
令和２年５月２５日 
 

保護者の皆様 
                                横浜市教育委員会 

横浜市立南吉田小学校 
                                校長  金子  正人 

 

６月１日以降の段階的な学校再開に向けたお知らせ 

 保護者の皆様には、本校の教育活動に対するご理解とご支援をいただき、心より感謝申し上げ

ます。また、一斉臨時休業に際しても、保護者の皆様から多大なるご協力をいただきましたこと、

誠にありがとうございます。 

 さて、５月中に緊急事態宣言が解除された場合、横浜市立学校は６月１日より段階的に教育活

動を再開します。本校でも感染拡大防止の措置を十分に取った上で再開できるよう、準備を進め

ているところです。つきましては、次の内容で段階的に再開する予定ですので、お知らせいたし

ます。 

なお、緊急事態宣言が５月中に解除されない場合（対象地域指定の継続）や新型コロナウイル

スの市内の感染状況によっては、臨時休業等の措置をさらに延長することも想定されます。その

場合には、改めてお知らせします。 

 

１ 段階的な学校再開について 

（１） 日程 

・ 第一期 ６月１日（月）～６月１２日（金）分散登校  

学級を２つのグループに分けて、午前・午後別の短時間授業を行います。 

※ 給食はありません。開港記念日の６月２日（火）も授業を行います。 

 

・ 第二期 ６月１５日（月）～６月３０日（火）学級全員での午前授業 

※ 給食はありません。 

 

２ 第一期の分散登校について 
・ 再開にあたっては感染予防のため学級を２つのグループに分けて教育活動を行います。 

・ 分散登校の仕方と登校時間等は、２５日、２６日の課題配付の際にお渡しする「６月か 
らの登校について」のプリントをご覧ください。 

 

３ 再開にあたっての留意点 

次の点に十分配慮した上で、教育活動を再開します。 

・ こまめな換気の徹底 

・ 多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮 

・ 近距離での会話や大声での発声への配慮 

・ 飛沫飛散防止のためのマスク着用 

・ 手洗い等の励行を指導 

など、保健管理や環境衛生に十分配慮した上で、教育活動を行います。 

 

 

 
 



４ 持ち物等について 
  ・ マスクを着用してください。（名前を書いてください） 

・ 健康観察票（黄色い紙）・・・毎日必ず体温を測ります。 
・ 水飲み場の混雑を避けるためなるべく水筒を用意してください。（ペットボトル不可） 
・ ランドセルで登校します。 

  ・ 筆箱  
・ 連絡帳と連絡袋 
・ 休み中の宿題 

  ・ ハンカチかタオルを持ってきてください。 
・ 運動靴で登校します。 
・  上履きを学校に置いていない人は、必ず用意してください。 

   
   

５ 児童の健康状態の把握について 
学校再開にあたり、児童の健康観察とご家庭での健康管理が重要となります。登校前に各家

庭で健康観察を行い、体調不良（発熱、せき、倦怠感、息苦しさ、頭痛の症状等）の場合は登
校させないでください。登校に際しては、健康状態を確認するため健康観察票を登校時に持た
せてください。 
なお、登校後、児童の発熱を確認した場合、文部科学省から示されているとおり、帰宅措置

を講じますので、必ず連絡が取れるようにしておいてください。 

 

 

６ 放課後キッズクラブについて 

   ６月中は１２時以降開所します。利用区分２の児童のみ利用できます。 

   

７ その他 

・ 感染拡大防止にあたっては、ご家庭の協力も不可欠です。免疫力を高めるためにも、十

分に睡眠をとること、適度な運動を行うことや栄養バランスのとれた食事をとることを心

がけて、規則正しい生活を送ることができるようお願いします。また、児童の健康につい

て気になることがある場合は、遠慮なく学校にご相談ください。 

・ 第一期は１～４年生及び個別支援学級（全学年）の児童のうち、保護者の就業やその他

の事情で家庭での対応が困難な場合に「緊急受入れ」を実施しますが「緊急受入れ」はあ

くまでも「緊急の措置」であることをご理解ください。 

・「緊急受入れ」を希望するご家庭は必ず事前にご連絡ください。 

・ 第二期は「緊急受入れ」は実施しません。放課後キッズクラブ（利用区分２）や放課後

児童クラブ等に登録しておらず、保護者の就業やその他の事情で家庭での対応が困難な場

合はご相談ください。 

・７月以降の教育活動の実施や給食の開始、長期休業期間（夏季、冬季、学年末）の扱い等

については、改めてお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

医療的ケアや基礎疾患のあるお子さんについて 
医療的ケアが日常的に必要なお子さんや基礎疾患のあるお子さんの保護者の方は、主治医

等と相談するなどし、登校のご判断をお願いします。医師との相談等により出席を見合わせ

る場合は、「出席をしなくてもよい日」となります。 



2020年 5月 25日 
 

各位家长 
                                横滨市教育 委员会 

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

 

面向 6月 1日以后学校阶段性的重新开学的通知  

 

 衷心感谢各位家长对本校教育活动的理解和支持。即使在学生临时停课期间，各位家长也给予了

本校的大力合作，非常感谢。 

  

在 5月份，如果解除了紧急事态宣言，横滨市立学校将从 6月 1日起，阶段性的恢复教育活动。

我们学校也充分地采取了防止感染扩散的措施，进行着学校再开的准备。因此，通知您如下的内容，

它是本校阶段性再开的预定。 

 

另外，紧急事态宣言如果在 5月份没有解除，根据（指定对象区域的继续）和新型冠状病毒在市

内的感染情况，预计将进一步采取临时延长停课等的措施。若是这种情况，我们会重新通知您。 

 

1 关于阶段性的恢复开学 

（1）日程 

・ 第一期 6月 1日（周一）～6月 12日（周五）分散上学 

班级分成两组，实施上午・下午的短时间上课。 

※ 学校没有午餐。开港纪念日的 6月 2日（周二）也上课。 

 

・ 第二期 6月 15日（周一）～6月 30日（周二）班级全体学生上午上课 

※ 学校没有午餐。 

 
2 关于第一期的分散上学 

・ 学校再开时，为了预防感染，把班级分成两组而进行教育活动。 
・ 分散上学的方法和时间，请阅览 25 日、26 日分发课题的时，交给您的“关于从 6 月份上

学”的印刷通知。 

 
3 学校再开时的注意事项 

在充分考虑以下几点的基础之上，恢复教育活动。 

・ 经常彻底通风 

・ 考虑防止人群聚集，人与人之间要保持一手臂以上的距离 

・ 考虑不要近距离会话和大声说话 

・ 为防止唾液飞沫飞散，要戴口罩 

・ 指导勤洗手等 

等等，我们在进行教育活动的同时，也充分考虑到健康管理和环境卫生。 

 
 

 



4 关于携带物品 
  ・ 请戴上口罩（请写上姓名）。 

・ 健康观察票（黄色的纸）・・・每天务必测量体温。 
・ 为了避免饮水处拥挤，请尽可能准备水筒。（塑料瓶装不可）。 
・ 带书包上学。 

  ・ 文具盒。 
・ 联络册和联络袋。 
・ 假期作业。 

  ・ 请带来手帕和毛巾。 
・ 穿运动鞋上学。 
・ 在学校没有放置室内鞋的人，请必须准备。 

   
5 关于儿童健康状况的掌握 

学校再开的时候，儿童的健康观察和家庭的健康管理变得很重要。上学之前，各个家庭要观察
孩子的健康状况，有身体不舒服（发烧、咳嗽、疲倦感、喘不过气、头疼等症状）的话，请不要
来学校。上学的时候，为了让学校确认学生的健康状态，请让孩子把健康票带来。 
另外，孩子到校后，如果出现发烧，按照教育部的规定，我们将让孩子回家，所以请家长务必

保持与学校联系的畅通。 

 

6 关于放学后的儿童俱乐部 

  6月份期间，12点以后开放，能利用的仅限于利用区分 2的儿童。 

 

7 其他 

・为了防止感染扩大，家庭的合作也是不可欠缺的。为了提高免疫力，注意要有充足的睡眠、

进行适当的运动和摄取营养均衡的食物，希望孩子们每天都能度过有规律的生活。另外，如

果您对孩子的健康感到不安，不要客气，请随时与学校联系。 

・第一期 1～4年级以及个别支援班级（全学年）的儿童家庭，家长因工作或有其他情况，家中

难以对应的话，学校实施“紧急接受”。不过，“紧急接受”只是为帮助家庭对应紧急状况下

的“紧急措施”， 请给予理解。 

・希望参加“紧急接受”的家庭，请提前跟我们联系。 

・第二期不实施“紧急接受”。如果没有登录放学后儿童俱乐部（利用区分 2）和放学后儿童俱

乐部，且家长因工作或有其他情况，在家中难以对应的话，请与我们联系。 

・关于 7月份以后，学校教育活动的实施、午餐提供的开始以及长期休假期间（夏季、冬季、

学年结束）等的运营，我们会重新通知您。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
关于需要医疗护理和患有基础疾病的孩子 
如果您有平时需要医疗护理或是有基础疾病的孩子，请咨询孩子的主治医，希望从医生那里

得到是否能上学的诊断。如果医生的诊断结果是不能上学的话，学校会将这段休息期间作为
“可以不来学校上课日期”对待。 
 



May 25, 2020 

 

To Parents & Guardians 

                               Yokohama Board of Education 

Yokohama Minamiyoshida Elementary School 

                                Principal Masato Kaneko 

 

Gradual School Reopening from June 1st 

 We would like to express our sincere gratitude to all parents and guardians for your continued support of our 

educational activities, and for your understanding and cooperation during the temporary school closure. 

 If COVID-19 emergency declaration is lifted in May, municipal schools in Yokohama will resume 

educational activities in stages from June 1. Our school is currently preparing to reopen after making sure to 

take sufficient measures to prevent the spread of infection. Therefore, we plan to gradually resume education 

activities in stages according to the schedule below.  

If the emergency declaration is not lifted in May (in designated areas) or with changes in COVID-19 situation, 

temporary closure may be further extended. If that is the case, we will inform you again of changes in schedule. 

 

１ Gradual School Reopening in Stages 

（２） Reopening Schedule 

・ Stage 1:  June 1 (Mon) ~ June 12 (Fri)  Half-day attendance in separate groups 

        Each grade will be divided into morning and afternoon groups for half-day classes. 

※ There is no lunch. There is school on June 2 (Tue), normally a holiday (Port 

Opening Day)  

 

・ Stage 2:  June 15 (Mon) ~ June 30 (Tue)  Morning classes for all students 

※ No lunch 

 

 

２ About Stage 1 (Half-Day Attendance in Separate Groups) 

・ Each grade will be divided into two groups to attend school at different times. 

・ For details, please refer to the “School Attendance from June” handout which will be 

distributed along with new assignments on May 25 & 26. 

 

 

３ Safety Measures for Resuming School Activities 

 The school will resume activities with careful attention to health management and hygiene as below. 

・ Keeping classes well ventilated by keeping windows open, etc. 

・ Limits on gathering in small areas or in crowds. 

・ Asking all students and faculty to keep a distance when speaking, and to not speak loudly, especially 

in close vicinity to others. 

・ Wearing masks. 

・ Encouraging frequent hand washing and other safety and hygiene habits. 

 

 

 



４ Things to Bring/Prepare 

  ・ Please wear a mask. (Write name and grade on the inside.) 

・ Health Observation Card (yellow paper). Body temperature will be taken every day. 

・ Water bottle to avoid crowing around water fountains. (PET bottles are not allowed.) 

・ Carry Randoseru backpack to school. 

  ・ Pencil case 

・ Renrakucho & Renraku bag 

・ Homework assignments given during school closure. 

  ・ Handkerchief or towel 

・ Wear P.E. shoes to school. 

・  If you don’t have indoor shoes at school, please bring a pair. 

   

   

５ Monitoring Your Child’s Health 

For safety resuming our school activities, your cooperation is important in monitoring and managing 

your child’s health. Please check your child’s health condition every day before he or she leaves for school. 

If your child is not feeling well (has a fever, cough, headache, is feeling tired, have difficulty breathing, 

or is generally feeling unwell), he or she must stay at home. Please bring the Health Observation Card to 

school every day.  

If your child is confirmed to have a fever while at school, he or she will be returning home per 

guidance from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. Please make sure 

you can be contacted during the day. 

 

 

６ After School Kids Club 

   In June, it will be open after 12:00. It is only available for children in Category 2. 

   

７ Other Information 

・Family cooperation is essential for preventing the spread of COVID-19. In order to boost you and your 

family’s immune system, we ask that you sleep well, exercise appropriately, and eat a nutritionally 

balanced diet. If you have any concerns about your child's health, please feel free to contact the school.  

・During Stage 1 reopening, Emergency Acceptance will be available for Grade 1~4 and Special Support 

Class students whose parents and guardians cannot be home due to work or other circumstances. Please 

note, it is only available for urgent, emergency purposes.  

・Please contact the school beforehand if you require Emergency Acceptance. 

・Emergency Acceptance is not available during Stage 2. Please contact us if you are not registered with 

After School Kids Club (Category 2) or other after school activities and a parent/guardian cannot be 

home due to work or other reasons. 

・Schedule for July, resuming school lunch, and schedule for long holidays (summer, winter, end of school 

year) will be notified at a later date. 

 

 

 

For Students with Medical Conditions 

If your child has a health condition that requires special care while at school, please consult your doctor 

about whether or not he/she should attend school. 

If the physician advises him/her not to attend, it will be not be considered an absence. It will be counted as 

a “non-attendance day,” a day not requiring attendance. 


