
 

 

 

 

 

 

臨時休校の延長に対しましては，児童や保護者の皆様にご心配をおかけしており，申し

訳ありません。ゴールデンウィーク中は，市民全体による感染防止対策で，福山市では感

染がかなり抑えられているようです。このまま感染が拡大しなければ，6 月には子どもた

ちに会えると楽しみにしています。しかし，まだまだ油断は禁物です。引き続き感染防止

に対するご協力よろしくお願いいたします。 

さて，明王台小学校では，5 月 7 日からは，先日メールでお知らせし

たとおり別紙「5 月の取り組み」の内容で 5 月末まで取り組んでいきま

す。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

５月 ６月・７月 

 ７日（木） 学力補充 12:30～15:00 

 ８日（金） 自由登校 9:00～11:30 中学年 

12:30～15:00 高学年 

       提出物提出配布物受け取り日 

１１日（月） 自由登校 低学年・中学年      

１２日（火） 学力補充 納金引落日 

       PTA 代表者会執行部会(中止) 

１３日（水） 自由登校 高学年 低学年 

１４日（木） 学力補充 

       提出物提出配布物受け取り日 

１５日（金） 自由登校 中学年 高学年 

１８日（月） 自由登校 低学年・中学年      

１９日（火） 学力補充 

２０日（水） 自由登校 高学年 低学年 

２１日（木） 学力補充 

       提出物提出配布物受け取り日 

２２日（金） 自由登校 中学年 高学年 

２５日（月） 自由登校 低学年・中学年      

２６日（火） 学力補充 

２７日（水） 自由登校 高学年 低学年 

２８日（木） 学力補充 

       提出物提出配布物受け取り日 

２９日（金） 自由登校 中学年 高学年 

 

 

 

 

 

 
 

≪６月≫ 

 ２日（火） PTA 代表者会執行部会 

 ３日（水） JOY 先生 

 ５日（金） サーシャ先生 JOY 先生 

 ７日（日） 運動会中止（お休み） 

 ８日（月） 授業日(給食はあります) 

１０日（水） 城北中学校区一斉研修日 

１２日（金） サーシャ先生 委員会 

１５日（月） プール掃除６年⑥ 

１５日（月）～１９日（金）ベルマーク週間 

１６日（火） 困りごと相談日 

１７日（水） ＪＯＹ先生 

１９日（金） サーシャ先生 避難訓練 クラブ 

２６日（金） 一斉研修日 

２９日（月） プール開き 

≪７月≫ 

 １日（水） 参観日・学級懇談 

６日（月） 読書週間～１７日（金） 

９日（金） 一斉研修日 

１４日（火） 困りごと相談日 

１５日（水） 地域別児童会 

１６日（木） 一斉下校 

２７日（月） 水泳教室 

２８日（火） 水泳教室 

２９日（水） 個人懇談（午後） 

３０日（木） 個人懇談（午後） 

３１日（木） 終業式・個人懇談（午後） 
 

福山市立明王台小学校 

2020 年（令和 2 年） 

 ５月７日 

５月６月の主な行事予定 

コロナウィルス対策による臨時休校ではご心配をおかけしています。 

5 月を迎え明

王台小学校のバ

ラ園には色とり

どりの美しいバ

ラの花が咲き始

めました。 

入学式 

残念ながら在校生は参加できませんで

したが 25 名のかわいい 1 年生が入学し

てきました。さっそく次の日からは，上

級生がお世話に来てくれています。 

変更等があるかもし

れません。メールや

便りで確認をお願い

します。 



（別紙）「5 月の取り組み」 

＜自由登校＞ 4 月と同じです。 

月曜日（9：00～11：30 低学年・12：30～15：00 中学年） 

水曜日（9：00～11：30 高学年・12：30～15：00 低学年） 

金曜日（9：00～11：30 中学年・12：30～15：00 高学年） 

 

＜学力補充＞ 4 月と同じです。 

火曜日，木曜日 全学年 12：30～15：00  

※来校前の検温・健康観察カードの記入・マスクの着用・風邪等の体調不良の児童は自宅

での学習をよろしくお願いいたします。 

※分散登校になっておりますので安全に登校できるようお願いします。 

 

＜8 日の提出物＞算数プリントは，答え合わせと直しをして全学年提出します。 

1 年生…ひらがなプリント・算数プリント 2 年生…国語ノート・漢字ノート・作文帳  

3 年生…算数プリント          4 年生…算数プリント 

5 年生…漢字ノート・自主勉ノート・算数プリント  

6 年生…漢字ノート・書写「快晴」1 枚・算数ﾌﾟﾘﾝﾄ・自主勉ノート・外国語のﾌﾟﾘﾝﾄ 2 枚 

※これ以外のものは，5 月の家庭学習で使うので提出しないでください。漢字ドリルは，

今回は提出しません。次回からはお手紙等で確認をしてください。 

 

＜（今までの）課題の提出とこれからの課題やお手紙等の配布＞ 

〇日 時 1 回目 5 月 8 日(金) 8 時から 17 時 30 分 

     2 回目 5 月 14 日(木) 3 回目 5 月 21 日(木) 4 回目 5 月 28 日(木) 同じ時間 

〇場 所 各学年の靴箱（できるだけ接触を避けるため） 

〇配布物 机の上の名前の書いたクリアファイル(又は封筒)に入っています。 

〇今回の提出 名前を書いたクリアファイルを配布物と一緒に用意しています。それには

さんで提出物のボックスに入れてください。 

〇次回の提出 今回の配布物を入れてあるクリアファルに入れて提出してください。 

※ 何か相談や質問等がある場合は，職員室においでください。この日に取りに来られない

方は，連絡をしてください。 

※ 学力補充等で来る児童が提出したり，持って帰ったりすることもできます。 

※ 5 月 8 日(金)には，生活科の学習のために 1 年生は朝顔・2 年生はミニトマトの栽培

セットも持って帰ってもらいます。1 年生は教室の机の上，2 年生は公民館側の 1 階

ベランダに置いています。保護者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

＜今後の行事について＞ 

5 月に予定されていたすべての行事は中止または延期です。8 月に予定されていた水泳

記録会は中止です。延期後の日程等は，決まり次第，学校だより等でお知らせします。 

 

＜学習計画作成＞  

今回も全員学習計画表を作成します。各学年の学習表（5 月 8 日配布予定）を参考にし

てできるだけ自分で学習計画を立て，主体的な学びにつながるようにご配慮ください。低

学年児童は，保護者の皆様方と一緒に計画を立ててください。学習表にある学習内容につ

いても説明をお願いいたします。 



※ご家庭で動画等を見ようと思っても，見れなかったり聞けなかったりした場合は，自由

登校の時にパソコンルームで見ることもできます。 

※図書の借り換えのために登校することもできます。職員室の声をかけてください。 

 

＜計画表の提出と出席確認＞ 

今回は，自由登校や学力補充に来られない家庭は，提出の必要はありません。来る場合

は，登校時に持って来て下さい。出席予定者の確認のために，7 日(木)8 日(金)に登校予定

の方は，当日朝学校に連絡をください。その後の出席確認のために，自由登校や学力補充

に児童が来る予定の方は，8 日の来校時に学校に用意してある計画表の自由登校日の計画

の欄に〇印だけ記入して 1 枚出してください。ホームページからプリントアウトしていた

だいたものに事前に記入して提出していただいても結構です。 

急に登校予定になったり欠席したりする時は，学校に連絡をください。 

 

＜学習内容＞ 

 今回は，復習だけでなく予習の内容も入れています。わからないところや難しいところ

もあると思いますが，今まで学習したことをうまく使ったり，自分が知っている知識や経

験を活かしたりして挑戦してみてください。予習したことを 6 月からの学習に生かします。

分からないところや疑問は，6 月からの学習の中でみんなと解決していきますので，安心

してください。 

 

＜予習について＞ 

 どこが分からないかが分かって学習に臨むと普段以上に理解が深まります。よく分かっ

た人は，友達に説明をしたり，新しい疑問や課題を見つけて挑戦したりすると学習がより

楽しくなります。ここで付けた力が，生涯にわたって自ら学ぶ力に結びついていきます。

今回は，毎週提出していただく機会を持って，児童の実態把握も行い，困っている児童に

はアドバイスもします。困ったらいつでも学校に連絡をください。 

 

＜学習情報提供＞ 

福山市教育委員会のホームページの中に家庭学習で使える教材等があります。 

（アドレス https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kyoiku/） 

上のホームページの中の「自分で選び，やってみよう！～家庭学習で使える学習教材～」

の中に，教科や学年に応じた様々な教材や各学年のカリキュラム(学習予定)があります。

どんな学習をすればよいか考える時のヒントになっています。ご活用ください。 

 

＜PTA＞ 

5 月 12 日に予定していた PTA 代表者会・執行部会は中止になります。 

次回の予定は，今のところ 6 月 2 日(火)となっています。 

ベル部・フェスタ部・図書部の代表者の選出は，学校再開後に行います。また連絡をしま

す。 

 

＜放課後児童クラブ＞ 

いつも通り開設されます。平日は，13：30 からです。 

 

ご質問やご意見などありましたら，学校（952-3600 8：00～17：30）に連絡をください。 


