
 
令和２年５月７日  

 
保護者の皆様 
                                 横浜市立南吉田小学校 
                                   校長 金子 正人 
 

臨時休業延長にともなう学習課題等の配付について 

 保護者の皆様には、日頃より本校の教育活動にご協力をいただき心より感謝申し上げます。 

 ５月 11日～5月 31日まで一斉臨時休業が延長されることになりました。そこで新たに学習計

画表を作成し、国語、算数だけでなく生活科、理科、社会、体育、音楽、家庭科など学年に応じ

て幅広い学習内容を盛り込んで各自で取り組めるようにします。新学年の学習に対応した内容に

なっていますのでご家庭でも計画表に沿って生活、学習できるようにご支援、ご協力をお願いい

たします。 

 

１ 学習課題配付期間と方面 

5月 11日（月）9：30～16：30 真金 永楽 山田 富士見 万世 三吉 千歳方面 

5月 12日（火）9：30～16：30 弥生 曙 高根 白妙 浦舟方面 

5月 13日（水）9：30～16：30 扇 松影 吉浜 寿 長者 不老 翁 万代方面 

 〇 担任が各家庭のポストに投函します。その際インターフォンごしにお子さんの生活や学習

についてお伺いします。不在の場合は投函のみとさせていただきます。 

 〇 １・２年生は植物の栽培用に植木鉢、土、種、苗を配付します。お手数ですが次の期間に

学校まで取りに来てくださるようお願いいたします。その際に、学習課題をお渡ししま

す。なお、課題をお渡ししたご家庭には伺いませんので、ご了承ください。 

    5月 7日（木） 15：00～16：30   

5月 8日（金） 11日（月） 12日（火） 8：30～16：30 

    配付場所  職員玄関 

２ 学習課題等の回収と次の学習課題配付 

５月 22日（金） 25日（月） 26日（火） 10：00～12：00 13:00～15:00 

〇 学習課題（プリント）・提出物・育友会総会紙面表決書を封筒に入れて学校に持ってきて

ください。 

〇 5月 25日以降の学習課題をお渡しします。 

３ その他 

〇 学習面、生活面についてご心配があれば「教育相談」も行いますのでご活用ください。 

〇 ご不明の点、ご不安な点があればお問合せください。 

  南吉田小学校 ０４５－２３１－８０８２ 



2020年 5月 7日  
 

各位家长 
                                 横滨市立南吉田小学校 
                                   校长 金子 正人 
 

衷心感谢各位家长平时对本校教育活动的支持。 

临时停课时间将延长，期间为 5月 11日～5月 31。因此，我们将制作一个新的学习计划表， 

将根据年级，除了国语、算数外，生活科，理科，社会，体育，音乐，家庭科等都涉及了范围广

泛的学习内容。由于内容与新学年的学习相对应，因此希望各个家庭按着计划表进行学习和生

活。 

１ 学习课题分发期间和地区 

5月 11日（周一）9：30～16：30 真金 永楽 山田 富士見 万世 三吉 千歳地区 

5月 12日（周二）9：30～16：30 弥生 曙 高根 白妙 浦舟方面 

5月 13日（周三）9：30～16：30 扇 松影 吉浜 寿 長者 不老 翁 万代地区 

 〇 班主任老师将学习课题投入每个家庭信箱里。 与此同时，我们将通过对讲机询问有关您孩

子的生活和学习。 如果您不在，我们只是把学习课题进行投函。 

 〇 给１・２年级学生分发种植植物的花盆、种子和秧苗。麻烦您一下，下面的时间请到学校来
领取。与此同时，交给您学习课题。另外，交给了课题的家庭不再去拜访，请了解。 

    5月 7日（周四） 15：00～16：30   

5月 8日（周五） 11日（周一） 12日（周二） 8：30～16：30 

    分发场所  员工玄关 

２ 学习课题的回收和分发接下来的学习课题 

５月 22日（周五） 25日（周一） 26日（周二） 10：00～12：00 13:00～15:00 

〇 把学习课题（练习卷）・提出物品・育友会总会表决书放入信封里，请带到学校。 

〇 交给您 5月 25日以后的学习课题 

３ 其他 

〇 关于学习方面、生活方面若有什么担心，进行“教育咨询”，请利用。 

〇 如果有什么不清楚和不安心的事情，请向学校咨询。 
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May 7, 2020  

To Parents & Guardians 

Minamiyoshida Elementary School 

Principal Masato Kaneko 

Distribution of Learning Material for Temporary School Closure Extension 

We would like to express our sincere gratitude to all parents for their ongoing support of our educational 

activities. Temporarily school closure has been extended from May 11th to May 31st. Therefore, we will have 

new learning material available, including a wide range of learning contents according to the grade such as 

life science, science, social studies, physical education, music, home economics as well as Japanese and math 

so that each student can learn from home. Since the contents correspond to material from the new school year, 

we ask for your support and cooperation so that your child can effectively study at home. 

 

１ Learn material distribution dates and areas 

May 11 (Mon) 9:30~16:30 Magane, Eiraku, Yamada, Fujimi, Mansei, Miyoshi, Chitose area 

May 12 (Tue) 9:30~16:30 Yayoi, Akebono, Takane, Shirotae, Urafune area 

May 13 (Wed) 9:30~16:30 Oogi, Matsukage, Yoshihama, Kotobuki, Chouja, Furou, Okina,  

             Bandai area 

 〇 The class teacher will deliver the material to your mailbox. They will ring the intercom and ask about 

your child’s life and learning. If you are not home, only the material will be delivered. 

 〇 1st and 2nd grade students will handed flower pots, soil, seeds and seedlings for plant cultivation. 

Please come to school to pick them up before the new school semester. Learning material will also be 

handed at that time. Mailbox delivery/visit will not happen for those who are handed learning material 

at school. 

    May 7 (Thurs) 15:00~16:30  

May 8 (Fri), 11 (Mon), 12 (Tue) 8:30~16:30 

    Distribution location: staff entrance 

２ Collection of assignments and distribution of the next learning material 

May 22 (Fri), 25 (Mon), 26 (Tue) 10:00~12:00 and 13:00~15:00 

〇 Please put assignments (handouts), submissions, and PTA form in an envelope and bring it to school 

during the above dates. 

〇 Assignments for beyond May 25 will be given at that time. 

３ Other notices 

〇 If you have any questions or concerns regarding your child’s learning or lifestyle, “educational 

consultation” is available upon request. 

〇 For other questions, please contact the school. Minamiyoshida Tel: 045-231-8082 


