
教育目標 『心豊かでたくましく しなやかに生きる子供の育成』 

 

～令和２年度の新学期がスタートして～ 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，今年度は６月１日（月）に始まりましたが，子供たち

は４週間の間に「学校の新しい生活の様式」に次第に慣れ，元気に学校生活を送り始めております。 

１年生は,小１生活・学習サポーターの方々が教室に入って子供たちの様子を見守ってくださった

おかげ：で，少しずつ慣れ，安心して学校生活を送っています。また,６年生は，最上級生としての

意識をしっかり持って，委員会活動などの学校全体の活動に取り組んでいます。 

今後の国からの通知や感染症の状況（レベル１→レベル２→レベル３）によっては，急遽変更する

場合もありますが，文部科学省や仙台市教育委員会からの通知や指示を踏まえ，年間行事予定を修正

しました。今年度は，新型コロナウイルス感染症予防による学校の臨時休業に伴う授業時数の確保のため，

夏休みを短縮して授業日を設けることになりますが，教室の暑さ対策として業務用エアコン設置前に，仮設エ

アコン（家庭用エアコン）の設置工事も決まりましたのでお知らせします。【裏面行事予定・お知らせとお願い】 

感染症対策を確実に行い，子供たちが落ち着いて充実した学校生活を送れるよう,教職員一同力を

合わせて指導に取り組んでまいりますので，御理解と御協力をお願いいたします。 

 
【本校の携行品の区分】 

 児童の発達段階や学習上の必要性，登下校の体への負担等を考慮し，本校では携行品について，
次のとおり区分し，学習を行っていきます。 

 毎日持って

くるもの 

学校に置いていくもの 週末に持ち

帰ることが

あるもの 

長期休業の前や学期末に持ち帰

ることがあるもの 

１
年 

日課表にある 

教科の 

・教科書  

・ノート 

・下敷き  

・筆入れ 

・連絡帳  

・連絡袋 

・宿題などの

プリント類 

・給食セット 

・道徳 ・体育 ・書写 ・わたしたちの安全 ・カタカナ  

・算数スキル ・漢字の学習 ・ひらがな・すうじ  

・放射線資料 ・3.11から未来へ 

・体育着  

・上靴（上靴入

れ）  

・給食着（給食

当番の週のみ） 

・掃除エプロン 

・鍵盤ハーモニカ ・絵の具セット 

・粘土 ・粘土板 ・道具箱 

２
年 

・道徳 ・体育 ・書写 ・わたしたちの安全 ・放射線資料 

・漢字スキル ・計算スキル ・3.11から未来へ 

・鍵盤ハーモニカ ・絵の具セット  

・道具箱 ・算数セット ・粘土  

・粘土板 

３
年 

・道徳 ・理科 ・体育 ・社会 ・書写 ・音楽 ・保健 

・図画工作  ・Let'ssTry ・総合ファイル ・国語スキル  

・わたしたちの安全 ・わたしたちの仙台市 ・算数スキル  

・地図帳 ・ローマ字スキル ・3．11から未来へ 

・鍵盤ハーモニカ ・絵の具セット 

・習字セット ・道具袋 ・リコーダー 

４
年 

・道徳 ・保健 ・体育 ・理科 ・書写 ・社会 ・音楽  

・外国語 ・わたしたちの安全 ・わたしたちの仙台市  

・わたしたちの宮城県 ・仙台市の自然 ・3.11から未来へ  

・地図帳 ・生活科バッグ 

・絵の具セット ・習字セット  

・道具袋 ・鍵盤ハーモニカ 

・リコーダー 

５
年 

・保健 ・道徳 ・家庭科 ・理科 ・書写 ・社会 ・音楽 

・外国語 ・資料集 ・図画工作 ・地図帳  

・3.11から未来へ ・わたしたちの安全  

・わたしたちの仙台市 ・仙台市の自然・わたしたちの宮城県 

・鍵盤ハーモニカ ・絵の具セット  

・習字セット ・道具袋 

６
年 

・道徳 ・体育 ・保健 ・音楽 ・家庭科 ・外国語  

・書写 ・図画工作 ・放射能資料 ・3.11から未来へ 

・私たちの安全 ・仙台市の自然  

・鍵盤ハーモニカ ・絵の具  

・習字セット ・道具袋 ・リコーダー 

 

 令和２年度 

仙台市立吉成小学校 

学校だより 第５号 

令和２年６月２６日（金） 

TEL（２７９）１７１３ 

【御協力ありがとうございます】 

保護者の皆様から，教室の消毒用に使用してほしいと雑巾を寄贈していただきました。ありがとうござ

います。１年間，消毒作業が続きますので，もし，御家庭に余っている古いタオル等がありましたら，小

さく切った（10 ㎝✕15 ㎝ぐらい）ものを御寄付いただけると助かります。 



【お知らせとお願い】 
◆職員着任のお知らせ 

 3年 1組に非常勤講師１名が，主に算数の少人数指導等を行うため，5月 28日より本校で勤務をしており

ます。また，4年 2組に非常勤講師１名が火曜日と木曜日に，担任が研修で学級を不在にする際に指導を行

うため，6月 2日より本校で勤務しております。どうぞよろしくお願いします。 

◆児童の登下校の安全確保について 

現在，９名の学校ボランティア防犯巡視員の方々が児童の登下校時刻に合わせて,御自宅前や通学路等に立

ち,子供を見守っていただいております。 

朝，児童用昇降口の扉は８時に開け 8 時 30 分始業時に閉めております。手洗い⇒検温カードの提出⇒教室

で始業まで待ちますので，この間に学校に到着できるよう登校させてください。また，最終の下校時刻は１６

時２０分（４月～１０月）となっておりますが，放課後，教室やトイレ等の消毒作業があるため，授業終了後，

速やかに下校させております。 

今後も，登下校の時間や時刻について学校ボランティア防犯巡視員の方々と共有しながら，子供たちの登下

校の安全確保を行っていきますので，御家庭でも再度，御確認をお願いします。 

◆エアコン設置工事について 
家庭用エアコン設置は７月９日（木）～７月１４日（火）の期間，土日を含めて作業を行い，７月

１５日（水）から稼働を開始する予定です。また，業務用エアコンは７月１３日（月）～８月２３日

（日）の期間，土日を含めて作業を行い，８月２４日（月）から稼働を開始する予定です。夏休みを
短縮して授業を行うことから，少しでも早く設置できるよう土日も含めての作業となります。 
この間，工事車両の走行や出入りがありますが，業者の方には安全確保対策を万全に行っていただ

きますので，スケジュールどおり工事が完了できますよう，御理解と御協力をお願いいたします。 

日 
曜
日 

【７月の行事予定】 日 
曜
日 

【８月の行事予定】 

１ 水 学校評議員会・学校関係者評価委員会 
クラブ活動（6年卒業アルバム撮影） 
SC来校 

１ 土 学校施設開放（校庭・体育館）再開 

３ 金 防犯子どもを守ろうデー ３ 月 全校Bタイム4校時限（給食・弁当なし） 
12：00下校 個人面談① 

７ 火 ６年１組卒業アルバム撮影 ４ 火 全校Bタイム4校時限（給食・弁当なし） 
12：00下校 個人面談② 

８ 水 ６年２組卒業アルバム撮影 
トトロの杜整備 SC・ALT来校 

５ 水 全校Bタイム4校時限（給食・弁当なし） 
12：00下校 個人面談③ 

９ 木 ６年卒業アルバム撮影 
家庭用エアコン設置工事～7月14日 

６ 木 全校Bタイム4校時限（給食・弁当なし） 
12：00下校 個人面談④ 

13 月 業務用エアコン設置工事開始～8月23日 ７ 金 全校Bタイム4校時限（給食・弁当なし） 
12：00下校 個人面談⑤ 

14 火 ６年2組卒業アルバム撮影（陸上風景） ８ 土 夏休み～18日（火） 

15 水 ALT来校 11 火 学校閉庁日～14日（金） 

21 火 6年1組卒業アルバム撮影（陸上風景） 19 水 全校Bタイム4校時限（給食・弁当なし）
12：20下校 

22 水 学校施設開放管理運営委員会 20 木 全校Bタイム4校時限（給食開始） 
13：30下校 

今年度に限り 
※体育科の水泳学習はありません。 
（水の事故防止についての指導は行います。） 

※夏休みのプール開放はありません。 

21 金 全校Bタイム4校時限 13：30下校 

25 火 防犯子どもを守ろうデー 

26 水 内科検診（上学年） 

28 金 避難訓練（ミサイル想定） 

31 月 委員会活動 卒業アルバム撮影予備日 


