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４月１７日から続いていた臨時休校が終了し、先週より分散登校が始まりました。子ども達の元気な顔や

明るい話し声が学校に戻ってきて、ひとまずほっといたしました。長い期間でしたが、みんなそれぞれの家

庭で、できる限りのことを頑張ってくれていたようです。おかげで来週末からは、また全校揃って学校生活

を送ることができそうです。

今後も気を緩めることなく感染予防を徹底し、ともに学ぶことができる喜びを感じながら、安心して学校生

活を送ることができるよう職員一同力を合わせてやっていきたいと思います。保護者の皆様にもご協力い

ただくことや、急な予定変更などでご迷惑をおかけすることがありますが、ご理解・ご協力をよろしくお願い

いたします。

■ 新型コロナウィルスの感染防止対策と分散登校中の児童の様子です

■ ６・７月行事予定

〇臨時休校開けで子ども達も保護者の方も様々な悩みを抱えておられるのではないでしょうか。そん

な時、一人で悩まれず、様々な相談窓口をご活用ください。

学校には月に１回、松田スクールカウンセラーさんが来校されます。「こんなこと、相談してよいのか

な？」と心配されなくてよいです。どうぞ気軽に相談してみてください。６月１２日（金）午後の予約にまだ

空きがありますので、ご希望の方は担任又は生徒指導主事の藤本までお知らせください。

〇 「こころのライン相談＠広島県」（広島県健康対策課）

５月１日～令和３年３月３１日 １７：００～２１：００ 火・木・日曜日に開設されています。

＜ご利用上の留意点＞

・対象者は、広島県内に在住か通勤通学をされていて、３９歳までの方です。

・相談は、公認心理師、臨床心理士、精神保健福祉士等が一対一で対応します。

・ご相談はひとり１日１回（１時間程度）までです。
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■ 新年度ＰＴＡ役員

■ 一人で悩まず相談を

教室では子ども同士の間隔を広げて座席の配置をしました。みん

な集中し、黙々と課題に取り組みました。廿日市市からいただい

た「学びの玉手箱」の中に入っていた工作は、楽しいものばかり

で夢中になって作りました！

「臨時休校中どうしていた？

何か困ったことはなかったか

な？」児童一人一人と担任が

面談し、児童の心のケアに努

めています。

下校時に児童玄関が

密にならないように

時間をずらして教室

を出ています。そし

て、靴箱のところで

は、間隔をあけて待

ちます。

教室の机・椅子水道の蛇口や石鹸ポンプ

便器やレバー
階段や廊下手すり

児童の下校後は、全教職員で校内の消毒をしま

す。特に多くの児童が手を触れる箇所、ドアや

手すり、スイッチなどを重点的に行います。

消毒の時には古タオルが大活躍しています！小

さく切って使用しているのですが、残り少なく

なってきました。古タオルがたくさん必要です。

子どもさんに持たせていただけると助かりま

す！

４月に続き６月の参観日が中止になりましたので、６月２５日

（木）～２９日（月）を自由参観週間としました。ご都合の合う時

に、ぜひ平素の授業の様子を見に来てください。

【参観日時】

・６／２５（木）・・・ ９：３０～１１：２０（２・３校時）

・６／２６（金）・・・１３：３５～１５：１０（５・６校時）

・６／２９（月）・・・ ９：３０～１１：２０（２・３校時）

【注意事項】

・必ずマスクを着用してください。

・検温されたうえでご参加ください。

・名札とスリッパをご持参ください。

・教室の入口に名簿を置いておきますので、○印をしてください。

・人との距離を保ってご参観ください。

■ 自由参観週間 ６／２５～６／２９

日 曜 ６月 日 曜 ７月

1 月 Ⅰ期分散登校・簡易給食 2 木 委員会

2 火 7 火 児童朝会（放送による）

3 水 16 木 クラブ

4 木 17 金 スクールカウンセラー来校日

5 金 Ⅱ期一斉登校・簡易給食

8 月

9 火

10 水

11 木

12 金 スクールカウンセラー来校日

15 月 Ⅲ期一斉登校・通常給食（以後続く）

16 火 「命の大切さについて考える日」

18 木 委員会

23 火 児童朝会（放送による）

26 金 代表委員会

29 月 諸費引落日　学校関係者評価委員会

感染防止を最優先に考え、やむを得ず延期や中止

にしている行事についてお知らせいたします。

〇６月１９日（金）に予定しておりました参観・学級懇

談会は中止いたします。

〇１学期終業⇒８月６日（木）

〇２学期始業⇒８月１７日（月）

〇夏休み期間⇒８月７日（金）～８月１６日（日）

〇水泳指導⇒中止（水着販売も中止）

〇学習発表会、西小まつり⇒中止

〇運動会⇒秋に延期して実施できるか検討中

〇野外活動（５年）⇒検討中

〇修学旅行（６年）⇒検討中

〇内科検診、歯科検診等⇒延期

〇全国学力・学習状況調査（６年対象）⇒中止

■ 行事予定変更

授業や休憩でグラウンドを使用しま

すので、駐車場の用意ができません。

徒歩か自転車でお越しください。



・ご相談はひとり１日１回（１時間程度）までです。

■ 令和２年度 通常の下校時刻（６月より変更）

前回お知らせした下校時刻を変更しています。ご注意ください。

６月下校時刻変更のお知らせ
栄養教諭 

川尻 花恵 

 今年度の給食は，４月１０日からスタートしました。みんな新しい教室で新しい友達と上手に準備をし

ておいしそうに給食を食べていましたね！小学校６年間の給食を通して，様々な種類の食品を味わい，

みんなと楽しく食べることで，心も体もぐんぐん大きく成長してほしいと思います。６月の給食再開に向

けて，美味しくて元気が出る栄養満点の給食を考えています。みんなが給食を楽しみにしてくれると，と

ても嬉しいです。 

廿日市学校給食センターの給食を紹介します 

廿日市学校給食センターでは次のことを大切にしながら給食を作っています。 

1. 地元の食材をできるだけ使用します。 

廿日市市では，様々な野菜や魚介類などが育てられています。地元の方々にご協力いただき，廿日市

市でとれた，旬で美味しい食材を使って給食を作っています。 

2. 「だし」にこだわっています。 

和風の煮物や汁物はすべて，だし昆布，煮干し，かつお節からうま味をたっぷり取り出した「だし」を使

用しています。そうすることで，薄味の料理にすることができます。また洋風の料理は，化学調味料など

が使われていない，鶏がらスープやポークブイヨンを使用しています。 

3. 食品添加物はなるべく避けるようにしています。 

発色剤・保存料などを使用していない，体に良い食品（ハム・ベーコン・ちくわ・かまぼこなど）を使用して

います。廿日市学校給食センターのためだけに，作ってもらっている食品もあります。 

4. 手作りを心がけています。 

カレーのルーは小麦粉・バター・カレー粉から作り，麻婆豆腐も赤みそ・しょうゆなどで味付けをして，手

作りの給食を基本にしています。 

5. 「食育の日」を実施しています。 

毎月１９日は「食育の日」です。自分自身や家族の食生活を見直して改善を図り，生産者と消費者との

交流促進，伝統的な食文化への理解を深める日です。廿日市学校給食センターでは，「食育の日」の

主食は，「麦たっぷりごはん」または「胚芽パン」にし，瀬戸内産のかえいいりこを乾煎りしたものを出し

ています。 

6. 「郷土料理の日」があります。 

毎月１回以上「郷土料理の日」があります。６月には呉市の「肉じゃが」，７月には三原市の「たこめし」

などが出る予定です。郷土料理を食べることで，広島県の食文化を知ってほしいと思います。 

 

 近年，食品の多様化によりアレルギーの原因となる食べ物も多くなっています。毎月の予定献立表を

ご確認頂き，食べたことのない食べ物が出てくる場合は，念のため家で一度食べさせておくなど，ご配

慮ください。また，食べ物によるアレルギーがあり「学校生活管理指導表（医師の診察）」を提出してい

る児童には，詳しい材料が載った「学校給食献立別食材一覧表」をお配りしています。 

※６月の給食は，前半２週間は感染予防のため個包装のパン，デザート，小袋と牛乳のみの簡易給食と

なります。６月後半からは通常の給食を提供予定ですが，状況により変更となる場合もございます。 

月 火 水 木 金

１年 ❺　１４：３５ ❺　１４：３５ ❺　１４：２０ ❺　１４：３５

２年 ❺　１４：３５ ❺　１４：３５ ❺　１４：２０ ⑥　１５：２５
３年 ❺　１４：３５ ⑥　１５：２５ ❺　１４：２０ ⑥　１５：２5
４年 ⑥　１５：２５ ⑥　１５：２５ ❺　１４：２０ ⑥　１５：２５
５年 ⑥　１５：２５ ⑥　１５：２５ ⑥　１５：１０ ⑥　１５：２５
６年 ⑥　１５：２５ ⑥　１５：２５ ⑥　１５：１０ ⑥　１５：２５

❺　５校時　・　⑥　６校時

⑥　１５：２５

月　日 曜 対象児童 下　校　時　刻

１～４年 １４：２０下校
５・６年 １５：１５下校

木 『委員会』のため

６月８日（月）～
６月１２日（金）

※通常下校時刻になります。通常下
校時刻を６月より変更しております
のでご注意ください。

6月18日

６月１５日（月）～

姓が５０音順の
「ち～わ」で始
まる児童

１３：００下校6月2日 火 『分散登校』のため

『分散登校』のため6月3日 水

6月4日 木

姓が５０音順の
「あ～た」で始
まる児童

１３：００下校

姓が５０音順の
「ち～わ」で始
まる児童

１３：００下校

『全学年５時間授業』のため 全児童 １４：１０下校

『分散登校』のため

下記の通常下校時
刻表通り

全児童

6月5日 金 『全学年４時間授業』のため 全児童 １３：００下校

　下校時刻変更日

6月1日 月
『分散登校』のため
※１日より給食を食べて下校します。

姓が５０音順の
「あ～た」で始
まる児童

１３：００下校


