
渋谷小学校ＰＳメール【６月からの登校について】 

 

１時間だけですが、子どもたちとの時間が戻ってきました。職員一同うれしいかぎりです。

引き続き、ご家庭での時間が多くなりますが、体調管理等よろしくお願いします。 

 

 さて、大和市ＰＳメールでお知らせがあった通り、大和市内統一で６月から登校を再開す

ることになりました。５月最終週と同じく、密を避けるため地区ごとの分散登校です。自分

の地区以外の登校日は学校に来ません。 

 

 Ａグループ 旭ヶ丘、高等町 1･3･4、札ノ辻、中福田東、上和田 

  

Ｂグループ 下和田 1･2･3･4、団地 1･2･3･4･5、高等町 2 

  

Ｃグループ えのくぼ、たんぽぽ 1･2、下福田南、下福田北 

  

【登校日一覧】 

 ６月 １日（月）Ａ 

６月 ２日（火）Ｂ 

６月 ３日（水）Ｃ 

 

６月 ４日（木）Ａ 

６月 ５日（金）Ｂ 

６月 ８日（月）Ｃ 

 

６月 ９日（火）Ａ、午後５６年Ｂ 

６月１０日（水）Ｂ、午後５６年Ｃ 

６月１１日（木）Ｃ、午後５６年Ａ 

 

６月１２日（金）Ａ、午後５６年Ｂ 

６月１５日（月）Ｂ、午後５６年Ｃ 

６月１６日（火）Ｃ、午後５６年Ａ 

 

６月１７日（水）Ａ、午後５６年Ｂ 

６月１８日（木）Ｂ、午後５６年Ｃ 

６月１９日（金）Ｃ、午後５６年Ａ 

 



①６月１日（月）～ ８日（月） 

・いつも通りの時間に登校班で登校 

・午前３時間 ４５分授業 給食無し 

・１１：３０下校 

※１年生は帰り道が心配なためお迎えをお願いします。時間になりましたら校庭でお

待ちください。お迎えに来られない場合は、代わりの方を前日までに担任にお伝えください。 

※２年生以上はいつも通りの下校です。 

 

②６月９日（火）～１９日（金） 

・いつも通りの時間に登校班で登校 

・午前４時間 ４０分授業給食無し 

・１１：５５下校 

※１年生のお迎えは６月１１日（木）までお願いします。心配な方は１２日（金）以降

もお迎えに来ていただいて大丈夫です。 

※２年生以上はいつも通りの下校です。 

※６月９日（火）から５、６年生のみ午後授業が始まります。午前とは違う地域の児童

が近所の児童と登校します。詳しい時間は後日お知らせします。 

※６月２２日（月）以降については後日お知らせします。 

 

 

【６月１日（月）～３日（水）の時間割と持ち物】 

共通の持ち物：筆記用具・連絡帳・連絡袋・水筒・健康観察チェックシート６月分 

※提出していないものや出せるものがあったら持ってきてください【家庭環境調査票・ＩＣ

Ｔアンケート・５月３１日（日）までの課題・あゆみファイル（２年生以上）】 

 

【1 年生】 

（１）学活 

（２）国語 

（３）算数 

《持ち物》 

名札(付けてくる) 

国語・算数の教科書 

500ml ペットボトル(ひらがなで名前記入、蓋はいらない。朝顔の水やり用。6/4,5,8 の登

校日で使いますのでその時までにお願いします。) 

 

 



【２年生】 

（１）学活 

（２）国語 

（３）算数 

《持ち物》 

国語・算数の教科書、まんてんスキルかんじ 

絵の具セット注文袋（必要な方のみ・代金を入れて、６月３０日〆） 

自己紹介カード（未提出の場合） 

 

【３年生】 

（１）学活 

（２）算数 

（３）算数 

《持ち物》 

算数の教科書、国語辞典の集金袋（購入される方） 

 

【４年生】 

（１）学活 

（２）国語 

（３）算数 

《持ち物》 

国語・算数の教科書・漢字スキル 

 

【５年生】 

（１）学活 

（２）国語 

（３）算数 

《持ち物》 

国語・算数の教科書、お道具箱、自己紹介カード（未提出の場合） 

 

【６年生】 

（１）学活 

（２）算数 

（３）国語 

《持ち物》 

国語・算数の教科書、はさみ 



【渋谷学級】 

・交流学級の時間割・持ち物と同じです。 

・渋谷学級のピンクの連絡ファイルを持ってきてください。 

・配付した課題はやっていなくても持ってきてください。 

 

※必ずマスクをして登校してください。 

※ハンカチやタオルも持たせてください。ポケットに入れるなど、すぐ使えるようにしてく

ださい。 

※渋谷小学校は１年中水筒を持ってきて大丈夫です。中身は水かお茶です。水道は手洗いで

混雑しますので、水筒を持たせてください。 

※ランドセルで登校してください。 

※検温をし、健康状態の把握をお願いします。 

※上ばきは６月１７日（水）から１９日（金）に持ち帰ります。 

※欠席連絡は電話でお願いします。連絡帳を登校班の人に頼まないようにしてください。兄

弟姉妹の欠席連絡は連絡帳でも大丈夫です。 

 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

～・～・～・～・～・ 

 

 

１じかんですが こどもたちとの じかんが できて うれしいです おうちでの じ

かんが おおいですが げんきにすごせるように おねがいします 

 

 さて やまとしのおしらせがあったとおり やまとしぜんぶで ６がつから とうこう

が はじまります ５がつのさいごとおなじように ちくごとに とうこうします じぶ

んのちくでないひにちは がっこうにきません 

 

 Ａぐるーぷ あさひがおか こうとうまち 1･3･4 ふだのつじ なかふくだ

ひがし かみわだ 

  

Ｂぐるーぷ しもわだ 1･2･3･4 だんち 1･2･3･4･5 こうとうまち 2 

  

Ｃぐるーぷ えのくぼ たんぽぽ 1･2 しもふくだみなみ しもふくだきた 

  

 

 



【がっこうにくるひ】 

 ６がつ １にち（げつ）Ａぐるーぷ 

６がつ ２にち（か）Ｂぐるーぷ 

６がつ ３にち（すい）Ｃぐるーぷ 

 

６がつ ４にち（もく）Ａぐるーぷ 

６がつ ５にち（きん）Ｂぐるーぷ 

６がつ ８にち（げつ）Ｃぐるーぷ 

 

６がつ ９にち（か）Ａぐるーぷ   ごごＢぐるーぷの５・６ねんせい 

６がつ１０にち（すい）Ｂぐるーぷ、 ごごＣぐるーぷの５・６ねんせい 

６がつ１１にち（もく）Ｃぐるーぷ  ごごＡぐるーぷの５・６ねんせい 

 

６がつ１２にち（きん）Ａぐるーぷ  ごごＢぐるーぷの５・６ねんせい 

６がつ１５にち（げつ）Ｂぐるーぷ  ごごＣぐるーぷの５・６ねんせい 

６がつ１６にち（か）Ｃぐるーぷ   ごごＡぐるーぷの５・６ねんせい 

 

６がつ１７にち（すい）Ａぐるーぷ  ごごＢぐるーぷの５・６ねんせい 

６がつ１８にち（もく）Ｂぐるーぷ  ごごＣぐるーぷの５・６ねんせい 

６がつ１９にち（きん）Ｃぐるーぷ  ごごＡぐるーぷの５・６ねんせい 

 

①６がつ１にち（げつ）～ ８にち（げつ） 

・あさ とうこうはんで いつもとおのじように とうこう 

・ごぜん３じかん ４５ふんじゅぎょう きゅうしょくはないです 

・１１：３０に かえります 

※１ねんせいは しんぱいなので おむかえにきてください こうていでまっていて

ください おむかえが むずかしいときは でんわで がっこうに おしえてください 

※２ねんせい～６ねんせいは いつもどおりの かえりかたです 

 

②６がつ９にち（か）～１９にち（きん） 

・あさ とうこうはんで いつもとおのじように とうこう 

・ごぜん４じかん ４０ぷんじゅぎょう きゅうしょくはないです 

・１１：５５に かえります 

※１ねんせいの おむかえは ６がつ１１にち（もく）まで つづけます しんぱいな

ひとは １２にち（きん）。 

※２ねんせい～６ねんせいは いつもどおりの かえりかたです 



※６がつ９にち（か）から ５・６年生はごごにじゅぎょうがあります ごぜんのぐる

ーぷとちがうぐるーぷがきます くわしい じかんは あとで おしらせします  

※６がつ２２にち（げつ）からのよていも あとで おしらせします 

  

【６がつ１にち（げつ）～３にち（すい）の じかんわりと もちもの】 

みんながもってくるもの：ふでばこ れんらくちょう れんらくぶくろ すいとう け

んこうかんさつちぇっくしーと６がつのもの  

※だしてないものがあったら もってきてください【かていかんきょうちょうさひょう 

ＩＣＴあんけーと ５がつ３１にち（にち）までのかだい あゆみふぁいる（２ねんせい

～６ねんせい）】 

 

【1 ねんせい】 

（１）がっかつ 

（２）こくご 

（３）さんすう 

《もちもの》 

なふだ(つけてくる)   

こくご・さんすうのきょうかしょ 

500ml ぺっとぼとる(あさがにみずをあげるためのものです ひらがなでなまえをかいてく

ださ ふたはなくていいです ６がつ４にち・５にち・６にちのがっこうにきたひでつかい

ますので よういをしてもってきてください) 

 

【２ねんせい】 

（１）がっかつ 

（２）こくご 

（３）さんすう 

《もちもの》 

こくご・さんすうのきょうかしょ 

まんてんスキルかんじ 

えのぐせっとの もうしこみの ふくろ（ひつようなひとだけでいいです おかねをいれ

て ６がつ３０にちまでにもってくる） 

じこしょうかいかーど（だしていないひと） 

 

 

 

 



【３ねんせい】 

（１）がっかつ 

（２）さんすう 

（３）さんすう 

《もちもの》 

さんすうのきょうかしょ こくごじてんのもうしこみのふくろ（かいたいひと） 

 

【４ねんせい】 

（１）がっかつ 

（２）こくご 

（３）さんすう 

《もちもの》 

こくご・さんすうのきょうかしょ  

かんじすきる 

 

【５ねんせい】 

（１）がっかつ 

（２）こくご 

（３）さんすう 

《もちもの》 

こくご・さんすうのきょうかしょ  

おどうぐばこ  

じこしょうかいカード（だしてないひと） 

 

【６ねんせい】 

（１）がっかつ 

（２）さんすう 

（３）こくご 

《もちもの》 

こくご・さんすうのきょうかしょ  

はさみ 

 

【しぶやがっきゅう】 

・クラスとおなじ じかんわり・もちものです 

・しぶやがっきゅうの ぴんくの れんらくファイル 

・かだい（やっていなくてももってくる） 



 

 

※かならず ますくをして がっこうにきてください 

※はんかちやたおるももたせてください ぽけっとにいれて すぐつかえるようにしてく

ださい 

※しぶやしょうがっこうは １ねんじゅう すいとうをもってきてだいじょうぶです。な

かみは みずか おちゃです すいどうがてあらいでこむので すいとうをもたせてくだ

さい。 

※ランドセルでとうこうしてください。 

※たいおんをはかって たいちょうのちぇっくを してくださ 

※うわばきは６がつ１７にち（すい）から１９にち（きん）にもちかえります 

※おやすみのれんらくは でんわでしてください れんらくちょうを とうこうはんのひ

とに たのまないようにしてください きょうだいにわたすのはだいじょうぶです 

 

 


