
 

         なかまとまちと  つながりながら  かがやく  ヒガシナの子 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

学校再開にあたって 
 校 長    河原 洋之 

 

 緊急事態宣言が５月２５日に解除され、ようやく来週から学校が再開し、子どもたちの声がヒガシナ

に戻ってきます。「嬉しい」この一言に尽きます。しかし、新型コロナウイルス感染症についてはまだ全

く安心できる状況ではありません。このウイルスとしっかり向き合いながら、本校の教育活動を進めて

まいります。 

 ５月２５日にホームページに掲載した「６月１日以降の段階的な学校再開に向けたお知らせ」 

でお示ししましたが、６月１日（月）から１２日（金）までを第一期、６月１５日（月）から３０日（火）

を第二期とし、６月は半日程度の短時間授業を行います。本校では、第一期をさらに前半と後半に分け、

前半４日間は一度に１４０人程度の登校、後半６日間は一度に２７０人程度の登校、と段階的に登校す

る児童を増やすことにより、児童の様子を丁寧に把握し、感染拡大防止策等の指導と支援につなげてい

こうと考えています。 

 

 学校再開後は特に次の３つを大切にしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 わたしたち職員にとっても今まで経験したことのない状況下での学校再開となりますが、安心して学

校生活を送る子どもたちの姿を目指して、チームで取り組んでまいります。状況を把握しながら改善に

も努めます。保護者の皆様には臨時休業中、様々な面において学校にご協力いただき、誠にありがとう

ございました。今後もどうぞよろしくお願いいたします。 

ホームページ  www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/higashishinano/ 

○児童の心のケア 

  新型コロナウイルス感染症への不安に加え、臨時休業や外出自粛期間の長期化により、

友達のこと、学習のことなど子どもたちは様々な不安を抱えていると思います。「全員が

不安を抱えている」をわたしたちの基本姿勢とし、子どもたちの心のケアに取り組みます。

特に第一期の登校時には心をほぐすような活動を計画的に行います。 

○児童の学習のケア 

  提出物等から休業中の学習状況を把握し、第一期の授業の中で補充の学習を行います。

第一期の取組状況を踏まえ、必要に応じて第二期も補充の学習を継続します。また、子ど

もたちが友達と一緒に学ぶ楽しさを味わい、進んで学習に取り組むことができるよう支援

していきます。 

○感染拡大防止のための新しい学校生活の指導 

  登校から下校までの学校生活を感染拡大防止の視点で見直しました。今までとは異なる

部分も多く、行動が習慣化されるまで少し時間はかかると思いますが、根気強く子どもた

ちとともに取り組んでいきます。また、子どもたちが自ら感染拡大防止のための行動をと

ることができるように「新型コロナウイルスについて知る」時間も設定します。 
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★登校時間について 

これまでは８時に門を開け、８時１０分に昇降口を開けて児童が校内に入っていました。しかし、８時からの１０分間、

昇降口前に児童が密になる現状がありました。それを解消するため、今年度から８時１０分に門と昇降口の両方を開け

るようにします。そのため、早く来すぎて門の前で密にならぬよう、門が開く８時１０分以降に学校に着くように家を出してい

ただければと思います。ご協力、よろしくお願いします。 

 
★６月の分散登校（時程）について   

※詳細については、学校ホームページ（5月 25・26 日配信）をご覧ください。   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 曜 行  事  予  定 日 曜 行  事  予  定 

１ 月 分散登校 16 火  

２ 火 分散登校（開港記念日） 17 水 避難訓練（学級ごと）  

３ 水 分散登校 18 木 体育着販売（１３：１５～１６：００） 

４ 木 分散登校 19 金 体育着販売（１３：１５～１６：００） 

５ 金 分散登校 20 土  

６ 土  21 日  

７ 日  22 月 朝会（放送） 

８ 月 分散登校 23 火 
教育相談（1日） 

PTA実行委員会 

９ 火 分散登校 24 水  

10 水 分散登校 25 木  

11 木 
分散登校 

教育相談（1 日） 
26 金  

12 金 分散登校 27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月 朝会（放送） 

15 月 
4 時間授業開始（6 月３０日まで） 

朝会（放送） 
30 火  

午前登校 午後登校 午前のみ

登校 ８：１０～８：３０ １２：３０～１２：５０ 登校 ８：１０～８：３０

１校時 ８：４０～９：２０ １３：００～１３：４０ １校時 ８：４５～９：２５

２校時 ９：２０～１０：００ １３：４０～１４：２０ ２校時 ９：３０～１０：１０

３校時 １０：００～１０：４０ １４：２０～１５：００ 中休み １０：１０～１０：２５

完全下校 11:00 15:20 ３校時 １０：２５～１１：０５

４校時 １１：１０～１１：５０

完全下校 12:10

第二期の時程第一期の時程

★今年度の水泳学習について 

横浜市教育委員会より、今年度は児童生徒の定期健康診断が９月以降になること及び児童生徒の密集・密

接の場面が想定されることから、児童生徒の健康と安全を第一に考え、水泳授業の実施を見送る、との通知があ

りました。これを受けて、今年度は水泳学習を実施いたしません。ご理解ください。 

生活目標「内遊びを工夫しよう」 

６月１日～６月１４日 

〈分散登校による少人数での半日程度の短縮〉

授業） 

６月１５日～６月３０日 

〈学級での半日程度の短時間授業（給食なし）〉 



総合 スマイル３シャイン～環境（かんきょう）～

YICA じこしょうかいを通して出会いをつくろう

道徳 やさしい人大さくせん　ゆうすけの朝　つばめの赤ちゃん

特活
学年目ひょうを決めよう　学級目ひょうを決めよう
係を決めよう

図工 カラフルランド　P１０・１１参照
ポリ袋・毛糸・セロ
ハンテープ

体育 体つくり運動　かけっこ
・体育着・なわとび
・体育セット

生き物をさがそう　植物を調べよう
風とゴムの力のはたらき

音楽 キラキラおひさま

算数
九九を見なおそう　時こくと時間のもとめ方を考えよう
同じ数ずつ分けるときの計算を考えよう

計算ぐんぐん

理科

社会 ヒガシナのまちってどんなまち 地図帳

国語
どきん　きつつきの商売　　春のくらし　漢字の音と訓
俳句を楽しもう　言葉で遊ぼう　こまを楽しむ

漢字スキル

３年生　学習予定

YICA きもちよくあいさつをしよう

特活
クラスが楽しくなる係を決めよう分担して仕事をしよう
学級目標・クラスのシンボルをきめよう

道徳
いそいでいても　ありがとう、りょうたさん
げんきにそだてミニトマト

体育
体つくり運動　かけっこあそび
ボールけりあそび

・体育着・なわとび
・体育セット

図工
つづきえどんどん　P１４参照
くっつきマスコット　P９参照

クレパス・色鉛筆
カラーペン・タオル

音楽
強さやはやさをかんじて
朝のリズム　小さなはたけ　など

生活
大すきいっぱいわたしのまち
ぐんぐんそだて

国語
ふきのとう　きょうのできごと　いなばの白うさぎ
ともだちをさがそう　たんぽぽのちえ　スイミー

漢字スキル

算数
わかりやすくあらわそう　たし算のしかたを考えよう
ひき算のしかたを考えよう　長さをはかってあらわそう

計算スキル

２年生　学習予定

ＹＩＣＡ はじめてであったひとにあいさつしよう

とっかつ 自己紹介をしよう　学級目標を決めよう

どうとく
ようこそいちねんせい　じゅぎょうがはじまりますよ
あいさつ　がっこうにはね　きをつけて

たいいく 体ほぐし運動　体づくり運動（バランス）

ずこう かきたいものなあに　ひもひもねんど　じぶんのかお

おんがく
どんなうたがあるのかな　りずむとなかよし
校歌　横浜市歌　きみがよ

せいかつ
なかよしいっぱいだいさくせん
さかせたいなわたしのはな　　　　きせつとあそぼう

さんすう
なかまづくりとかず　なんばんめ
あわせていくつふえるといくつ

１年生　学習予定

こくご
うたにあわせてあいうえお　あさのおひさま　はなのみち
かきとかぎ　ぶんをつくろう　ねことねっこ ひらがな練習

※持ち物等

に、つきまし

ては、登校

初日にお渡

しする学年

だよりをご

覧ください。



学年だより　６月の学習の予定とお知らせ

〈お知らせ〉
◎１週目の体育は、体慣らしのため短い時間で行いますので、体育着は
使用しません。
〈感染防止のための持ち物〉※持ち物には記名を必ずしてください。

・健康観察票　　　・マスク（裏面に必ず記名をしてください。）
・小さめの手つきポリ袋　１枚
　（自分が使用したティッシュやマスクなどを入れます。）

・ジッパー付き袋　２枚〈体育セット用・ランドセル用〉
　（体育のときなどマスクをはずした時に
　　入れるためのものです。）
・体育セット〈水筒・ジッパー付き袋・汗拭きタオル〉
　（袋の中に入れて用意してください。）

外国語 名刺交換をしよう　バースデーカードを送ろう 家庭学習で作成した名刺

総合 田んぼで稲作りに挑戦しよう
田植えの時…軍手・タオ
ル・汚れてもよい服

特活
学年目標を決めよう　学級目標を決めよう
係・委員会・クラブを決めよう

道徳
見えた答案　　ひさの星　転校生がやってきた
一ふみ十年

体育 体つくり運動　陸上運動　鉄棒運動　マット運動 ・体育着・体育セット

家庭
これまでの学習を家庭科につなげよう
家族の生活再発見  　クッキングはじめの一歩

図工 立ち上がれ！ワイヤーアート ・ペンチ（ある人）

音楽 クラップフレンズ ・音楽バック

理科
人の体のつくりと運動　花のつくり　植物の発芽と成長
メダカのたんじょう

・４年生の教科書(ある人
のみ)・紙コップ

算数
小数のかけ算とわり算　整数と小数
直方体と立方体の体積　比例　かけ算の世界を広げよう

・計算スキル(毎日)

社会
日本の国土と世界の国々　国土の気候と地形の特色
自然条件と人々のくらし

・社会科資料集
(学校で配布)

５年生　学習予定

国語
なまえつけてよ　和語・漢語・外来語
きいて、きいて、きいてみよう　古典の世界
言葉の意味が分かること

・漢字スキル(毎日)

YICA 自己紹介を通して、あい手をもっとりかいしよう Let's try（教科書）

総合 ふくしについて考えよう

特活
学年目標を決めよう　学級目標を決めよう
係・クラブ活動を決めよう

道徳
ドッジボール　合い言葉は「話せばわかる！」
わたしの見つけた小さな幸せ

教科書

体育
体つくり運動　体ほぐし運動　小型ハードル走
はばとび

・体育着・体育セット
・なわとび

図工 木々を見つめて
絵の具セット
ぞうきん

音楽 さくら変そう曲 教科書

理科 春の生き物　ヒトの体のつくりと運動 教科書

算数
そろばん　１億より大きい数を調べよう　グラフや表を
使って調べよう　わり算のしかたを考えよう

３年生の教科書（ある人）
計算スキル

社会
わたしたちの県のまちづくり（都道府県）
水はどこから

教科書３・４下

４年生　学習予定

国語
ローマ字入力（３年生）白いぼうし
聞き取りメモのくふう　アップとルーズで伝える
お礼の気持ちを伝えよう

３年生の教科書（ある人）
漢字スキル



６年
国語（罫線） 漢字（12～15マス) 外国語（英語用　４本線10段）
算数・理科（10ミリ方眼※リーダー入り）社会（10ミリ方眼）

国語（10～12ミリ罫線※リーダー入り） 漢字（12～15マス)
算数・社会・理科（10ミリ方眼※リーダー入り）

５年
国語（10ミリ罫線） 漢字（12～15マス) 外国語（英語用　４本線10段）
算数・社会・理科（10ミリ方眼※リーダー入り）

国語（12マス　８×12） 漢字（84字） 算数（前期縦14マス・後期縦17マス）

３年
国語（10～12ミリ方眼※リーダー入り） 漢字（右開き18ミリマス)
算数・社会・理科（10ミリ方眼※リーダー入り）

４年

☆次のノートを使いますので、ご用意ください。

１年※入学式に購入したノートを使います。

２年

YICA みぢかなものを　えいごでいってみよう！

体育着・体育セット

道徳
はしのうえのおおかみ　ハムスターのあかちゃん
みんないっしょ

体育
固定施設を使った運動遊び
器械・器具を使って運動遊び

音楽 学年別学習　個別学習

図工 学年別学習　個別学習

生活単元
サツマイモのなえを植えよう
なつやさいをそだてよう

学年別学習　個別学習

理科 学年別学習　個別学習

社会 学年別学習　個別学習

算数

４組学習予定

国語 学年別学習　個別学習

外国語 This　is　me！　How is your school life?
Picture Dictionary
英語用ノート

総合 樹木班活動について　１年生のお世話をしてみよう

道徳 心を形に　ばかじゃん！

特活 学年目標を決めよう　学級目標を決めよう

教科書

体育 体つくり運動　表現運動　陸上
・体育着・なわとび
・体育セット

わたしのお気に入りの場所
絵具セット・クレパス
２Ｂ以上の鉛筆

家庭
わたしの生活時間　クリーン大作戦
暑い季節を快適に

音楽 ハンガリー舞曲第５番 音楽バック

図工

算数ドリル（毎日）

理科 月と太陽　ものが燃えるしくみ

１憲法とわたしたちの暮らし　２わたしたちの暮らしを
支える政治　１国づくりへの歩み

社会科資料集

算数 対称な図形　文字と式　分数のかけ算

国語
漢字の形と音・意味　文の組み立て　たのしみは
帰り道　笑うから楽しい　時計の時間と心の時間
熟語の成り立ち　言葉の変化

漢字スキル（毎日）

社会

６年生　学習予定


