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分散登校での教育活動再開について 

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、ありがとうございます。 

さて、先日メールにてお知らせいたしましたが、横浜市教育委員会からの通知により、９月１日から１３日までの学校教育

活動について、分散登校及び短縮授業とする方針が示されました。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

1．登下校グループ分け 

        Ａ地区 District of Group A／A组地区／Distrito del grupo A／Quận A 
 

 

Ｂ地区 District of Group B／B组地区／Distrito del grupo B／Quận B 

 

9/1（水） 
13:00登校（短時間授業） 14:30下校 

School day／上课日／Día de escuela／Ngày học 

※8:25-13:00緊急受け入れ 

8:30登校（短時間授業） 10:00下校 
School day／上课日／Día de escuela／Ngày học 

※10:00-14:30緊急受け入れ 

9/２（木） ※ 登校日(8：05～8:25登校) 

9/３（金） 登校日(8：05～8:25登校) ※ 

9/6（月） ※ 登校日(8：05～8:25登校) 

9/7（火） 登校日(8：05～8:25登校) ※ 

9/８（水） ※ 登校日(8：05～8:25登校) 

9/９（木） 登校日(8：05～8:25登校) ※ 

9/１０（金） ※ 登校日(8：05～8:25登校) 

9/１3（月） 登校日(8：05～8:25登校) ※ 

      ※家庭学習日⇒緊急受入れあり ８：２０～３０登校 ８：３０～１４：３０緊急受け入れあり ４参照 

        登校日は１３：２５～１４：３０まで緊急受け入れあり ４参照 

２．時間割 
       

《９月１日》 

A地区 
 

B地区 

13:00～13:10 登校、健康観察 8:30～840 

13:10～13:20 朝会 ８:40～8:50 

13:20～13:30 GIGA開き 8:50～9:00 

13:30～14:00 ｉＰａｄ 9:00～9:30 

14:00～14:30 学級指導・教科書配付 9:30～10:00 

14:30 下校 10:00 

鳥浜１<グレーシア・戸建> 

鳥浜３<クリオ・リステージ・クレッセント> 

テラス横浜 

学区外(保護者送迎) 

鳥浜２<センチュリー・ベルググランデ> 

金沢第二住宅<1街区> 

富岡団地<A・B・戸建> 

並木第一団地<2・3・4街区> 

金沢住宅<5街区> 

並木一丁目第一住宅<9・10・11街区> 



 

《９月２日～１３日の登校日》 

８：０５～２５ 登校 

8:25～8:40 健康観察・朝の会 

１・２年 ３・４年 ５・６年 
8:40～9:15 ❶時間目 8:40～9:15 ❶時間目 8:40～9:15 ❶時間目 

9:20～9:55 ❷時間目 9:20～9:55 ❷時間目 9:20～9:55 ❷時間目 

10:00～10:35 ❸時間目 10:00～10:35 ❸時間目 10:00～10:35 ❸時間目 

10:35～10:45 
中休み 

※手洗い 
10:35～10:45 

中休み 

※手洗い 
10:35～10:45 

中休み 

※手洗い 

10:45～11:20 ❹時間目 10:45～11:20 ❹時間目 10:45～11:20 ❹時間目 

11:25～12:00 ❺時間目 11:25～12:00 ❺時間目 11:25～12:00 ❺時間目 

12:00～13:00 給 食 12:05～13:00 給 食 12:10～13:00 給 食 

13:00～13:10 片付け 

13:10～13:20 帰りの会 

13:25 完全下校 教室にて緊急受け入れ（～14:30） 

３．その他 
 

    《持ち物》 
■９月１日 

□健康観察票（７・８月分） 

（登校の際に提出。9月１日朝の分は、８月の健康観察票の欄外に記入してください。９月分は９月１日に配付します。） 

□水筒    □ランドセル  □マスク着用    □上履き   □筆箱    □ノート    □下敷き 

□夏休みの宿題  □（緊急受け入れの場合は）弁当   □予備のマスク 

■９月２日～１３日 

□健康観察票 

□水筒    □ランドセル  □マスク着用    □上履き   □筆箱    □ノート    □下敷き 

□給食の支度（給食用帽子・マスク・白衣（家にある人）  □予備のマスク 

※その他は、学年だより９月号をご覧ください。 

《教科書》 

■９月１日に、下巻を配付。 

  １年：国語・生活・図工、 ２年：国語・算数、 ３年：国語・算数・図工、 ４年：国語・算数、 ５年：算数・図工、 ６年：なし 
 

４．９月２日以降の緊急受け入れについて 
    ≪日時・場所≫ 

実施日 時間 場所 

家庭学習日 
８：20～30登校 ８：30～１４：３０ 緊急受け入れ 

※給食あり 
図書室（予定） 

登校日 下校後～１４：３０ 緊急受け入れ 教室 

≪対象≫ 
■就業その他の事情でご家庭での対応が困難な場合のうち、１～３年、個別支援学級（全学年） 

 ※あくまでも「緊急の措置」であることをご理解ください。 

    ≪持ち物≫ 

      □健康観察票   □学習する課題（ドリルなど）  □読書の時間に読む本  □筆記用具  □水筒 

      □ハンカチ     □ティッシュ   □給食用帽子（白衣は学校のものを使用）  

□（必要な人は）消毒に使うもの   □予備のマスク 

    ≪申し込み≫ 

     ■８月３１日（火）１０：００～１３：００の間に学校（７７４－0521）にご連絡ください。 



 

５．登校について 
 

 

 

■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が、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、「出席しなくてもよい日」となります。 
 

 

 

 

 

 

 

■横浜市教育委員会からのお知らせ 
 

 

 

 

 

「感染症と診断」された場合 ➜ 出席停止[治癒するまで] 

「濃厚接触者」と特定された場合 ➜ 
出席停止[区福祉保健センターから指示された期

間] 

「感染症等の疑いがあると診断」された場合 ➜ 出席停止[PCR検査の結果判明まで] 

「発熱等の風邪症状があるため学校を休む」場合 ➜ 出席停止 ※ 

「感染の可能性を考えて登校を控える」場合 ➜ 出席停止 

家族が 

新型コロナウイルス感染症に感染の疑いがあり、 

「PCR検査等を受ける」場合 
➜ 出席停止[家族の PCR検査等の結果判明まで] 

「発熱等の風邪症状があるため学校を休ませる」と 

ご家庭が判断された場合 
➜ 出席停止 

 日頃から本校の教育活動に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、神奈川県に対して発令されている緊急事態宣言が９月 12 日まで延長されましたが、新型

コロナウイルス感染症については、感染力が強いと言われているデルタ株への置き換わりが進む中

で、本市の学校関係者の新規感染者報告は、夏季休業期間中に急増しております。今までと違い、

陽性者の家族全員に感染が広がる例や、活動前後の休憩時の短時間の飲食などでの感染例など、感

染力が強くなっている実例が増えています。会話時のマスクの着用やしっかりとした手洗いの実施

など、学校でも指導してまいりますが、御家庭でも改めて皆様で取り組んでいただきますようお願

いいたします。 

 保護者の皆様には、これまでも御家庭において丁寧な健康観察に御協力いただいておりますが、

少しでも御本人、御家族や同居の方に体調不良（咳、喉の痛み、頭痛、発熱、腹痛、倦怠感等）が

見られる場合には、お子様の登校を控えていただき、かかりつけの医療機関又は感染症コールセン

ターに相談の上、医療機関を受診していただきますようお願いいたします。 

 また、御本人、御家族や同居の方が、新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがあり、PCR検査

等を受ける必要が生じた場合には、検査結果が判明するまでの間、お子様の登校を控えていただき

ますよう御協力をお願いいたします。 

 今後も、横浜市立学校ガイドライン等に基づき、学校での感染対策を強化しつつ、安心して学べ

る環境づくりに注力してまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

 

 


