
 

令和３年９月 10日 

保護者の皆様 

西東京市立碧山小学校 

校 長  中嶋 太 

 

緊急事態宣言再延長に伴うオンライン等授業について 

 

日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

東京都の緊急事態宣言が９月 30 日（木）まで再延長されましたので、１年生は校内で教室を分散しての授業（オンライ

ン学習併用）、２年生以上はオンラインでの授業を継続することにしました。なお、１年生においてはタブレット端末を使用

した学習への順応がめざましく、９月２１日（火）からは他学年と同様にご家庭でのオンライン学習を原則とします。ご心配な

点もあるかと存じますが、ご理解ご協力をお願いいたします。（以下、今回追加した文章には二重下線がついています。） 

 

記 

 

 

１ 期間 

オンライン等授業          

９月 13日（月）～30日（木） 

 

 

２ 方法 

 

（１） １年生 

 ① ９月 13日（月）～17日（金） 

〇原則として、全員登校します。 

〇集団登校による登校ができないため、原則として各自で登校します。友達や保護者と一緒に登校することも可能で

す。 

〇クラスを２分割して授業を受けます。半分は教室で授業を行い、半分は特別教室でオンライン授業を受けます。担

任は、公平になるように交互に教室で教えます。 

〇特別教室には、専科の教員がつきます。 

・１年１組 ランチルーム 竹内主任教諭 

・１年２組 図工室 鶴島主任教諭 

・１年３組 算数少人数教室 石垣主任教諭 

〇給食も２分割で食べます。 

〇午前３時間、授業を受け、給食を食べた後、13時頃の下校です。 

  ② ９月 21日（火）～９月 30日（木） 

〇原則として、タブレット端末を使用したオンライン学習を家庭で行います。 

〇オンラインがつながらない場合は、学校から電話で確認をします。保護者にも連絡をし、給食まで自宅学習となり

ます。 



〇オンラインがつながらなくなった時の対処 

・電源を確認する。 

・Wi-Fiを確認する。 

・やり直してみる。 

・必要に応じて学校に電話する。（学校の電話番号 ０４２-４２２-４５２１） 

〇安全上、家でオンライン授業に取り組むことが難しいなどの場合は、学校でオンライン授業を受けることができます。 

その場合は、メールまたは別紙にて事前の届け出をして、参加日ごとに「オンライン授業期間中の『預かり』参加票」

の提出が必要になります。 

〇学校でオンライン授業を受ける場合、友達とおしゃべりをしたり、休み時間に遊んだりすることはできないため、本

や自習道具を持って来るようにしてください。 

〇学校でオンライン授業を受ける児童は、必ず家でタブレット端末を充電してきてください。 

〇オンライン授業の予定が届け出と変わった場合は、メールで連絡をしてください。 

〇遅れて登校する場合は、保護者同伴をお願いします。保護者がいない時は、給食登校から学校に来るようにしてく

ださい。 

〇家で行った学習課題は、担任の指示のもとに給食時の登校の時に持ってくる場合があります。給食に来ない場合

は、保護者が持ってくるか、別日に提出してもよいです。 

〇オンライン授業実施期間中は、健康観察の結果をオンラインで通知するようにします。うまく送信できないなどの場

合は、今まで通り「健康観察表」に記入し、給食の時に持ってくるようにします。 

〇午前に３時間授業をして、給食を食べた後、下校します。 

 

（２） ２～６年 

〇原則として、タブレット端末を使用したオンライン学習を家庭で行います。 

〇オンラインがつながらない場合は、学校から電話で確認をします。保護者にも連絡をし、給食まで自宅学習となり

ます。 

〇オンラインがつながらなくなった時の対処 

・電源を確認する。 

・Wi-Fiを確認する。 

・やり直してみる。 

・必要に応じて学校に電話する。（学校の電話番号 ０４２-４２２-４５２１） 

〇安全上、家でオンライン授業に取り組むことが難しいなどの場合は、学校でオンライン授業を受けることができます。 

その場合は、メールまたは別紙にて事前の届け出をして、参加日ごとに「オンライン授業期間中の『預かり』参加票」

の提出が必要になります。 

〇学校でオンライン授業を受ける場合、友達とおしゃべりをしたり、休み時間に遊んだりすることはできないため、本

や自習道具を持って来るようにしてください。 

〇学校でオンライン授業を受ける児童は、必ず家でタブレット端末を充電してきてください。 

〇オンライン授業の予定が届け出と変わった場合は、メールで連絡をしてください。 

〇遅れて登校する場合は、保護者同伴をお願いします。保護者がいない時は、給食登校から学校に来るようにしてく

ださい。 

〇家で行った学習課題は、担任の指示のもとに給食時の登校の時に持ってくる場合があります。給食に来ない場合

は、保護者が持ってくるか、別日に提出してもよいです。 

〇オンライン授業実施期間中は、健康観察の結果をオンラインで通知するようにします。うまく送信できないなどの場

合は、今まで通り「健康観察表」に記入し、給食の時に持ってくるようにします。 



〇２・３年生は、午前に３時間授業をして、給食を食べた後、下校します。また、４～６年生は、午前に３時間授業をし

て、給食を食べた後、午後に４時間目の学習を行います。 

 

３ 登校時の持ち物 

〇給食登校 

手提げ、校帽、マスク、ランチョンマット、ハンカチ、ティッシュ、提出する学習課題（必要に応じて）、水筒（必要に

応じて）  

〇学校でオンラインを受ける児童  

ランドセル、校帽、マスク、タブレット端末（充電済み）、学習用具、ランチョンマット、ハンカチ、ティッシュ、提出する

学習課題（必要に応じて）、水筒（必要に応じて）、「オンライン授業期間中の児童『預かり』参加票」 

 

４ 給食 9/13（月）～9/17（金） ※２１日（火）以降については、改めて確認いたします。 

出席番号の後半の人 出席番号の前半の人 

「山」グループ 「碧」グループ 

登校時間 11：45-12：00  

給食時間 12：00-12：30（配膳時間を含む） 

登校時間 12：30-12：45   

給食時間 12：45-13：15（配膳時間を含む） 

自分のグループは    「山」    「碧」    です。 
○9/13（月）からは、「碧」グループと「山」グループの時間を入れ替えます。 

〇除去食や代替食対応のある人は、安全管理上、前半の「山」グループでお願いします。 

〇「兄弟で前後半に別れたためどちらかにそろえたい」などの場合は、原則として「碧」グループにそろえてください。変

更する場合は、別紙アンケートに〇をつけて提出してください。 

〇登校時間より前に学校に来ないように調整して家を出るようにしてください。 給食は食べ終わり次第、下校となります。 

〇席は、ワークスペースを活用して、間を大きくあけて座ります。  

〇食事が早く終わった児童は、片付けてごちそうさまを待たず下校します。 

〇食べ終わっていない児童も、ごちそうさまの挨拶で片付けます。 

 

５ 13日の週のための準備 

〇オンライン等授業に係る予定について、アンケート調査を行います。本日（９月 10日（金））配信するメールに入力して

いただくか、別紙アンケート用紙にご記入いただくかして、11 日（土）までご回答ください。９月 21 日（火）以降につい

ては、来週アンケートをとります。 

〇週の学習予定を土曜日に配布します。 

〇来週の学習課題を下記の日に配布します。学校オンライン等で登校する場合は直接児童に渡しますが、児童が登

校しない場合は、各教室の机の上に置きますので、放課後、取りに来てください。準備の関係上、配布日が変わりま

すのでご注意ください。 

    ★課題を取りに来る日 11 日（土）14：00-16：30 ２年 ３年 ４年 

13 日（月）14：45-16：00 ５年 ６年 

 

６ オンライン期間の注意（２年生以上） 

〇オンラインは原則として回線を給食の時間帯までつなぎっぱなしにします。タブレットの画面を閉じると回線が切れて

しまいますので、ご注意ください。 

 



７  ９/13（月）-９/17（金） １日の動き   ノーチャイム 

時刻 1年 自宅オンライン 

２～６年（１年希望者） 

学校オンライン 

２～６年 

当日朝、突然つな

がらなかった場合 

８：15 全員登校 

手洗い消毒 

クラスを分割して座る 

オンラインをつないで

待つ 

オンラインをつなぐ 登校 

手洗い消毒 

オンラインをつない

で待つ 

 

８：30- ８：50 朝の会 

出席確認 

朝の会 

出席確認 

朝の会 

出席確認 

自宅・保護者に電

話し、確認 

１時間目 

８：50- ９：35 

学校オンライン授

業（対面併用） 

自宅オンライン授業 学校オンライン授業 自宅学習 

２時間目 

９：45：-10：30 

学校オンライン授

業（対面併用） 

自宅オンライン授業 学校オンライン授業 自宅学習 

３時間目 

10：40-11：25 

学校オンライン授

業（対面併用） 

自宅オンライン授業 学校オンライン授業 自宅学習 

11：25-11：45 帰りの支度 「山」登校  読書等 待機 「山」として登校 

11:45-12:00 

12:00-12:10 

12:10 

12:30 

12：35 

12：４５頃 

給食準備 

配膳 

いただきます 

 

 

ごちそうさま 

「山」教室に入る 

配膳 

いただきます 

ごちそうさま 

下校 

 

自宅待機 

給食準備 

配膳 

いただきます 

ごちそうさま 

２・３年下校（学童も） 

「山」給食準備 

配膳 

いただきます 

ごちそうさま 

２・３年下校（学童も） 

     12：30   「碧」 登校   

12：30-12：45 

12：45-12：55 

12：55 

13：15 

13：20 

 

 

下校（学童） 

１３：００頃 

 

  自宅待機 

「碧」教室に入る 

配膳 

いただきます 

ごちそうさま 

下校 

４～６年 

読書等 待機 

４～６年 

読書等 待機 

13：20-13：50   「碧」 下校 読書等 待機 読書等 待機 

１３：５０-１３：５５  ４～６年出席確認 

自宅オンライン 

４～６年出席確認 

学校オンライン 

４～６年保護者に

電話し、確認 

４時間目 

13：５５-14：４０ 

 自宅オンライン授業 学校オンライン授業 自宅学習等 

14：４０-14：４５  帰りの会 帰りの会  

14：50   下校（学童）  

    欠席にはならない 

※ 腹痛などで自宅オンライン、学校オンラインに参加できない場合は欠席となります。 

新型コロナウィルス感染防止に関わる理由で休む場合は、出席停止扱いとなります。 

理由をメールなどでご連絡ください。 

                                                                   以上 


