
１６にちからの がっこうに ついて 

 

① ３月１６日（月）から３月２４日（火）まで、一斉臨時休業期間が延長になります。 

② 「緊急受け入れ」期間は、３月１６日（月）から３月２５日（水）までの延期になりま

す。 

③ ３月１９日（木）に卒業式を実施します。 

④ ３月２５日（水）に修了式を実施します。 

 

＜卒業式について＞ 

〇１９日（木）の９：３０より式を行います。 

〇卒業生と教職員のみで式を行います。 

〇６年生はいつもどおり、８：１０までに登校してください。 

〇１～５年生は登校しないでください。 

〇当日は、「緊急受け入れ」はありません。ご注意ください。 

 

＜修了式について＞ 

〇２５日（水）、１～５年生はいつもどおりの登校になります。８：１０までに登校してく

ださい。 

 

●明日からの家庭訪問で、詳しく書いてあるプリントを配付いたします。ご不在のときはポ

ストに入れますので、必ずお読みください。また、HP やメールにて随時お知らせいたしま

すので、そちらもご覧になっていただけたらと思います。 

HP アドレス：www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/ushioda/ 

●風邪等やおうちの都合で家庭訪問が難しいときは、電話にて対応させていただきます。電

話を希望される方は、下の回答用メールで、明日の１１：００までにご返信ください。 

 

 

 

 

【簡単な日本語】 

① ３がつ１４にちから ３がつ２４にちまで がっこうが おやすみに なります。 

② 「きんきゅううけいれ」も １６にちから ２５にちまでおこないます。 

③ １９にちに そつぎょうしきをおこないます。 

④ しゅうりょうしきは ２５にちに おこないます。 

 

＜そつぎょうしきについて＞ 



〇１９にちに ９：３０より おこないます。 

〇そつぎょうせいと がっこうのせんせいのみで おこないます。 

〇６ねんせいは いつもどおり ８：１０までに がっこうにきます。 

〇１～５ねんせいは がっこうに きません。  

〇１９にちは 「きんきゅううけいれ」を おこないません。 

 

 ＜しゅうりょうしきについて＞ 

〇２５にちは １～５ねんせいは いつもどおり ８：１０までに がっこうに きます。 

 

●あしたからの かていほうもんで くわしくかいてある おてがみを わたします。 

おうちにいないときは ポストに おてがみを いれます。かならず よんでください。 

また がっこうの HP や メールでも おしらせします。そちらも よんでください。 

HP アドレス：www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/ushioda/ 

●かぜやおうちのつごうなどで かていほうもんが むずかしいときは でんわで はな

しをします。 でんわを きぼうするときは したの かいとうようメールで あしたの 

１１：００までに へんしんしてください。 

 

 

 

【スペイン語】 

Sobre prolongacion de periodo cierre temporal  

Periodo cierre temporal  16 de marzo (lun) ~ 24 de marzo (mar) 

Vamos a celebrar ceremonia de graduacion en el dia 19 de marzo.(Participantes son 

solo los alumnos y los profesores.) 

Vamos a celebrar Ceremonia del fin de curso en el dia 25 de marzo. (Alumnos de 1ro 

a 5to grado ) 

 

A partir de manana, se realizara la visita a domicilio y le enviaremos un aviso 

explicativo durante la visita. 

 

En caso de gripe o por razones particulares que no puede recibir la visita, envíe un correo 

electrónico (use el sistema de correo electrónico IC tagu) advirtiéndole que no será posible 

hasta las 11 am de mañana, 10 de marzo, en este caso en lugar de la visita Llamemos a 

tu hogar. 

 

【ポルトガル語】 



Sobre a prorrogacao do adiamento das aulas 

Nao teremos aulas do dia 16 de marco(seg) a 24 de marco(ter) 

Dia 19 de marco sera a formatura do sexto ano, somente alunos do sexto ano e 

professores participaracao 

No dia 25 de marco(qua) sera a cerimonia de finalizacao do ano letivo,vamos 

entregar o boletim Ayumi 

 

A partir de amanha sera feita a visita a casa Vamos entregar um aviso explicativo 

durante a visita Caso nao tenha ninguem na residencia ,vamos deixar na caixa 

postal,favor cheque . 

 

em caso de gripe ou por motivos particulares voces nao possam receber a visita 

favor enviar um email(use o sistema de email do IC tagu)  avisando que nao sera 

possivel ate as 11 horas de amanha dia 10 de marco ,neste caso ao invez da visita 

vamos telefonar para sua residencia . 

 

 

 

 

【英語】 

On prolongation of period of temporary closure of the school  

Temporary closing period March 16 (Mon) ~ March 24 (Tue) 

We will hold graduation ceremony on March 19. (Participants are only students and 

teachers.) 

We will hold the completion ceremony on March 25.(Students from 1st to 5th grade) 

From tomorrow the teachers will visit the students house. We will deliver an 

explanatory notice during the visit. If there is no person at the residence, we will 

leave it at the mailbox, please check. 

 

In case of flu or for particular reasons you cannot receive the visit please send an 

email (use the IC card email system) advising that it will not be possible until 11 

am on March 10th , in this case instead of visit we will call to your home. 

 
 


