
 

 

 

                                        

 

 

今日で、３度の登校日が終わりました。３０分、４５分という短い時間でしたが、久しぶりの登校というこ

とで、緊張している姿も見られました。きっと疲れも出ていると思いますので、来週の登校日に向けて、

ゆっくり体を休めていただけたらと思います。 

６月１日（月）から１２日（金）は、まずは毎日３時間ずつで登校することとなりました。これからも子ども

たちの健康に気をつけながら、みんなで頑張ってまいります。引き続き、「密」を避けるため、各学級を２

分割して分散登校といたします。 

 

６月１日（月）の登校日について 

 

いつもの持ち物 教科ごとの持ち物 

・マスク（着用）     ・連絡帳、連絡袋 

・健康観察カード  ・読書の本（漫画は不可） 

・ハンカチ・ティッシュ ・水筒 

・筆記用具 

・下じき 

・各教科の教科書、ノート 

※ノートは、各教科の初回にて配布します。 

・音楽セット（手提げ袋の準備をお願いします） 

（教科書、リコーダー、ファイル） 

・理科セット 

（教科書、ノート、スティックのり（１本＋予備１本）） 

※また必要な持ち物については、改めて連絡帳にてお伝えします。 

 お知らせとお願い  

☆コロナウイルスの影響により、以前お伝えした教材費の額と変更することがございます。 

（理科の授業等で個人持ちの教材を使わないといけなくなったため。） 

☆筆箱の中身は、鉛筆６本、赤鉛筆１本、消しゴム１つ、定規（折りたたみは不可）を入れ、毎日家で鉛

筆を削る習慣づけをお願いします。学習に関係のないものは、持たせないようにしてください。 

☆体育時の服装について  下記２点は、安全上の理由で禁止しています。 

①ボタン・チャックがついているもの、フード、飾りがついているもの 

②レギンスやストッキングなどの膝が隠れるもの（膝の可動範囲が狭まるため禁止） 

※長い髪はヘアゴムなどでくくってください。（ヘアピンはつけない） 

※冬場等トレーナーを着用する際には、体育用のものを持参下さい。また、下着を着用する際は速乾

性の物を着るか、体育用のものを着ることが望ましいです。（汗をかいたものをそのままにしておくと体

に良くないため） 
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