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学校再開における分散登校および注意について 

 

 ３か月に及ぶ臨時休校が続きましたが、区の発表にもありましたように６月１日（月）より分散登校と

いう形で学校再開を行います。学校が再開されても新型コロナ感染症予防の措置を取りながらの学校生

活となります。各ご家庭におかれましても引き続き健康面のご配慮をお願いいたします。 

 区の方針に従い、以下の表のような段階を踏んで再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

学校再開後の登校形態等について 

 登校形態 授業形態 給食 

６月１日（月） 

～６月１２日（金） 

２グループの分散登校 

分割方法は別表参照 

各グループ午前中２時間授業 

（１年生は別途連絡） 
なし 

６月１５日（月） 

～６月１９日（金） 
通常登校 午前授業（４時間） あり 

６月２２日（月）～ 通常登校 通常授業 あり 

 

分散登校の割り振り（東校舎） 

 東校舎 A グループ 東校舎 B グループ 

 6 月 1 日～5 日は 8:15～8:25 登校 

6 月 8 日～12 日は 10:35～10:45 登校 

6 月 1 日～5 日は 10:35～10:45 登校 

6 月 8 日～12 日は 8:15～8:25 登校 

１年１組 
男子苗字の頭文字が「あ」～「さ」 

女子苗字の頭文字が「い」～「つ」 

男子苗字の頭文字が「す」～「や」 

女子苗字の頭文字が「と」～「ま」 

１年２組 
男子苗字の頭文字が「お」～「ち」 

女子苗字の頭文字が「い」～「こ」 

男子苗字の頭文字が「の」～「わ」 

女子苗字の頭文字が「し」～「む」 

２学年 
男子 出席番号１～８ 

女子 出席番号３１～３７ 

男子 出席番号９～最後 

女子 出席番号３８～最後 

３学年 
男子 出席番号１～７ 

女子 出席番号３１～３７ 

男子 出席番号８～最後 

女子 出席番号３８～最後 

４学年 
男子 出席番号１～９ 

女子 出席番号３１～３８ 

男子 出席番号１０～最後 

女子 出席番号３９～最後 

 



 

分散登校の割り振り（西校舎） 

 西校舎 A グループ 西校舎 B グループ 

 6 月 1 日～5 日は 8:15～8:25 登校 

6 月 8 日～12 日は 10:45～10:55 登校 

6 月 1 日～5 日は 10:45～10:55 登校 

6 月 8 日～12 日は 8:15～8:25 登校 

５学年 
男子 出席番号１～７ 

女子 出席番号３１～３８ 

男子 出席番号８～最後 

女子 出席番号３９～最後 

６学年 
男子 出席番号１～１０ 

女子 出席番号３１～３８ 

男子 出席番号１１～最後 

女子 出席番号３９～最後 

７学年 
男子 出席番号１～９ 

女子 出席番号３１～３６ 

男子 出席番号１０～最後 

女子 出席番号３７～最後 

８学年 
男子 出席番号１～９ 

女子 出席番号３１～４１ 

男子 出席番号１０～最後 

女子 出席番号４２～最後 

９学年 
男子 出席番号１～１０ 

女子 出席番号３１～３９ 

男子 出席番号１１～最後 

女子 出席番号４０～最後 

 

 

6 月 1 日（月）の登校時の持ち物一覧（6 月 2 日以降の持ち物は 6 月 1 日に児童生徒に伝えます） 

学年 持ち物 

1 学年 
健康カード マスク ハンカチ 水筒 筆記用具 連絡帳 休業中の課題  

提出書類 連絡袋 

2 学年 
健康カード マスク ハンカチ 水筒 筆記用具 連絡帳 国語教科書 

休業中の課題 

3 学年 
健康カード マスク ハンカチ 水筒 筆記用具 連絡帳 育てた苗  

漢字ドリル 漢字ノート 休業中の課題 

4 学年 
健康カード マスク ハンカチ 水筒 筆記用具 連絡帳 国語教科書  

休業中の課題 

5～６学年 
健康カード マスク ハンカチ 水筒 筆記用具 連絡帳 国語教科書 

休業中の課題 

7～９学年 
健康カード マスク ハンカチ 水筒 タイムくん 筆記用具 休業中の課題  

朝読書用の本 

※7 学年～9 学年は 6 月 1 日に生徒カード用の写真撮影を予定しております。身だしなみを整えて登校す

るようにお願いいたします。 

 

 

 

 

 



 

【重要】学校再開後のご家庭へのお願い 

・毎朝必ず検温し、健康観察カードに記入の上、カードをもって登校させてください。登校時に学校でチ

ェックを行います。 

・朝発熱や風邪の症状がみられる場合には無理をさせず登校を控え、必要に応じて医療機関に診ていた

だくようお願いします。その場合は出席停止扱いとします。 

・新型コロナ感染症予防のために保護者の方の判断で欠席される場合も出席停止扱いとします。 

・欠席連絡はすべての学年において電話での連絡といたします。8：15 までにご連絡ください。（分散登

校で後半の場合にも８：１５までにご連絡をお願いします。） 

・学校で児童生徒が発熱した場合、または体調不良になった場合、すべての学年において保護者の引き取

りとなります。お子さんが在校中でも連絡がつく体制を整えていただきますようお願いします。 

・登校時にマスクの着用、清潔なハンカチの持参をお願いします。 

・学校に設置してある冷水器の使用をしばらく見合わせます。熱中症対策も含め水筒の持参をお願いし

ます。 

・長期の外出規制により、児童生徒は体力的衰えや精神的な不安定さが心配されます。学校再開後環境の

変化で疲れも出ると思います。十分な休息と栄養補給をお願いいたします。また、少しでも気になる

ことがあれば担任にご相談ください。 

 

学校で行う感染防止等の対応について 

・登校時の健康チェックとアルコール消毒の徹底 

・教室の中での座席の間隔（１ｍ以上）の確保 

・３密を防ぐ形での授業の工夫や学校行事の見直し 

・こまめな換気（可能な限り窓とドアの二方向開放）、こまめな手洗いの励行 

・発熱がみられる場合のための個別の部屋の確保 

・心のケアに向けた体制の構築（スクールカウンセラー、心のふれあい相談員の勤務日数増） 

・新型コロナウイルス感染予防の発達段階に応じた指導、感染による偏見や差別を生じさせない指導 

・給食時の飛沫拡散防止の指導（配膳方法、机の配置、食事中のマナー等） 

・教室のドア、窓等の取っ手、照明等のスイッチ、水道の蛇口、階段の手すり、トイレのドアの取っ手、

便器のレバーやボタンは毎日 1 回消毒を行います。 


