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令和２年５月２５日  

 
保護者様 
                                横浜市教育委員会 

横浜市立三ツ沢小学校 
                                校 長  重田 英明 

 

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）～12日（金）分散登校による少人数での半日程度の短時間授業 

※ 開港記念日の６月２日（火）も授業を行う予定です。 

 

・ 第二期 ６月 15日（月）～30日（火）学級での半日程度の短時間授業 

※ この期間、給食は実施しません。 

（２） 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。 

 

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、学年や学級等を A・B二つのグループに分けて教育活動を行

います。 

○ グループごとの在校は半日程度を上限とします。 

○ 分散登校の仕方は、登校班別に次のとおりとします。 

※ 学級単位で見ると若干、分散人数にばらつきがでますが、「登校時の安全」と「兄弟姉妹が一緒

に登校できること」に重点をおいてこの方法に決めさせていただきました。 
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Aグループ・・・岡沢町、下町、中町、東町、峰沢町 

Bグループ・・・浅野台、上町、ガーデン山、ガーデン山団地、ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ、コスモ三ツ沢、下町第一、 

          西町、松ヶ丘、松本上町、南町  

 

  ※ 学区外の児童につきましては、すでに所属する登校班が決まっている児童はその登校班で登校し

ていただきます。また、保護者による送迎の児童につきましては、後日、担任と相談の上、Aまた

は Bのグループを決めさせていただきます。 

 

  ○ 授業時間帯 

 Aグループ Bグループ 

6月 1日（月）～5日（金） 午前授業（８：１５登校） 午後授業（１２：４５登校） 

6月 8日（月）～12日（金） 午後授業（１２：４５登校） 午前授業（８：１５登校） 

※ 登校時刻に到着するように登校班の出発時刻を調整していただきますよう、お願いいたします。 

    ※ 子どもたちの並び方などについて、見守り可能な多くの方のご支援をお願いいたします。 

  ○ 日課表 

午前授業（３０分×４時間授業）         午後授業（３０分×３時間授業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 【午前授業を受けた児童の授業終了後（11:15～）は、次のような動きになります】 

  ※ 学童クラブによって、動きが異なる場合があります。各ご家庭で学童クラブにお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登校    ８：１５   

健康観察  ８：３０～ ８：４５ 

１時間目  ８：４５～ ９：１５ 

（休憩）  ９：１５～ ９：２０ 

２時間目  ９：２０～ ９：５０ 

（休憩）  ９：５０～ ９：５５ 

３時間目  ９：５５～１０：２５ 

（休憩） １０：２５～１０：３０ 

４時間目 １０：３０～１１：００ 

（帰りのしたく）  ～１１：１０ 

一斉下校  １１：１５ 

登校   １２：４５   

健康観察 １３：００～１３：１５ 

１時間目 １３：１５～１３：４５ 

（休憩） １３：４５～１３：５０ 

２時間目 １３：５０～１４：２０ 

（休憩） １４：２０～１４：２５ 

３時間目 １４：２５～１４：５５ 

（帰りのしたく）  ～１５：０５ 

一斉下校  １５：１０ 

キッズ（区分２） ふれあいルームで昼食→キッズで受入れ（12時～） 

 

学童    指導員へ引き渡し→学童で昼食→学童で受入れ 

 

緊急受入れ A棟昇降口で受付→図書室で昼食・受入れ→14：20下校 

 

帰宅児童  色別でまとまって下校 

 

１年生 

キッズ（区分２） C棟へ移動→ふれあいルームで昼食 

→キッズで受入れ（12時～） 

学童    指導員へ引き渡し→学童で昼食→学童で受入れ 

 

緊急受入れ A棟昇降口で受付→図書室で昼食・受入れ→14：20下校 

 

帰宅児童  色別でまとまって下校 

 

２年生 

学習内容・学習量は２週間でAとBとが同じになります。 
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 【午後授業を受ける児童の授業開始前（～12:45）は、次のような動きになります】 

※ 学童クラブによって、動きが異なる場合があります。各ご家庭で学童クラブにお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 【午後授業を受けた児童の授業終了後（15:10～）は、次のような動きになります】 

※ 学童クラブによって、動きが異なる場合があります。各ご家庭で学童クラブにお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

                  ※ 緊急受入れは、ありません。 

キッズ（区分２） ふれあいルームで昼食→キッズで受入れ（12時～） 

 

学童    指導員へ引き渡し→学童で昼食→学童で受入れ 

 

緊急受入れ A棟昇降口で受付→図書室で昼食・受入れ→14：20下校 

 

帰宅児童  色別でまとまって下校 

 

３年生 

キッズ（区分２） C棟へ移動→ふれあいルームで昼食 

→キッズで受入れ（12時～） 

学童    指導員へ引き渡し→学童で昼食→学童で受入れ 

 

緊急受入れ 校舎内移動をしA棟昇降口で受付→図書室で昼食・受入れ 

 

帰宅児童  一斉下校 

 

４年生 

帰宅児童  一斉下校 5・6年生 

キッズ（区分２） ふれあいルームで昼食→キッズで受入れ（12時～） 

 

学童    指導員へ引き渡し→学童で昼食→学童で受入れ 

 

緊急受入れ A棟昇降口で受付→図書室で昼食・受入れ→14：20下校 

帰宅児童  学年に合わせて下校、または、お迎えの方に引き渡し 

 

7組 

12:45～12:55 教室に入り、着席 

 

登校班登校  自宅で昼食をとる 

 
学童から登校 学童で昼食をとる等 

 
緊急受入れ  図書室で昼食をとる 

 

キッズ（区分２） ふれあいホールで受付→キッズで受入れ 

 
学童    指導員へ引き渡し→学童で受入れ 

 
帰宅児童  色別でまとまって下校 

 

授業 

終了後 

学童    学童へ移動→学童で昼食→学童で受入れ 
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３ 第二期 6/１５（月）～３０（火）について 

〇 給食なしの短時間授業となります。 

 

     ８：３０～ ９：１５  1校時 

       ９：１５～１０：００  2校時 

      １０：００～１０：１５  発見タイム 

      １０：１５～１１：００  3校時 

      １１：００～１１：４５  4校時 

            １２：００  下校完了 

 

４ 緊急受入れについて 

〇 第一期のみ「緊急の措置」として、実施いたします。 

〇 受入れ対象児童は、１～４年、個別支援学級の児童です。 

〇 受入れ時間は、次のようになります。 

<午前の部>  ８時 20分～12時45分→その後、午後授業 

<午後の部>  11時15分～14時20分  

〇 受入れのおこない方 

【午前受入れの場合】 

・８時２０分からA棟昇降口で受付をします。  

・持ち物は、□健康チェックカード □弁当・水筒 □学習用具（午後の授業のものも含む）等 

      □ハンカチ □マスク 

・受入れ場所は、図書室です。場合によっては、国際教室や会議室も使用します。 

・1年生は、できるだけ保護者の方が付き添って受付をおこなってください。 

 

   ８：３０～１０：００ 学習タイム① 

  １０：１０～１１：４０ 学習タイム② 

  １１：５０～１２：４０ 昼食・休けい 

  １２：４５～      自分の教室へ移動する。⇒授業 

 

 

【午後受入れの場合】 

・教室から移動し、１１時２０分から A棟昇降口で受付をします。 

・保護者の引率は必要ありません。 

・昼食は、学校で食べます。  

・持ち物は、□健康チェックカード □弁当・水筒 □学習用具等 

      □ハンカチ □マスク 

・受入れ場所は、図書室とします。 

 

  授業⇒１１：５０～１２：４０ 昼食・休けい 

     １２：４５～１４：２０ 学習タイム 

     １４：２５～      下校 

 

○ 緊急受入れカードは、再開前にホームページにアップしますので、プリントアウトをしてご記入の上、

受入れ初日に受付へご提出ください。また、プリントアウトが不可能な方は、受入れ初日に受付で保護者

の方に記入していただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

 



5 

 

５ 校庭開放について 

    第一期および第二期においては、実施しません。 

 
６ 持ち物等について 
   5月 29日（金）に、学年ごとにメール配信でお知らせいたします。 

 
７ 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）の場合は登校を見合わせてく

ださい。登校に際しては、健康状態を確認するため健康チェックカードを必ず登校時に持たせてくださ

い。健康チェックカードは、６月１日に配付いたします。６月１日分は、５月の健康チェックカードの

余白に記入の上、お子様に持たせるようお願いいたします。 

また、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、帰宅措置を講じさ

せていただきます。 

なお、欠席の連絡は、これまで近隣の児童を通して連絡帳でおこなっておりましたが、感染予防の観

点から、当日の朝８時までに保護者の方から学校へのメール連絡でおこないます。詳細は、後日、一斉メ

ール配信でお知らせいたします。 

ただし、メールでの連絡が不可能な方は、電話連絡（３２１－５８６１）でもけっこうです。 

 

８ 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。なお、「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。 

第二期は「緊急受入れ」は実施しませんが、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にご相談くだ

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。 

 

 

 

 

 

マスクの着用にご協力ください。 

 

６月１日に、学校から不織布マスクをお子様一人につき３枚をお渡しします。 

６月２日以降、マスクを忘れた児童には、学校で不織布マスクをお渡ししますので、後

日、新しいマスクを学校へ返却していただきますよう、お願いいたします。 


