学習教材の配布等について 

    ５月１１日（月）に学年ごとの分散登校を行い、児童・保護者に印刷した学習教材や学習計画、お知らせ等を配布します。 

  家庭学習の内容・教材については、学校ホームページにも掲載します。 

３ ご家庭における感染予防について 

（１） 手洗いや咳エチケットなど感染症対策へのご協力をお願いします。 

（２） 不要不急の外出を控えるとともに、外出する場合においても、「ＮＯ！！３密」について、特段のご配慮をお願いします。 

（３） お子様やご家族が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合や、保健所から濃厚接触者と特定された場合には、 

速やかに学校にご連絡ください。 

４ 休業期間中の対応について 

   詳細については、学校からのお便りや学校ホームページ、学校メールを通してお知らせします。 

 

5/7の配信メールの内容の一部抜粋です 

（１）第2回家庭学習課題配布（前回の課題回収）  5月11日（月） 場所：中央昇降口 

第1学年 午前9時～午前9時20分 出席番号1～10 

  午前9時20分～午前9時40分 出席番号11～20 

  午前9時40分～午前10時 出席番号21～ 

第2学年 午前10時～午前10時20分 出席番号1～10 

  午前10時20分～午前10時40分 出席番号11～20 

  午前10時40分～午前11時 出席番号21～ 

第3学年 午前11時～午前11時20分 出席番号1～10 

  午前11時20分～午前11時40分 出席番号11～20 

  午前11時40分～午後12時 出席番号21～ 

第4学年 午後1時～午後1時20分 出席番号1～10 

  午後1時20分～午後1時40分 出席番号11～20 

  午後1時40分～午後2時 出席番号21～ 

第5学年 午後2時～午後2時20分 出席番号1～10 

  午後2時20分～午後2時40分 出席番号11～20 

  午後2時40分～午後3時 出席番号21～ 

第6学年 午後3時～午後3時20分 出席番号1～10 

  午後3時20分～午後3時40分 出席番号11～20 

  午後3時40分～午後4時 出席番号21～ 

（２）第3回家庭学習課題配布（第２回の課題回収）  5月25日（月） 場所：中央昇降口  

    第2回と同じ方法で行う予定です。    


