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令和

2年 5月 7日

保護者 の皆様
横浜市教育委員会
横浜市 立釜利谷東小学校
校長 皆川 誠

5月 11日 以 降の 一 斉 臨 時休業 の延長 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 とご協力をいただき、心より感謝申し上げ
ます。
さて、緊急事態宣言が延長されました。 これを踏まえて、 5月 11日 (月 )以 降についても、
一斉臨時休業を延長することとしました。
なお、一斉臨時休業の延長期間についても 「緊急受入れ」「校庭開放」については実施 しま
す。また、児童の学習や生活の様子を把握するために学校から電話連絡等を行いますもまた、ご
心配なことがある場合は、必要に応 じて 「教育相談」も行いますb計 用いただ くようお願い し
ます。
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5月 11日

臨時休業期 間

(月

)〜 5月 31日

(日

)

○ 臨時休業期間における情勢 の変動等によ り、休 業期 間を延長す る場合 が あ ります。
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緊急受入れ実施 日

5月 11日 (月 )〜 5月 29日 (金 )(土 日を除 く
8:10〜 14:30(受 付は 8:10〜 8:30)
)

※区分 2の キ ッズ利用者児童は、 13:30か らキ ッズ を利用す る ことがで きます。
○ 緊急受入れ はあ くまで も 「緊急 の措置」で九
〇 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、その他家庭 での対
応 が 困難 な場合 について、「緊急受入れ」を実施 します。また、障害等によリー人で家庭
で過 ごす ことが 困難 な場合 は、学年 に関わ らず ご相談 くだ さい。
○ 児童 の安全面を考慮 し、保護者 と一緒に登 下校 して くだ さい。
○ 学習に必要なもの、
健康観察票 を持たせ て くだ さい。
○ 必要 に応 じて、昼食 を持たせて くだ さい。
○ 児 童 は もちろん、保護者や 同居す るご家族 の方に体調不良の方がい る場合 、大事 を取 つて
緊急受入れ の利用 をご遠 慮 くだ さい。
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校庭開放実施 日
5月
1〜 3年 生は 9:30〜

11日

(月

10:30

)〜 5月 29日

4〜

(金 )(上 日を除 く)

6年 生は lo:40〜

11:40

0全

学年 が対象ですも緊急受入れで登校 している児童 も対象 にな ります。
○ 汗を拭 くためのハ ンカチや タオル と飲み物、健康観察票 を持たせて くだ さい。
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児童の心身の状態のキ
巴握 について
○ 児童 の学習や生活 の様子 を把握す るために、電話連絡等 を行 い ます。

11日

(月

します「

)〜 15日

(金 )と

25日

(月

)〜 29日

(金 )の それぞれ どこか 1日

に電話

緊急受入れや校庭開放 の時にお子 さん と会 えた場合 には電話 しません。
○児童の学習面や生活面、そ の他 ご′
心配な ことが ある場合 は、 「教育相談」を行 い ます。 ご希
望 され る場合 は、 ご連絡 (電話 783‑9398)く
だ さい。面談、家庭訪問等、 ご希望に
応 じて行 い ます。

5 ‑斉 臨時休業期間中の学びの保障 について
教育委員会では、教科書 の内容 を基 に した学習動画 のイ ンターネ ッ ト配信 を行 つて きま した
が、休業期間中も継続 します。 tvk(テ レビ神奈川)に よる学習動画 の放送 については継続す
る方 向で調整 中です ので、追 らてぉ知 らせ します。 tvkに よる放送 を継続す る場合、番組表
はこれまで と同様 にイ ンターネ ッ ト上に掲載 します。
URL】
【
kvo■ wЪ りよゴplankoho/kvolukltkOhヴ200410dotthホ m‐ htlnl
https■ 里堅■
ldwヌ )koharna lgip/kurash/kosOda∞ ‐

Oド リル な どの課題、文部科学省 か らのマス ク、その他配布物 を 11日

(月

)〜 13日

(水 )に

ご 自宅 のポス トに投函 させていただきます。 マス クを使 う場合は、記%し て くだ さい。
(緊 急受 け入れや校庭開放 に来たお子 さんには、そ の時に渡す場合 もあ ります。
)
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臨時休業期間中の過 ごし方について

臨時休業期間中、健康面、生活面について、次のことに留意 して過ごすよう、ご烈にでもゴ兄慮をお願
い しま丸

(1)師
○ 毎朝、検温、健康チ ェ ックを行 い記録す ること
○ 新型 コロナ ウイルス感染症 と診断 された場合 (関 係機 関か ら濃厚接触者 として経過観察を
指示 された場合 も含む)、 発熱等 の風邪 の症状で受診 した場合は保護者 か ら学校 に報告す
ること

(2)翌緬
○ 不要特許り出 は控え、密脚
、密集易兎 密接場面ヤ
雌 けること
の
の
○ 心身 健康 ために適度に体を動かすことも大切であること
○ 州コ等替 IJ用 する臨 よ その場所のルァルやマナーを考えること
O TV、 ゲニム、パ ソコン等替 1用 する場 舒 こヤ
邸摘 を決めることや、困つたことがあ翻 滋 ぐに身
こと
近なた周 琳勝 る
○ 緊急時に1職
と連絡ができるようにしておくこと
ー
ンセ
○ 先生やカウ
ラ は休業中も学校にいるので 不安や 潮 助｀
あるhよ 学校に連絡すること

7 6月

コ日

(月

)以 降について

6月 1日 (月 )以 降の ことについては後 日お知 らせ します。学校や横浜市教育委員会Webペ
ー ジ、学校 か らのメール配信等で最新 の情報 を ご覧 くだ さい。

