
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校再開に伴う対応について 

市教育委員会保護者あて通知（5 月 25日発出）に基づき、下記のように本校の体制を決定しました。 

第 3 回登校日（5月 28日（木）29日（金））において、担任から学級指導で連絡しますが、ご家庭

でも分散登校チームや持ち物をご確認いただき、健康観察開始時刻には教室で着席できるようにお子

様の送り出しをお願い申し上げます。 

 

１ 6月 1 日（月）～6月 12 日（金）“学校での「新しい生活様式」に慣れるための期間” 

 （１）1学級 2分割（「ア・イ」チーム及び「ウ・エ」チーム）分散・短縮授業 

    2年生以上は午前・午後 3時間授業 （1 年生は下記のとおり） 

 （２）2週間で、通常の 1 週間分の学習活動を行うことを目安とします。 

 （３）給食は実施しません。（6月 11 日（木）12 日（金）簡易給食を検討中とのことです。） 

 （４）各学年の時間割及び、登校チームは学年だよりをご確認ください。 

（５）6 月 15 日（月）以降については、市教育委員会からの通知待ちです。 

 

２ 分散登校（時差登校）時程 （1 学年 45 分×3 コマ・休み時間 5分） 

校時 時程 学年 時程 学年 

健康観察 8:30～8:45 (1)・2・3年 

 

8:45～9:00 4・5・6年 

1 8:45～9:30 9:00～9:45 

   

2 9:35～10:20 9:50～10:35 

   

3 10:25～11:10 10:40～11:25 

入替     

健康観察 12:30～12:45 (1)・2・3年 12:45～13:00 4・5・6年 

1 12:45～13:30 13:00～13:45 

   

2 13:35～14:20 13:50～14:35 

   

3 14:25～15:10 14:40～15:25 

 

【1 年生のみ】（段階的に実施します） 

 ＊6月 1 日（月）～6月 4 日（木）のみ午前 2交代制・2時間授業です。 

校時 時程 校時 時程 

健康観察 8:30～8:45 健康観察 10:30～10:45 

1 8:45～9:30 1 10:45～11:30 
    

2 9:35～10:20 2 11:35～12:20 

＊6 月 5日（金）～12日（金）は上記 2 年生以上と同様、午前・午後 3時間授業となります。 

＊6 月 1日（月）2日（火）まで集団下校、3日（水）4日（木）は教員等が片山坂を見送ります。 

 

 吹田市立片山小学校 

吹田市朝日が丘町１６番１号 

電話 06(6387)8531 

令和２年度(2020年) 6月号    http://www2.suita.ed.jp/school/es/19-katayama 

「か」考える子 「た」たくましい子 「や」やさしい子 「ま」まなざしのひかる子 

目までにはほぼ定着できております。保護者の皆

様には学校の意をくみ、ていねいな対応に努めて

いただいたおかげと感謝申し上げます。 

そういった中、５月２２日に、ある保護者の方

から手紙を頂戴しました。抜粋ですがご紹介しま

す。 

「家庭で課題を時間内に集中して終わらせる

ことはとても難しいです。我が子は甘えたり、言

い訳をしながらも何とか課題をこなしますが、先

生方は毎日、３０～４０人の様々な性格の子ども

たちをまとめ、集中させて教えておられると思う

とただただ尊敬するばかりです。休校中も、課題

の計画、資料の作成等、学校再開のためのたくさ

んの見えないところでのお仕事、本当にありがと

うございます。（給食のありがたさについても触

れてくださっていました。）中略。子どもたちがま

た元気に笑い、たくさんおしゃべりし、抱き合え

る時が待ち遠しいです。今できることをしてくだ

さっている教職員の皆様に改めて感謝申し上げ

ます。」 

このように、お手紙に認め、投函までしていた

だき、激励いただきましたことは何よりも大きな

起爆剤となっています。本校教職員一同、しっか

りと胸に刻ませていただき、さらにパワーアップ

してまいります。 

 先日の臨時校長指導連絡会にて各校長へ発せ

られた教育長メッセージです。「児童にとって“い

じめがない、学びがある学校”、保護者にとって

“安心して通わせることができる学校”、地域に

とって“応援したくなる学校”、教職員にとって

“働きがいのある学校”を」とのことでした。ま

さに、本校においてもそういった学校づくりに向

け、教職員が一丸となり、学校再開後も日々懸命

に立ち向かってまいります。引き続きご支援賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

５月２１日、ようやく大阪府においては緊

急事態宣言が解除され、大阪府教育委員会から

の通知を受け、学校再開に向けた本市の方針が

示されました。６月からは通常授業を行うにあ

たっての準備期間ではありますが、子どもたち

が毎日登校できるようになりました。学校に子

どもたちが帰ってきました。本校教職員もやっ

と本務につき、本領を発揮することができます。 

本当に長い臨時休業期間でした。 

５月７，８日には５月末までの家庭学習の課

題をいち早く子どもたちに届けようと、本校教

員で家庭訪問を行いました。多くのご家庭で門

扉を開けていただき、お子様、保護者の皆様と

言葉を交わす機会をいただけました。笑顔に触

れるひと時を共有し、安堵するとともに、逆に

労いの言葉まで添えていただけたことで教員の

モチベーションアップにもつながりました。本

当にありがとうございました。こうしてご家庭

のご理解のもと、少しでもつながりを持てまし

たこと、心より感謝申し上げます。 

本市教育センターにおける新システム

（Microsoft Teams）の周知から１週間も

経たないうちに、５月１４日には手作りの学習

材や学年紹介など、子どもたちの心に届くよう

にと、各学年がパワーポイント資料を作成し、

更新を繰り返し、本日までに 39本アップして

います。ご覧いただけましたでしょうか。（裏面

参照、ご利用については本校学校 HP をご確認ください。） 

先行きが見えない中、教職員も手探りで、「今、

できることを」、と子どもファーストの視点で工

夫を重ねてきました。５月２１日からの分散登

校では、在校時間が３０分→４５分、学級４分

割チームと、大変変則的な枠組みでの実施とな

りましたが、登校時間をまちがえる児童もおら

ず、また検温、マスク着用等、これまでにない

対応もお願いしておりましたが、分散登校２回 

1年生のみ 

6/5（金）～12（金） 

1年生のみ 

6/5（金）～12（金） 



学校での「新しい生活様式」に慣れるために（留意事項） 

大阪府も国も緊急事態宣言が解除になりましたが、コロナウイルスが０になったわけではあり 

ません。吹田市では、6月からこの 2週間を“学校での「新しい生活様式」に慣れるための期間” 

と位置付けました。 

本校では 1年生は毎日 2時間ずつから、2年生以上は 3時間ずつ登校することとしています。 

各学級で授業を行っていきますが、一番の目標は、「毎日、検温してくること」「マスクをつけて 

くること」学校では、「手洗い、友達との距離を両手幅以上にとること」を子どもたちが気を付 

けて行動することです。このことは、これから学校で児童一人ひとりが安心して過ごすための大 

事なルール、決まりでもあります。この 2週間で、ねらいを説明し、みんなで練習していきます。 

ご家庭でもその趣旨を鑑み、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 以下、留意事項です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 5月 25日現在、市内小中学校のうち、２７校の活用があり、４４２本の掲載があるとのこと 

ですが、そのうちこの３９本が本校教員によるものです。奮闘の成果です。 

（１年生は一人で課題を進めることが難しいため、多くの補助動画を作成しました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学年 Teams に掲載した動画 

１年 

せいかつ がっこうたんけん①・せいかつ がっこうたんけん②・せいかつ がっこうたんけ

ん③・せいかつ がっこうたんけん④・せいかつ がっこうたんけん⑤ 

算数①なかまづくり・算数②どちらがおおい・算数③１のかず・算数④２のかず・算数⑤３の

かず・算数⑥４のかず・算数⑦５のかず・算数⑧れんしゅう・算数⑨６のかず・算数⑩７のか

ず 

国語①座り方・持ち方・国語②いいてんき・国語③「く」・国語④「へ」・国語⑤「し」・国

語⑥「つ」・国語⑦「こ」・国語⑧「い」・国語⑨「り」・国語⑩「け」・国語⑪「う」・国

語⑫「か」・国語⑱なんていおうかな 

図工 ちょきちょき かざり・１ねんせい せんせいしょうかい 

２年 ２年生のみんなへ 

3 年 ３年生のみなさんへ 

４年 ４年生へのメッセージ 

５年 ５年生諸君へ２ 

６年 6 年の先生からのメッセージ・6 年 ①学年目標・6 年 ②体育 

保健室 新型コロナウイルス感染症について 

校長 校長メッセージ 0514 

【体育館大規模改修と南校舎外壁改修のお知らせ】 
体育館大規模改修と南校舎外壁改修が６月より１１月末の期間に実施されます。 

工事期間中は正門から下足ホールまでのスロープの大半が工事資材置き場や工事車両の出入り口

のためフェンスで覆われ、また、南校舎全体には足場が組まれています。ご注意の上、下足ホール

に向かって右半分のスロープを通行にお使いください。何かとご不便をおかけいたしますが、よろ

しくお願いいたします。 

【古布回収 ご協力のお願い】 
 校内の清掃に使用するため、４月より古布（使い古したタオルや T シャツなど）を集めています。 

ご協力・ご用意いただける場合は、約３０ｃｍ×２０ｃｍの大きさに切っていただき、 

お子さまに持たせてください。北校舎１階の落とし物置き場の横に、回収箱を設置し 

ております。皆様のご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

＊5月分散登校にて各学級で割り振った出席番号順の「ア・イ」チーム及び「ウ・エ」チームの 

2分割チームとなります。開始時刻が毎日変わりますので、必ずご確認ください。 

＊本日配付の学年だよりにて、詳細を示しています。 

①時間割 ②6/1初日の持ち物 ③次回までの宿題や提出物 等を確認し、準備してください。 

＊6月 1日～12日までの健康観察カードを本日配付しました。 

登校前に検温し、健康観察カードへ記入の上、毎日必ず持たせてください。 

＊登校したら手洗いをします。必ずハンカチを持参ください。 

＊マスク忘れの対応として、予備のマスクをランドセルに入れておくようにお願いします。 

＊欠席連絡は始業前に学校へ電話連絡をお願いします。（片山小学校０６－６３８７－８５３１） 

 

新型コロナウイルス感染症について 保健室より 

            （第 2 回登校日使用教材抜粋） 

校内掲示ポスター 保健室より 

「うつらない・うつさない」ためには？

もしウイルスがとんでも
とどかないね！

２メートル

「うつらない・うつさない」ためには？

Microsoft Teams に現在掲載中の 本校作成学習材および学年紹介等リスト 


