
 

 

 

 

 

         はじまりはゆっくり…確実に… 
 

休校中には課題の取り組みや電話連絡等の御協力ありがとうございました。６月からの分散

登校では、健康面への配慮をしながらの学校生活となりますが、子ども達、保護者の皆様が少

しでも安心できるようにしたいと思います。また、学習内容は休校中の取り組みを含めて、基

礎基本をていねいに確認したいと思います。今後も、御家庭での学習での取り組みも含め、確

実に身に付き、子ども達自身も成長を感じられるようにしたいと思います。どうぞ、よろしく

お願いいたします。 

お知らせとお願い 

再度載せているお願い等もありますが、お読みいただき、確認をお願いします。 

 

○登校と検温 

学校を再開した最初の２週間は、朝の準備を練習するため、時刻を守って登校の協力をお願

いします。よろしくお願いいたします。グループを分けての分散登校になります。出席番号で

グループを分けています。前半と後半は隔日で変わりますので、確認をお願いします。 

前半のグループの登校時刻：８時１５分までに登校する。 

→３時間授業後、給食を食べて下校となります。 

 

後半のグループの登校時刻：１２時１０分までに登校する。 

 →給食を食べて、３時間授業後に下校となります。 

Ａグループ：1 3 6 8 9 11 14 16 17 19 22 24 25 27 30 32 33 

Ｂグループ：2 4 5 7 10 12 13 15 18 20 21 23 26 28 29 31 34 

 

 

＊ただし、給食開始前の６月１日（月）２日（火）のみ、以下

のように変わります。 

 

６月１日（月）前半 Ａグループ登校時刻：８時１０分まで 下校時刻：１１時 

       後半 Ｂグループ登校時刻：１２時４５分まで 下校時刻：１５時３５分 

６月２日（火）前半 Ｂグループ登校時刻：８時１０分まで 下校時刻：１１時 

       後半 Ａグループ登校時刻：１２時４５分まで 下校時刻：１５時３５分 

  毎朝、検温と検温表への記入をお願いします。今後、子どもが自分で検温をしたり、記入をし

たりすることができるように、検温の際は、脇に挟んで正しく測る練習をお願いします。 

 

○１年生の時間割は、しばらくの間学年同一で行います。この学年便りで御確認ください。 

翌日の準備はご家族の皆様と一緒にしていただき、習慣づけていけるようにお願いしたいと考

えております。 

 

日にち・行事予定 学習すること 持ち物 下校予定

時刻 

           

６ 月１ 日（月） 

前半：Ａグループ 

（登校時刻 ８ ：１ ５ ） 

後半：Ｂグループ 

（登校時刻 １ ２：４ ５ ） 

 

・机の中、ロッカー、靴箱の使い方を覚えよう。 

・元気よく返事をしよう。 

・上手にトイレ・手洗いをしよう。 

・連絡袋に手紙を入れよう。 

 

・７点セット ・健康観察カード 

・道具箱セット  

（連絡袋にまとめて入れてきてください。） 

・水筒（水かお茶） 

・防災頭巾・上履き 

・保健書類（保健調査票、結核検

診問診票、心臓検診調査票） 

・「はなのみちの本」「音楽鑑賞カード」

（５月１８日に出した課題←連絡袋に入れる） 

・個人情報保護封筒（折って連絡袋に入れる） 

Ａグループ

１１：００ 

 

Ｂグループ

１５：３５ 

６ 月２ 日（火） 

前半：Ｂグループ 

（登校時刻 ８ ：１ ５ ） 

後半：Ａグループ 

（登校時刻 １ ２：４ ５ ） 

・教科書を開いてみよう、筆箱を上手に使おう。 

・体育（ならびっこ） 

・名札をつける練習をしよう 

・給食の練習をしよう。 

 

・７点セット ・給食袋 

・健康観察カード ・水筒 

・教科書（国語、算数①②、書写、生

活、音楽、図工、道徳「生きる力」２冊） 

 

Ｂグループ 

１１：００ 

 

Ａグループ

１５：３５ 

６ 月３ 日（水） 

給食開始 

前半：Ａグループ 

（登校時刻 ８ ：１ ５ ） 

後半：Ｂグループ 

（登校時刻 １ ２：１ ０） 

 

 

・国語（線・名前を書こう。） 

・算数（すうじ） 

・体育（体育着に着替えよう。ならびっこ） 

・給食の準備をしよう。 

 

 

 

・７点セット ・水筒 

・国語の教科書、ノート 

・算数①の教科書、ノート 

・体育着  ・給食袋 

・健康観察カード 

・児童引き取りカード（個人情報保護封

筒に入れて出す）（小さい方は、入校証の裏に     

入れておいてください。） 

Ａグループ

１１：５０ 

 

Ｂグループ

１５：３５ 

６ 月４ 日（木） 

前半：Ｂグループ 

（登校時刻 ８ ：１ ５ ） 

後半：Ａグループ 

（登校時刻 １ ２：１ ０） 

 

・国語（名前を書こう。） 

・算数（すうじ） 

・生活（学校を見てみよう。） 

   （あさがおを育てよう。） 

・７点セット ・健康観察カード 

・国語の教科書、ノート 

・算数①の教科書、ノート 

・給食袋 ・水筒 

・あさがお用ペットボトル 

（裏面に説明を載せています） 

Ｂグループ

１１：５０ 

 

Ａグループ

１５：３５ 

６ 月５ 日（金） 

前半：Ａグループ 

（登校時刻 ８ ：１ ５ ） 

後半：Ｂグループ 

（登校時刻 １ ２：１ ０） 

・国語（ひらがな・大きな声で読もう。） 

・算数（すうじ） 

・図工（はさみをつかおう。色ぬりをしよう。） 

 

 

新宿区立落合第二小学校 

第１学年 学年便り 

６月号  

令和２年５月 

７点セットについては下

に説明を載せています。 

予定ですので変更する場合があります。 

Ａグループ

１１：５０ 

Ｂグループ

１５：３５

５０4 

 

 

・７点セット ・健康観察カード 

・国語の教科書、ノート・算数①の教科書、ノート 

・給食袋 ・水筒 

＊「個人情報等の活用について」の紙

（この日までに提出） 

児童引き取りカードは２日に個人情報保護封筒に入れて配付します。 

今後の学習予定・行事予定 

６月２日（火）に配付します。押印

を忘れずにお願いします。 

この学年便

りは登校初

日にも配付

予定です。 

予防接種の欄の

記入を忘れずに

お願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

持ち物 

①７点セット（記名を確認してから持たせてください。） 

・連絡袋、連絡帳（連絡袋の中）、自由帳（連絡袋の中）、筆箱、下じき、ハンカチ、ティッシュ 

 

 

 

 

②道具箱セット（常に学校に置いておきます。） 

・クレパス ・色鉛筆（１２色程度） ・はさみ ・のり（スティックタイプ） 

（1本1本すべてに記名をお願いします。） 

 

③算数②・書写・音楽・図工・生活・道徳２冊の教科書について 

・２日目以降、国語・算数の教科書①以外は、学校で保管します。 

・国語と算数①の教科書、ノートは毎日持ってきて、持ち帰ります。 

・算数②の教科書の使用が始まったら、算数①の教科書は、御家庭で保管をお願いします。 

 

④水筒について（記名） 

・学校での水分補給は、持参した水筒で行います。自分で蓋の開け閉めができるよう

に練習をしてください。また、ランドセルに入れるか、肩から下げられるようにして

ください。中身は、水かお茶でお願いします。（登校した時に中身が漏れていること

があります。しっかり蓋をしめた状態で持たせてください。） 

 

④月曜日の持ち物 

・毎週月曜日は、上履き、体育着を持たせてください。毎週金曜日に持ち帰ります。 

 

⑤給食袋について（給食の開始日は６月３日（水）です。前日の２日（火）から練習をしますので、給食袋を持たせてください。） 

・ランチョンマット、はぶらし、マスク（袋やケースなどに入れる） 

毎日持ち帰ります。ランチョンマットを洗って持たせてください。 

 

 

 

 

◎あさがおについて 

 例年、生活科の学習で、夏に向けて５月の初旬からあさがおを育てます。種の発芽の関係で、今

年度は、まず担任の方で種まきまで行います。今後も休校がある場合には、御家庭に持ち帰って育

てたり、観察をしたりすることもあるかもしれません。その際は改めて連絡をしますので、御協力

をお願いいたします。また、あさがおの水やり用にペットボトルを使用します。学校で購入したシ

ャワー状の水が出るキャップをはめます。そのため、ミネラルウォーターのペットボトルや、柔ら

かいペットボトルは使用できません。お茶や炭酸飲料、清涼飲料などが入っている５００ＭＬのペ

ットボトルを１つ、ひらがなで大きく記名をして御準備ください。（キャップは使用しませんので、

キャップを外した状態で持たせてください。）予定表通り、６月４日（木）に持たせてください。 

 

◎連絡帳・連絡袋について 

 担任からの連絡がある時には、連絡したページを開いて折り返した状態で連絡袋に入れますので、

毎日ご覧ください。ご覧になったら、確認の印か返事をお願いします。また、御家庭からの連絡が

ある場合にも、ページを開いて折り返した状態で連絡袋に入れてくださいますようお願いします。

子ども達を指導する中で返信を書くことになりますので、連絡帳で十分に返信ができない場合には、

電話等で連絡をさせていただくこともあります。御承知おきください。 

 連絡袋に入っている手紙は、その日のうちに必ず出して御確認ください。提出物は全て連絡袋に

入れてください。 

 

 

◎給食袋や体育着袋について 

給食袋や体育着袋を持ってくる時や持ち帰る時は、登下校時に引っかかったり、絡まったりする

ことが無いよう、ランドセルの中に入れます。ランドセルのフックには掛けないでください。体育

着袋については、ランドセルに入りきらない場合は、手持ちで持ってきます。お守り等もランドセ

ルのフックには掛けずにランドセルの中に入れる等御配慮をよろしくお願いします。 

 
○下校 

通常は、コース別に集団下校しますが、２週間を目安に、職員付き添いの集団下校は行わず

に、個別での下校となります。職員が下校の見守りは行いますが、下校は保護者の方の付き添

いをお願いします。土日も活用して、歩き方、信号や横断歩道のわたり方など交通安全を確認

しながら、可能な範囲で登下校の練習をお願いします。分散登校中は、後半グループの登校時

刻が通常と異なりますので、安全面での配慮を可能な範囲でお願いします。下校の際は、混雑

を防ぐため、通学路の途中か中井玄関の外でお待ちください。登校前にお子様と待ち合わせ場

所の確認をお願いします。また、下校時刻は予定ですので、多少前後することがあります。御

承知おきください。 

 

○保護者会について 

１学期の保護者会は、感染予防のため中止となりました。６月２５日（木）に資料を配付しま

すが、お子様の様子や学習面で不安なこと、御相談などあれば、いつでも担任までお気軽にお問合

せください。また、７月上旬に個人面談も予定していますので、御活用ください。 

 

 

 

 
 

 

ハンカチは手洗い後

すぐに使えるように

携帯します。 

給食開始前日の２日（火）はランチョンマットを敷く

などの練習を行いますので、給食袋を持たせてください。予

定していた牛乳を飲む練習は行いません。 

筆箱の中身 

４B程度の鉛筆３本・書き方鉛筆１本・赤鉛筆・青鉛筆・定規・白い消しゴム・名前ペン 

水やり用ペットボトル 
＊キャップは学校で配りま
す。 

給食牛乳パック 
＊口を開ける練習をお願いします。 
  

分散登校中も、給食の時間は２０分間となります。限られた時間内

での給食になりますので、御家庭でも練習をお願いします。 


