
１年 希 望
学年通信№１０ ２０２０．６．２６号

６月２９日(月)分散登校

登校：A →８：１５～８：３０ B →８：３０～８：４５
６月３０日(火)分散登校

登校：B →８：１５～８：３０ A →８：３０～８：４５

通常登校７月１日(水)～

・登校８：１５～８：４０
・学活８：４０～８：５５ ◎高原学校（榛名）について

１校時 ９：００～ １０月１４日（水）～１６日（金）に延期になりました。

２校時１０：００～ 榛名高原学校では、登山・カッター訓練・キャンプファイ

３校時１１：００～ ヤーなどを予定しています。

４校時１２：００～ 今年度は保護者説明会は行わず、細かい内容についての資

給 食１２：５０ 料等を７月の下旬ごろまでに配布します。

５校時１３：４０～

６校時１４：４０～ ◎７月の定期集金について

清 掃１５：３５～ 旅行積み立てと各教科の副教材費・その他合わせて、毎月

学 活１６：００～ 10,000円を集金させていただきます。
部 活１６：１５～１８：１５ ７月分は年間の予定通り、７月６日(月)となります。よろ

完全下校１８：３０ しくお願いします。

◎授業参観について
お子さんの学級での様子をご覧ください。３密を防ぐため下記のようにクラス別・分散での参観に

なりますが、ご了承ください。尚、体調の悪い方の来校はご遠慮ください。

入校時に非接触型体温計による検温を行います。ご協力をお願いします。

各ご家庭なるべくお一人で、上履き、マスクのご用意をお願いします。

車の駐車は、校庭東側（校庭とテニスコートの間のスペース）をご利用ください。

７月２１日（火）（ABはお子さんの分散登校の AB）
１組 家庭科 ２校時 A グループ１０：００～ Bグループ１０：２５～
２組 数 学 ４校時 A グループ１２：００～ Bグループ１２：２５～
３組 社 会 ３校時 A グループ１１：００～ Bグループ１１：２５～
５組 数 学 ２校時 １０：００～

◎期末テストについて
・定期テスト→９月９日（水）・１０(木)→９月下旬通知表(詳細は後日お知らせします。)

６月２９日～７月３１日の予定

ジャージ登校・マスク・はし・エプロン・読書用の本

健康観察（検温）カード・ライフ・筆記用具・各教科等

月 日 曜 １校時 ２校時 ３校時 ４校時 ５校時 ６校時 行事・その他・下校の目安

２９日 月 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水６ 部活動編成 17:00
３０日 火 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 18:10

７月 １日 水 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 18:30
２日 木 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 18:30
３日 金 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 18:30
４日 土

５日 日

６日 月 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金５ 短縮 集金日 部活なし 15:40
７日 火 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 18:30
８日 水 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 短縮 委員会 18:30
９日 木 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 18:30

１０日 金 金１ 金２ 金３ 特別 金５ 金６ 18:30
１１日 土

１２日 日

１３日 月 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金３ 短縮 部活なし 15:40
１４日 火 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 18:30
１５日 水 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 18:30
１６日 木 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 18:30
１７日 金 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 18:30
１８日 土

１９日 日

２０日 月 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金２ 短縮 部活なし 15:40
２１日 火 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 授業参観（クラス別・分散） 18:30
２２日 水 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 清掃強化週間↓ 18:30
２３日 木 海の日

２４日 金 スポーツの日

２５日 土

２６日 日

２７日 月 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金１ 部活なし 16:10
２８日 火 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 18:30
２９日 水 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 短縮 大掃除 18:30
３０日 木 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 短縮 廊下 WAX 18:30
３１日 金 総合 終業式 学活 給食なし 下校 12:00


