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学校の今をお知らせします

名古屋市立西山小学校

し 電話ω52)-701・5181
https:tlwww.nagoya.c.ed担Ischoollnishiyama.el 

5月18日(用〉・ 19日(火)の出校日には、 10人程度ですが、教室で担任と学級活動を仔うことがで
き、子どもだちは学校再開に向けて気持ちの上でち準備を雪:ることができたことと思います。保護者の皆様
ちお忙しい中ご来校し1ただき、ありがとうございました。来週、 5用28日(木)・ 29日(金〉は、学校再
開に向けだ準備登校として、 3時間授業を行いますのでご協力の程、よろしくお願いし1だします。登校日の
詳細は、学校だより「西山かわら版J5用号①!こ掲載してありますので、そちらでご確認ください。
ここでは、 6用1日{用)以降の登校につれて、詳細を掲載させていただきますので、ご確認いだだき、

ご準備をお願いし1たします。

J261宅
【登下校について】

登下校
登下校の方法

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

J 登校 ~ 分団登校ー " r 

; 下校
保護者の迎え (3日まで)

方蹴爆国下技 方自国集団下韓 、学年下技 学年下校 学年下校方面ß~集団下校 (4日以降)
恥

《連絡事項》
0 登校時間は7:50rv8:15です。登校班の集合・出発時刻が、この時間帯に学校に到着するように設定してありま
すので、登校班の集合時刻に遅れないように声掛けをお願いします。
o 6用1日(用)の下校時刻は11:40、6用2日〈火)・ 3日(水)の下校時刻は11:25です。 4日(木)以降の
下校時刻は、各学年の週間課程(次ページに掲載)に準じます。変更がある揚合は学年だよりでお知らせします。
o 6居f日(用)からの分間登校に備えて、 5用28日(木)・29日(金)の登校日の際に、分国会を行います。
春休み中の転出入の人数によって、昨年度末に決めた班編成に変更がある揚合があります。その定め、 1年生lこっ
きましては、 5用28日(木)・29日(金)に、各家庭で保管していただいている「分団名・登栂E・班長名・集
合時刻・集合揖所」が記入され定力ード(白い画用紙)を忘れすに持疋せるようにしてください。

[6月の行事予定】

1日〈用〉 2日〈火〉 3日〈水〉 4日〈木〉 5日〈金〉
3時間援業 3時間授業 3時間授業 引き落とし日 全学年5時間授業
11:40下校. 11:25下校 11:25下校 .， 全学年給食開始 14:25下校

8日〈月〉 9日(y.!) 1 0日〈水〉 1 1日〈木). 12日〈金〉
あし1さつ週間 避難訓練 (2限) 身閥E・勧鯖，勅踏3年 防災と安全の日 避難訓練予備日.
易体測定・視力検査6年 身体測定・視力検査6年 耕盟lE'制踏・耽髄3年 掛瀧・勧随・駒踏5年

委員会活動①
1 5日〈用〉 16日〈火〉 17日(水〉 1 8日〈木〉 1 9日〈金〉

学級委員・代議員・ 耕瀧・勧鯖・勧踏2年 耕到定・勧踏・勅鑓2年 耕罰lE'勧踏・駒騒2年 皐備制定・視力検査4年
児童会投員・委員長認証 委員会活動②
部醍・勧随，駒随時

22日〈用〉 23日〈火〉 24日(水〉 25日〈木〉 26日〈金〉
易体測定・視力検査4年 耳算科健診2年 1年交通訓練

(2・3限)
29日(用〉 30日〈火〉 7月1日〈水〉 7用2日〈木〉‘ 7月3日〈金〉

身体測定・視力検査1年 皇体測定・視力検査1年 身体制定・視力検査1年
委員会活動@

来 6月22日(月)に予定していた授業参観は、感染症拡大防止のため、中止とさせていただきます。
※ クラフ活動についても、同犠の理由で当面の聞は活動を行わず、後期 (10月以降)に活動を開始できるかどうかを検討
していきます。



【5年生の中津川里常事学習について】 ‘ 

令和2年度の中津川野外学習は、子どちだちの命と健康を最優先に者え疋結果、誠に残怠です

，が、名古屋市陶の公立小学校全校中止という決定がなされました。理由は以下の遇りです。

10 一部屋で大人数力就寝するなど、長時間の密集、密接が避けられないため。 十-
i ~O 集団感染防止の苅応とレて、 1学期に実施予定だった野外学習を中止せざるを得す、これにより、!

i 中津川野外教青センター利用期間内に名古屋市内の公立小学校全校の実施が不司能となっ疋定めロ ! 
中津川野外学習は、小学校生活の中でも貴重な学校行事であり、 5年生の子どもたちはl白から

'楽レみにしていたことと思います。定だ、最優先すべきは、子どちだちの命と健康です。ご理解

の程Jお願い申レ上げます。なお、子どもだちには、 5用28日(木〉・29日〈金〉の出校日に、

担任から説明しますロ

令租Z辱鷹1@週間課程EJつい乞
4.5用が臨時休業日となったことで、授業時間数が大幅に減少しまレ疋。この授業時間数を

確保するだめ、名古屋市教育委員会より示された方針に基づき、今年度の週間課程は、 4月にお

示しさせていただいた週間課程よりも、各学年週当疋り T時間すつ増やして授業を行つ七いくこ

とになりまレだのでお知らせいだします。
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【書学年・審躍自の捜業時間】 線留揚結盟加したとこるです。

授
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

1年生 5時間 6時間 5時間 5時間

業 2年生 5時間 6時間 6時間 5時間，

日寺
3年生 5時間 6時間 6時間 ※ 1 6時間.

4年生 6時間 6時間 6時間 ※ 2 6時間

間 '5年生 6時間 6時間 6時間 6時間

6年生 6時間 6時間 6時間 '6時間

※1 

※2 

委員会・クラブがある日は、 3年生は5時間で下校レます。

委員会がある日は、 4年生は5時間で下校します。

! 授業時間に変更がある場合は、学年だより等でお知らせします。

， 

金曜日

5時間

5時間時

6時間

6時間

6時間

6時間
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学校の今をお知らせします

名古屋市立西山小学校
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https :/Iwww.nagoya.c.ed.jp/school/nishiyama .el 

いよいよ学校が再開しましだ。友達と一緒に勉強をしだり遊んだりすることを楽しみにしている子ちいれ

ば、感染症への不安を抱えている子ちいると思います。そうした一人一人の気持ちに寄り添いながら、 .教育

活動に取り組んでいきます。

さて、学校再開にあたっては、名古屋市教育委員会の指導の下、本校でも様々 な感染症対策を行っていき

ます。しかし、一部報道にちあった i1学級が35人を超える揚合は学級を二つに分け、別教室ち利用して

}受業を実施する」といった対策は、 35人以上の学級が22学級ある本校では、教員数や教室数にち限りが

あり困難です。

そこで、 39学級、 1，350人が通う西山小学校で、どのようなことができるのか、子ども1E.ちが学校で楽

しく生活するだめにはどのように工夫したらよいのかを考え、以下の対策を行っていくことにしました。

ご家庭でも話題にしていただき、学校での生活の仕方や休み時間の過ごし方等を、お子様と話し合ってい

ただきたいと思います。ご理解とご協力の程、よろしくお願いいだします。

E西山小学校での新しい生活様式1
主主j舌!こτ〉し1て7

0 換気をしっかりと行うととちに、児童にはこまめに手洗いをするよう指導します。

O 事裁蒙涯で潰Eμ 運慶'1J-f'(cti1λ レて~l3tペ悲フてぐ45ょう指導します。

0 登校後に、体調不良を訴えた児童は表選(J)fj

Z段盟P6"9'， A初期佐渡五
0 体育の学習や給食の喫食以外は〈マスクを蓄

用するよう指導します。ランドセJbに予備を入

れておいてください。

0 休み時間に運動場で遊f5i揚合は、2磁翠護世
評ctJJE{fIPJJi9:tJ観点刀'6、マスク{flf.レて古

c(?Iごととしま尻なお、消毒が困難なチェー

ンの遊具と登り棒の使用は禁止とします。

0 鼻をかんだティッシュやマスク等のごみは、 l 

I (手洗いは、待機線に並んで順番を待ちます (5/28・29の出校日の様子))
専用のごみ袋に捨てるように指導します。 I

雪量歪ヨ!こτ〉し1アて

0 空調使用時においては、外側と廊下側の窓を 10cm程度開けて換気をします。

。教材。教具、器具等を共同する揚合は、使用後の手洗いを徹底するよう指導します。

O 配慮が必要な教科については、以下のように行います。

く体育科〉

・体育の学習は、一人一人の間隔をとるようにし、 11Jl&;; 

選整包帯伊rg{fIPJJig.歪穿'J/Aかδ‘マスク在郊レて重量

互歪去乏要事し正式喜子用若者望玄室還髭五N9立Y
Xク在との'~ÑJ沼~産業用のマスタ1;1.‘ l1Jl&fiA遊せ遭cþ
差互主墨tEζ9ヅスク刀留ま.~とðflてμ~!Etl)、 !jJJl

E包ロ忽穀互鍛誌
・当面の聞は、個人種目を優先的に行います。器具を使

用した揚合は、使用後仁手洗いをするよう指導します。

今年度は、水泳の実技指導は行いません。

く家庭科>

。調理実習は時期をずらして行います。

. 6月下旬から裁縫実習を行いますが、対面してミシン

を使う学習は、間仕切りをして行います。



給食について
O 給食前の手洗い、喫食前後のマスクの着用を徹底するよう指導します。
O 配膳台は、使用前仁担任がアルコール消毒をします。
0 児童は、机を一入ずつ離したまま、前を向いて会食します。
0 児童が直接、食べ物を口仁運{51箸とスプーンについては、当面の聞は学校の物を使用することを控えます。そこ
で、 1見童が便吊する篭乙~;<7二立を各家庭から持正せてくだ室い。まE、ラツドセ'Júに予慌を 1 セット入れておい
エ三玄鼓1_

清掃について
O 児童は消毒液等を使わす、掃き掃除や拭き掃除を行います。
0 トイ、レは毎日授業後仁、教職員が清掃と消毒を任います。
0 児童の机やドアノブ、スイッチ等の消毒は、毎日授業後に教職員が行います。
O 清掃後の手洗いを徹底するよう指導します。

仁教室環境{こっし1て
0 各教室で、できるかぎり座席と座席の距離を確保します。↑学級あ疋りの人数が最も少ない7年生 (31人)と、
最も多い5年生 (40人)の教室で、座席間を最大限に広げた距離をお示レします。

横:約100cm o黄に側びます。|
ζi〉目 ， ー? ， ・:.;':司・， 

③Z 

雄 山L11
@ @l" @" 

二(ii'-l 5・@“@. @ 

斜め:約130cm ~ I 曜に最大6~IJ並びます。 I

※ 本校の人数で実際に着席し疋
場合、報道等で示されだ、奇数
列と偶数列の机をずらす並べ

ちょ句、三五主金蓮竺五盟主
が、体と体の距離を確保するこ
とお?できまし走。

横:約90cm |横に6列並びます。|

「一ど一~デ

瞳吋討:
@ 一@ @ @ノ
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':~1 ‘ft: 

、

@ @ー

斜め:約120cm II維に最大7列並びます。|

※ ↑年生と5年生以外は、 2学
年の距離の間に収まります。 [教室で勉強している様子 (5月28・29日の登校自の様子)]

E今年度から給食の牛乳が鏑パ按クになります】
紙パックの牛乳になることで、ピンの牛乳と比べて、後片(すけにひと手聞かかります。
片柑け方をお知らせしますので、ご自宅でちお子様と一緒に事前に確認していだだけると、大変肪かります。
《ストロー》

①官官を最むときは、ストロー

の震を柔ん自lこ毒せます。

《すす「パック》 ※子どちの力でち、比較的聞きやすいパックです。

①すヲfを最み議えだ
らパックを犠韓宝

に~，つ長ります。

③ごみの穫が11さくなるよう、

哲三宮パックをだたみます。

②開けるときは、安をのばし

て、ストローにかぶせます。

②空軍fを最推した麟は、 l宣
告に久れます。

④竺つのをすfパックlこ、ただん

だ管官パックを4̂'5J'¥ツクず

っ久れます。
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