
【学校教育目標（子どもたちに付けたい力）】 心の力・学ぶ力・つながる力 

 

 

 

 

 

 

【転任された方】               【着任された方】 

・村橋 俊春 教頭先生（船橋小へ）      ・奥苑 浩二 教頭先生（伊加賀小より） 

・岡 章子 先生（枚方市教育委 員会へ）    ・内田 敦 先生（枚

方市教育委員会より） 

・辻本  恵  先生（菅原東小 へ）        ・畠中 麻衣 

先生（津田南小より） 

・松浦 佳代子 先生（西長尾小へ）      ・西谷 由佳 先生（寝屋川市立第五小より） 

・木元 慎 主査（西長尾小へ）        ・中村 咲実 先生（西長尾小より） 

・岡山 佑也 先生（寝屋川市立明和小へ）   ・善本 佐和子 主事（樟葉南小より） 

・野村 利子 先生（樟葉南小へ）       ・段田 克江 先生（中宮北小より） 

・白水 勇大 先生（牧野小へ）        ・野村 美奈子 先生（山之上小より） 

・上羽 優紀 先生（退職）          ・𠮷田 誠 先生（枚方小学校より） 

・森山 貴美子 調理員（第 3 調理場へ）    ・岩柿 隆博 調理員（招提共同調理場より） 

・山口 幸夫 調理員（第 3 調理場へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このスタッフで令和 2 年度の長尾小学校を運営していきます。子どもたちの笑顔のために、それぞ

れの立場で精いっぱいがんばります。よろしくお願いします。 

第２号        令和２年５月 13日 

枚方市立長尾小学校 

TEL:０５０－７１０２－９１６４ 

:０７０－２２９９－４２３５ 

ホームページ：枚方市立長尾小学校で検 索 

 

 

jp/0000007902.html 
                       ４月は 1日も登校機会がない中での令 

和２年度のスタートになりました。季節は 

早くも５月です。今週からは、来校日が始

まります。 遅くなりましたが、今年度の学校体制を紹介します。 

 

令和２年度学校体制 

校長 山中 昌生 １－２ 寺島 直彦 ＪＴＥ外国語 中島 京子 

教頭 奥苑 浩二 ２－１ 有本 ひかる 校務員 木村 明司 

担任外 谷野 幸江 ２－２ 光  伸司 心の教室相談員 今市 美紀 

担任外 内田 敦 ３－１ 蔦  瑛介 施設管理員 越野 信次 

担任外 野村 美奈子 ３－２ 段田 克江 施設管理員 布谷 美一 

事 務 善本 佐和子 ４－１ 蔦田 恭弘 調理員 角  寿之 

養護教員 中村 咲実 ４－２ 𠮷田  誠 調理員 岩柿 隆博 

栄養教員 久野 令子 ４－３ 井上  幸 調理員 福田 航大 

通級指導 江藤 和哉 ５－１ 太田 泰彦 調理員 高橋 ゆかり 

なかよし１ 新居 加奈 ５－２ 野村 有香 調理員 西原 実弥子 

なかよし２ 陶山 美智子 ６－１ 田口 陽介 調理員 𠮷田 京子 

なかよし３ 松井 由香里 ６－２ 西谷 由佳 調理員 西村 誠 

１－１ 畠中 麻衣 支 援 安川富美子 調理員 濱根 真理子 

 

紙ベースで紹介しました。 



お知らせです 

○緊急的な子どもの居場所を引き続き設置します。 

事前連絡が必要ですので、よろしくお願します。 

○1学期の校外学習、家庭訪問、6年生の全国学力テスト、5年生の全国 

 体力テスト、4年生の枚方市音楽会は、今年度中止になりました。 

○諸費徴収については５月から徴収します。（詳しくは別紙参照）。 

○新しい情報が入り次第ミルメールにて連絡します。ミルメールしか確 

実な連絡手段がありませんので、登録をお願いします。登録方法は、          

本校ホームページに掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         緊急事態宣言を受けて、枚方市立の 

小学校は５月３１日（日）まで引き続 

き臨時休校措置をとることになりまし

た。いつ学校が再開されてもいいように、体調管理に努め、生活リズムを崩さないようにして

おきましょう。 

感染しないよう・させないような行動をしましょう 

 〇手指の消毒や手洗い、咳エチケット等日常的に注意して感染防止に努めましょう。 

 〇マスクの着用をしましょう。 

感染しない体つくりに努めましょう 

 〇なわとびやウォーキング等体を動かすことを日課にしましょう。 

 〇食事が健康の源になります。偏った食事は避けましょう。 

 〇笑うことで体の免疫力が増すということです。家族の楽しい会話を日常的にしていただく 

ことは、ストレス解消にもつながります。 

健康維持のために規則正しい生活を心がけましょう 

 〇一日のおおよその計画（起きる時間、寝る時間、食事の時間、勉強する時間等）を立てて、 

規則正しい生活を過ごしましょう。 

心の安定を保ちましょう 

 〇ストレスがたまりやすい環境の中での生活が続きますが、常に目標を持ち、楽しみを持つ

ことが大切です。また、このような時は心が不安定になり、差別や偏見といったものの見方に

ならないような注意も必要です。 

 

いつ学校が始まってもいいように 

教育相談について 子ども達の様子に気になるところなどがあれば連絡願います。 

○長尾小学校（050-7102-9164,070-2299-4235）（平日：９時から１７時） 

〇枚方市教育委員会「教育安心ホットライン（072-809-2975）（平日：９時から１７時） 

〇「すこやか教育相談 24」（0120-0-78310）（２４時間対応）  

〇大阪府教育センター（電話相談は平日 ９時３０分から１７時３０分 Ｅメールは２４時間対応） 

「すこやかホットライン（06-6607-7361:子どもからの相談）(sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp) 

「さわやかホットライン」（06-6607-7362:保護者からの相談）（sawayaka@edu.osaka-c.ed.jp） 

 

 

 

 

裏面もあります。 

mailto:sawayaka@edu.osaka-c.ed.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ５月３１日までの臨時休校の間、来校日を設定しま 

す。 

【目  的】子どもたちの心身の状況を把握すること。生活や学習の状況を把握すること。家庭学習につい 

ての説明、感染防止についての留意事項の指導を行います。 

【日  程】５月１１日の週に 1回。５月１８日、２５日の週は２回来校日を設定します。 

【実施方法】３密の状況を避けるため（各クラス１５人以下の人数になるように）、分散して来校する方法

をとります。地域を３つのグループに分け、グループ別の来校日を設定します。 

      Ａグループ・・・家具町１丁目、２丁目、元町、峠 

      Ｂグループ・・・家具町３丁目、４丁目、５丁目 

      Ｃグループ・・・北山、荒坂 

 集団登校を基本とします。１年生が参加する初めての集団登校になります。ソーシャルディスタンスに気

をつけましょう。可能であれば保護者の方の見守りをお願いします。 

 学校では、マスクの着用、手洗いの励行、アルコール消毒、換気、３密を避けた上での活動を実施します。 

 来校時には、２時間を目途に、３０分を１コマとして活動します。 

 （活動例）算数や国語のドリルやノートの使い方指導、家庭学習の課題の提示・回収、軽く体を動かす、 

新型コロナウイルス感染予防についての指導等、学年に応じた活動を実施します。 

 下校は、密にならないように、学年の下校時間をずらします。１年生は教師の付き添いの下で下校しま

す。 

【持ち物】国語・算数の教科書、連絡帳、筆記用具、上靴、体育館シューズ、ビニル袋（靴を入れます）、

ハンカチ、検温表、児童生活環境資料（１年は提出済み）、健康管理個人票（本日配布、必要事項を記入、

更新して）、図書カード受領書、ＩＴＣアンケート、マスク着用   

※詳しくは、学年だよりをご覧ください。配布物もありますのでランドセルで登校します。 

【本日の配布物】図書カード、マスク１枚、学校だより、学年だより、保健だより、学習課題（ドリル、プ

リント等）、学習計画表、ＩＴＣアンケート、各種説明プリント 

【来校日】 

Ａグループ 5月 13日ＰＭ 5月 18日ＡＭ 5月 20日ＰＭ 5月 25日ＡＭ 5月 27日ＰＭ 

Ｂグループ 5月 15日ＡＭ 5月 18日ＰＭ 5月 22日ＡＭ 5月 25日ＰＭ 5月 29日ＡＭ 

Ｃグループ 5月 13日ＡＭ 5月 20日ＡＭ 5月 22日ＰＭ 5月 27日ＡＭ 5月 29日ＰＭ 

    ※ＡＭ  ８：３０登校 １０：３０頃下校 

     ＰＭ １３：３０登校 １５：３０頃下校 

【お願い】 

①来校の際には、検温し、検温表に記入し持たせてください。熱がある場合 

は、来校を控えてください。 

②図書カードを配布します。名前が入った封筒に入れて配布します。お手数 

ですが、次回来校する際に、同封しています受領書を持たせてください。 

③来校する際には、マスクの着用をお願いします。本日マスクを一人 1枚配布します。 

④教職員や児童に陽性者が発現、かつ学校内に当該陽性者に係る濃厚接触者が存在した場合は、来校日を中 

止します。 

⑤来校日は出席すべき日数として扱いません。来校に不安があったり体調が悪かったりして来校できなく 

ても欠席とはなりませんが、連絡をいただけるようにお願いします。 

 

来校日について 

 



                          

分散来校時は、基本的には登校班で来校します。 

下記に登校班のグループ分け一覧表を示します。 

 

※登校する際の注意点 

 ①８時３０分登校は、普段の登校と同じです。各登校班の集合時間に集まり、集団登校します。 

 ②１３時３０分登校の日は、各登校班の集合時間プラス５時間の時間に集合場所に集まり集団登校 

します。 

 ③お休みの時は、必ず電話で連絡をください（連絡帳は欠席の連絡には使いません）。次回の来校 

の連絡は、担任が電話で連絡をし、配布物は家庭訪問等でお届けできるようにします。 

 ④集合時間になったら、全員そろっていなくても出発します。（集合に遅れた場合は、保護者同伴で 

来校ください）。 

来校（登校）班について 

【保護者の皆様へ】 いつ学校が始まるのかわからない状況が続いています。大人も子どもも 

出口のわからない状況に疲弊しているかと心配しています。学校は、そのような状況を少しで

もクリアできるように来校日を設けた次第です。来校させる心配や不安もあるかと思いますが、

学校としてできる限りの感染予防を尽くして来校日を、子どもたちにとって意義のある活動に

したいと考えています。来校に際して、ご準備頂くことがたくさんありますが、どうぞご理解

していただき、ご協力をお願いいたします。 


