
６月１２日 

6月 15日からの通常授業について 

6月 15日（月）より，通常授業を行い，給食を開始します。（1年生の給食は 23日から） 

1学期については，校時が変わります。（詳しくは今週配布の校時表のプリントをご覧ください。） 

清掃時間が放課後となり，全員ではなく当番制となります。下校時刻は次の通りです。 

 

授業が 5校時までのとき 

清掃当番なし 14:10頃下校 

清掃当番あり 14:25頃下校 

 

授業が 6校時までのとき 

清掃当番なし 15:00頃下校 

清掃当番あり 15:15頃下校 

 

朝の検温も引き続きよろしくお願いいたします。 

 

塚口小 教頭 

 

 

 

 

６月９日 

育友会からのお知らせ 

 

保護者各位 

 

子ども達への見守りのお願い 

 

平素は，育友会活動に，ご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

この度の新型コロナウイルス感染症対策に伴い異例の学級委員選出実施にご理解をいただき誠に 

ありがとうございます。皆様のお陰で，無事に選出を終えることができました。 

そして学級委員・愛護委員をお引き受けいただきました皆様方には，心から感謝申し上げます。 

６月１５日から通常通りの学校が始まります。 

日常生活が戻りつつある中，育友会では，総会の書面決議の準備をしているところです。 

その為，すぐに活動できる状態ではなく，役員の皆様には待機していただいている状況にあり， 

愛護部の旗当番も現在実施されておりません。 

保護者の皆さまにお願いです。子どもたちが安全に登下校できるように，お子さんが登下校する 

時間帯に家の外に出てみてください。 

花の手入れや，植木の水やり，ペットの散歩，毎日ではなくできる時だけで構いませんので， 

事故や犯罪の抑制につながるお手伝いを何卒よろしくお願いいたします。 

 

令和２年６月９日 

塚口小学校育友会会長 西本 豊 

 

 

 

 

 

 

 



５月２６日 

６月１日からの学校再開について 

6月 1日（月）～12日（金）分散登校 

１クラスを２班に分けて午前と午後に登校させ、授業を実施します。 

A班 8:30～11:05（8:00～8:20の間に登校） 

B班 12:30～15:05（12:00～12:20の間に登校） 

Ａ班とＢ班の班分けにつきましては，各学年よりお知らせします。 

boxをご確認ください。（登校日にプリントでもお知らせします。） 

ひまわり学級の児童につきましては，個別に連絡いたします。 

 

6月 15日（月）～ 通常授業・給食開始 

1年生のみ 23日（火）から給食開始です。 

3年生以上は，25日（木）より，授業時間の確保のため，6時間目まで授業を行います。 
 

7月 31日（金）1学期終業式 

 

8月 1日（土）～8月 17日（月）夏季休業日 

 

8月 18日（火）2学期始業式 

 

 

 

５月２２日 

６月１日からの学校再開について 

尼崎市教育委員会の決定に基づき，６月１日より学校を再開いたします。 

６月１日(月)～１２日（金）までの２週間は，午前と午後に分かれた分散登校を実施します。 

６月１５日（月）から通常授業となります。 

給食開始は，２～６年生は１５日（月），１年生は２３日（火）です。 

詳細につきましては，５月２６日（火）にミマモルメにてお知らせします。 

 

塚口小 教頭 

 

 

 

５月２２日 

尼崎市教育委員会からのお知らせ 

保護者 様 

 

新型コロナウイルスの感染防止対策にご理解とご協力いただいていることに感謝いたします。 

6月 1日からの学校の再開について、尼崎市の HPに掲載しましたので、ご確認をお願いします。 

なお、お知らせの文書は改めて学校から配布させていただきます。 

 

市 HP： 

（市長・教育長メッセージ) 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/manabu/school/hoken/1021434.html 

 

（6月 1日からの学校の再開について) 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/manabu/school/hoken/1021431.html 

 

尼崎市教育委員会 

https://ndmail/owa/redir.aspx?C=d9b7917fd6a04187a1c68847d98116af&URL=https%3a%2f%2fwww.city.amagasaki.hyogo.jp%2fmanabu%2fschool%2fhoken%2f1021434.html
https://ndmail/owa/redir.aspx?C=d9b7917fd6a04187a1c68847d98116af&URL=https%3a%2f%2fwww.city.amagasaki.hyogo.jp%2fmanabu%2fschool%2fhoken%2f1021431.html


５月１３日 

14日(木)・15日(金)課題の受け渡し及び分散登校の実施について 

 

次の 2点をお知らせします。 

 

１．課題の受け渡しは，全学年，中央玄関で無人にて行います。 

回収箱に課題を入れ，各学年の課題を受け取り，名簿に○印をご記入いただきますよう 

よろしくお願いいたします。（課題を入れるための袋等は準備しておりません。） 

詳しくは，boxの「５月 13日課題等の受け渡し方法について」をご覧ください。 

 

２．尼崎市教育委員会の方針より，分散登校を実施いたします。 

臨時休業中に登校日を 2回行います。 

１回目は 5月 21日(木)・22日(金)のいずれか 1日，2回目は 5月 28日(木)・29日(金)の 

いずれか 1日，どちらも１時間程度で実施します。 

詳しくは，boxの「【重要】全学年 5月 13日(水)分散登校の実施について」をご覧ください。 

（受け渡しの際にもプリントをお渡しします。） 

 

塚口小 教頭 

 

 

 

 

５月８日 

昨日今日と課題の受け渡しにお越しいただき，また混雑を避けるためにご協力いただき， 

誠にありがとうございます。 

課題受け渡しの際，「box」にアクセスするための QRコードを印刷したプリントを配布いたしました。 

このミマモルメの URLからもアクセスできるよう配信しました。 

 

フォルダアクセスの URL（各学年毎） 

 

次回の受け渡しは，来週の 14日（木）と 15日（金）です。 

混雑を避けるため，今週と同様の時間設定を目安に来ていただけると幸いです。 

指定された課題を名前の書いた封筒に入れて提出し，次の課題をご自分でお取りいただきますよう， 

よろしくお願いいたします。 

そのときに，健康観察記録表の 2枚目をお渡しします。枠が足りなくて記入しきれない部分については， 

メモで控えていただき，2枚目を受け取ってからご記入願います。 

塚口小 教頭 

 

 

 

 

 

 

 



４月３０日 

 

塚口小学校育友会からのお知らせ 

保護者様                                

 

新型コロナウイルス対応に伴う今後の育友会活動について 

この度の新型コロナウイルス感染拡大で不安な日々をお過ごしのことと思います。 

保護者の皆さまにおかれましては、日頃より育友会活動にご理解ご協力を賜り、誠にありがとう 

ございます。 

 さて、新型コロナウイルス感染拡大に伴い国から「緊急事態宣言」が出され、臨時休校措置と 

なりました。その間、育友会活動も休止させていただいております。 

学校側と協議し、学校が通常通り再開後、育友会活動も再開できるように、今現在の現状を踏まえ 

下記の内容にて、今後進めさせていただきます。 

何卒、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１. 育友会役員（学級委員・愛護委員）選出について 

◆ 校長、教頭、選挙管理委員立ち合いのもと、育友会会長による抽選での選出。 

（各クラス学級委員３名 次点１名） 

     ※６年生のみ学級委員３名・次点１名選出後に愛護委員選出を行います。 

     ※選出された方のみ、お子さんを通してお手紙を５月末までにお渡しします。 

（お子さんを通してお渡しできない場合、郵送にて配布させていただきます。） 

 

◆ 委員総会（各部部長、副部長、班代表選出）につきましては、選出された皆様の承諾書 

回収後に上記と同じ内容にて選出いたします。 

     ※各部部長、副部長、班代表に選出された方のみ、お電話にてご連絡させていただきます。 

２. 育友会総会について 

◆ 例年５月中旬ごろに開催しておりましたが、昨今の状況を踏まえ、集会形式での開催は中止し、 

書面による審議とさせていただきます。 

   

３. 第３７回 塚口子ども夏まつりについて 

◆ 今年も塚口子ども夏まつり実施に向けて準備をしておりましたが、新型コロナウイルス感染 

拡大の状況を鑑み、感染拡大防止及び地域の皆様や来場されるお客様の健康と安全確保を 

第一として、第３７回の開催は中止となりました。 

楽しみにされていた皆様方には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解のほど、よろしく 

お願い申し上げます。 

 

※例年にない措置となりますが、子ども達をはじめ、皆様方の健康と安全を第一に考慮し、 

今回の対応とさせていただきますことを、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 

以 上 

 

令和２年５月１日 

塚口小学校育友会会長 西本 豊 

 

 

 

 



４月３０日 

家庭訪問完了のお知らせ 

本日，家庭訪問にてお家の確認を行いました。 

一番上がピンク色のお知らせのプリントで，育友会からのお知らせのプリント等をホッチキス止め 

してあります。 

もしも，届いていらっしゃらないご家庭がございましたら，お手数ですが，明日以降，学校まで 

ご連絡ください。 

塚口小 教頭 

 

 

 

 

４月２８日 

尼崎市教育委員会からのお知らせ 

保護者 様 

 

新型コロナウイルスの感染防止対策にご理解とご協力いただいていることに感謝いたします。 

市立学校園の臨時休業期間の延長について、本日中に尼崎市と尼崎市立教育総合センターの HPに 

掲載しますので、ご確認をお願いします。 

市 HP：https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/manabu/school/hoken/index.html 

センターHP：http://www.ama-net.ed.jp/ 

 

尼崎市教育委員会 

 

 

 

 

４月２７日 

尼崎市教育委員会からのお知らせ 

保護者の皆様へ 

 

いつも本市の教育活動にご支援をいただき、ありがとうございます。 

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、学校の休業が続いておりますが、教育委員会では 

学校休業中においてインターネットを活用した教材や学習に関する情報の提供、授業動画の配信などが 

できないか検討しています。 

その検討のための基礎的な情報として、ご家庭におけるインターネット環境についてお聞きできればと 

考えております。 

 



誠にご多忙のところ恐縮ですが、アンケート自体は 3分ほどで終了しますので、ご協力のほど 

お願いいたします。 

今後の取組にとって大切な情報になりますので、可能な限りの協力をお願いいたします。 

 

▼アンケート回答フォーム 

https://forms.gle/GwR7L9uwRRoHQbvQ8 

 

※このアンケートは 4月 29日(水)23:59までにご回答ください。 

尼崎市教育委員会 教育総合センター（TEL 06-6494-3155） 

 

 

 

 

４月２３日 

尼崎市教育委員会からのお知らせ 

保護者 様 

 

厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金（委託を受けて 

個人で仕事をする方向け）の延長」の連絡がありました。 

この支援金については、小学校等の臨時休業等に伴い、就業することを予定されていた仕事が 

できなくなった場合に、一定の要件を満たす「委託を受けて個人で仕事をする方」（子どもの保護者） 

に、就業できなかった日について 1日当たり定額（4,100円）を支給するものです。 

詳しくは、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。 

 

〇新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金（委託を受けて個人で仕事をする方向け） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html 

 

＜本件問い合わせ先＞ 

学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター  ※土日、祝日を含む 

０１２０－６０－３９９９（受付時間９：００～２１：００） 

 

また、働く方・経営者への支援については、以下のホームページもご参照ください。 

〇（厚生労働省兵庫労働局）働く方・経営者への支援（新型コロナ感染症への対応について） 

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/shingatakronazyoseikin_00682.html 

 

尼崎市教育委員会 

 

 

https://ndmail/owa/redir.aspx?C=dcdf034a1b5d4392a0cb930806eb81c2&URL=https%3a%2f%2fwww.mhlw.go.jp%2fstf%2fnewpage_10231.html
https://ndmail/owa/redir.aspx?C=dcdf034a1b5d4392a0cb930806eb81c2&URL=https%3a%2f%2fjsite.mhlw.go.jp%2fhyogo-roudoukyoku%2fshingatakronazyoseikin_00682.html


４月２２日 

緊急事態宣言下の過ごし方について 

緊急事態宣言が発令され２週間，外出の自粛に伴い，子どもたちのストレスも多いことかと思います。

ご家庭でも様々な工夫をされていることと存じます。 

一方，外出を自粛し切れず，子どもたちだけで密になって遊んでいる姿も見受けられます。 

また，マンション等で集まって遊ぶことについて，近隣の方から学校へ多数の苦情が寄せられて 

おります。 

尼崎市より公園の利用制限についてお知らせも出ております。子どもたちにお伝えください。 

よろしくお願いいたします。  

塚口小 教頭 

「公園等の利用制限について 

 

緊急事態宣言が発令されたことに伴い、市内の公園及びこども広場について、次のとおり、利用を制限

しています。 

 

１ 新型コロナウイルス感染を防ぐため、市内の公園及びこども広場での飲食を伴う花見や団体での 

利用、接触の多い運動、近い距離での会話はやめてください。 

  ただし、この措置は、公園及びこども広場での健康維持のための散歩やジョギング、軽い運動を 

制限するものではありません。 

 

２ 上記措置は、令和２年４月８日から５月６日までの間実施します。 

  この実施期間を変更する場合は、改めてお知らせします。 

 

３ マスクの着用や手洗いを徹底しましょう。」 

 

 

 

 

４月１０日 

４月１３日（月）以降の予定について 

●１３日（月），１４日（火）の登校日について 

登校時刻（学校だよりの右側の表に記載）に変更はありませんが，学校滞在時間が１時間未満と 

なります。下校時刻が少し早くなりますことをご了承ください。朝の開門時刻は８：１５です。 

家で検温を行い，健康観察記録表に記入の上，担任に提出願います。 

１年生の登校日はありませんので，ご注意ください。（入学式で連絡済） 

※児童ホームは両日とも８：３０より開所しております。 

 

 



●受け入れについて 

４月１３日（月）からの受け入れの対象は，尼崎市教育委員会の方針より，児童ホーム在籍の児童 

のみとなります。それ以外の児童の受け入れはありません。詳しくは，尼崎市のホームページを 

ご確認ください。 

塚口小 教頭 

 

 

 

 

４月８日 

登校日の変更及び受け入れについて 

●登校日の変更について 

尼崎市教育委員会の方針変更により，登校日は１回のみとなりました。 

２，３，４年生は１３日（月），５，６年生は１４日（火）のみとなります（登校時間は学校だよりで

お伝えの通り，時差分散登校といたします。）。 

１年生の登校日は実施しません。提出書類を忘れず持たせてください。 

 

●受け入れについて 

明日９日（木），１０日（金）の児童の受け入れは実施いたしません。（教育委員会より春季休業中と

同様の扱いとし，受け入れを行わないとの連絡がありました。） 

１３日（月）以降については未定です。決まり次第連絡いたします。 

塚口小 教頭 

 

 

 

 

４月６日 

明日４月７日（火）について 

明日は，８：３０～１０：００で，新しい学級の確認及び教科書等の配布を行います。 

朝は予定通り８：３０に運動場集合となります。１０：００頃下校の予定です。 

朝に検温し，熱がないことを確認し，マスクを着用して登校させてください。 

下校時刻が早くなったことで不都合が生じる場合は，１２：００まで学校で待機させますので， 

連絡帳等でご連絡ください。 

今後の予定につきましては，明日配布の学校だよりでお知らせします。 

塚口小 教頭 


