
 

５月２９日（金） 【「入学を祝う会」についてのお知らせ】 対象：１年生 

 日頃より小学校教育に対してご理解・ご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。 

 本日、記念撮影用の会場設営や飾り付けを行いました。体育館内の様子の写真を添付しています。よろしけ

ればご覧ください。 

 

 

５月２９日（金） 【入学を祝う会の中止について】 対象：１年生 

１年生保護者 様 

 日頃より小学校教育に対しましてご理解、ご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。 

 さて、本市におきましては、新型コロナウイルスが再び猛威を振るっており、昨日までの６日間に新型コロ

ナウイルスの新たな感染者が４３名確認されております。また、昨日だけでも２１名の感染者が確認され、そ

の中には、小学生１名と中学生１名が含まれており、学校での感染拡大が危惧されるところです。 

 このような事態を重く受け止め、教育委員会とも協議の上、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、

明日５月３０日（土）に各学校で予定されている１年生の入学をお祝いする会につきましては、急遽中止とさ

せていただきます。事態が急変したことにより、中止の連絡が前日になりましたことにつきましては、深くお

詫び申し上げます。 

 １年生の児童、保護者の皆様におかれましては、明日の祝う会を楽しみにしておられたことと存じますが、

児童、保護者の皆様の健康を第一に考えた上での決定ですので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

                                 北九州市立学校校長会 

 

 なお、祝う会は中止しますが、記念撮影用として、祝う会の看板の設置や式場のかざり付けは行っておりま

すので、撮影をご希望の方は、午前９時から１２時の間にお子様とご来校ください。 

 

５月２９日（金） 【来週以降の時程変更について】 対象：全学年 

北九州市教育委員会より、以下の内容で通知がありましたので、お知らせいたします。 

保護者様 

日頃から児童生徒の健康管理にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、今週より学校が再開し、来週からは午後までの授業を予定していました。しかし、ここ数日の本市の状

況や教職員、児童生徒に感染者が確認されたことを踏まえ、より一層の感染拡大防止の対応として、以下のよ

うに時程を変更しますのでお知らせいたします。 

 

全学年 6/1（月）～当面の間：３校時終了後、下校（給食はありません。） 



なお、中学校の部活動についても、6/1（月）～当面の間は活動を行いません。 

 今後の対応については、本市の状況を踏まえ、決定次第お知らせいたします。 

 また、放課後児童クラブを利用されている児童については、放課後児童クラブを開所する時刻まで学校で預

からせていただきますので、弁当等ご持参ください。 

北九州市教育委員会 

 

５月２９日（金） 【新型コロナウイルス感染症の感染防止について】 対象：全学年 

北九州市教育委員会より、以下の内容で通知がありましたので、お知らせいたします。 

保護者様 

 保護者の皆様におかれましては、日頃より、本市の教育行政にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうご

ざいます。また、この度の新型コロナウイルス感染症の防止対策として、各ご家庭におかれましても、マスク

の着用や登校前の健康チェックなど学校での感染対策を実施していただき、ありがとうございます。 

しかしながら、５月２３日以降、本市の新型コロナウイルス感染症の感染状況は拡大傾向にあり、加えて学校

職員への感染が見られるなど、今後一層の予防対策が求められています。 

そこで、児童生徒の登校等については、以下のとおり、お願いします。 

 

① 同居家族に発熱した者がいるが、子どもが登校している。→「同居している家族に発熱した者がいる場合、

登校させない」（欠席扱いにはなりません。） 

※教職員についても、家族に発熱がした者がいる場合、出勤しません。 

② 仲の良い大人同士の会食により、帰宅後、保護者から子どもへ感染した例がある。→「不要不急の外出を

控える、大人数での飲食は控える」 

 新型コロナウイルス感染症の拡大を抑制していくためには、保護者の皆様をはじめ、市民一人一人のご協力

が必要です。どうぞご協力のほどよろしくお願いします。 

作成：北九州市教育委員会 

 

５月２５日（月）【学校再開後の給食費の取扱いについて 】 対象：全学年  

 日頃から学校給食の運営にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 緊急事態宣言の解除に伴い、５月２５日（月）から学校が再開され、給食が再開されることとなりました。

(2 年生以上は 6 月 1 日～，1 年生は 6 月 4 日～) 

これにより、北九州市教育委員会より、６月分給食費について、以下のとおり取扱うこととする連絡がありま

した。 

保護者の皆さまにおかれましては、趣旨をご理解の上、給食費の取扱いについてご協力いただきますようお願

いいたします。 

 

１ ６月分の給食費について 

 徴収いたします。（6 月 15 日口座振替予定日） 

２ その他 

・令和２年３月分給食費を徴収しており、令和２年度に繰越しをさせていただいている方については、６月分

給食費徴収額から相殺させていただきます。 

・５月分の校納金は、以前ご連絡したとおり、学年費のみです。（口座振替日は５月２６日，現金納入の方は学

校までお持ちください） 

 

 



５月２２日（金） 【25 日(月)からの登校再開について】  対象：全学年 

保護者様 

 いよいよ来週月曜日から学校が再開されます。そこで、再開に向けて保護者の皆様にお願いがございます。 

①登校時には「マスクの着用」をしてください。 

②分散登校時に配付した「健康チェックリスト」を、登校後下足付近にて確認しますので、自宅での検温・カ

ードへの記入をお願いします。 

③教室の換気を常時行います。気温が低い日などには、体温を調節できる衣服をお願いします。 

④熱中症予防のため、水筒の用意を必ずお願いします。 

 

５月１５日（金） 【休校期間の短縮（5/24 までに変更）のお知らせ】  対象：全学年 

北九州市教育委員会より以下の内容で通知がありましたので、送付いたします。 

保護者様 

 日頃から児童生徒の健康管理にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 昨日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、福岡県が緊急事態宣言の対象地域から外れる

ことが決定されました。これを踏まえ、北九州市長より市立学校等の対応を検討するよう依頼があり、教育委

員会において検討した結果、５月３１日（日）までとしていた休校期間を５月２４日（日）に短縮し、５月２

５日（月）から授業を実施することになりましたのでお知らせします。 

 給食に関しては、６月１日（月）から開始する予定です。小学校１年生は６月４日（木）からです。 

 なお、５月１８日（月）から２０日（水）の間に設定している登校日については予定どおり実施します。 

 授業の実施にあっては感染症予防対策を徹底していきたいと考えていますので、ご家庭にも検温等のご協力

をお願いすることになりますが、何卒よろしくお願いします。 

北九州市教育委員会 

 

本校においては 5 月 21 日（木）・22 日（金）は、学校再開に向けての準備日としますので、登校日は設定

しません。学校預かりについては、5 月 22 日（金）までで終了とします。 

 

５月１４日（木） 【２学期制の実施及び長期休業日の短縮に関するお知らせ】  対象：全学年 

北九州市教育委員会より以下の内容で通知がありましたので、送付いたします。 

保護者様 

 日頃から児童の健康管理にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 臨時休業が継続され、授業を行えない状況が続いており、通常の長期休業日の日程では、授業日数の不足が

生じるとともに、通常の３学期制のままであると特に第一学期の学習の評価が困難になることが考えられま

す。 

そのため、本年度に限り前・後期の２学期制とし、長期休業日を短縮する方針となりましたので、お知らせし

ます。特に、長期休業日の短縮に関しては、ご家庭の予定に影響を与えてしまうなどご迷惑をおかけしますが、

適切な教育活動に必要なことだと考えておりますので、ご協力くださいますようお願いします。 

 

（１）２学期制の実施について 

  前 期 … ４月 １日（水）～１０月１６日（金） 

  後 期 …１０月１７日（土）～ ３月３１日（水） 

（２）長期休業日の設定について 

夏季休業日 … ８月 ６日（木）～８月１６日（日） １１日間 



冬季休業日 …１２月２６日（土）～１月 ４日（月） １０日間 

※学年末休業日は変更しません。 

※前期と後期の間の長期休業日は設定しません。そのため、後期の始業式は１０月１９日（月）の予定です。 

北九州市教育委員会 

 

５月１３日（水） 【５月１８日～２０日の登校日のお知らせ】  対象：全学年 

北九州市教育委員会より以下の内容で通知がありましたので、送付いたします。 

保護者様 

 日頃から児童の健康管理にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 先日、５月１８日（月）以降に登校日を設けることをお知らせいたしました。 

そこで、各学校において感染症対策を徹底した上で、まずは５月１８日（月）～２０日（水）の間に各児童が

１回登校することとしました。登校日の活動は、心身のケアや学習面のフォローに関する内容とします。 

児童に風邪等の症状がある場合や喘息などの基礎疾患がある場合、また家庭の都合等により出席が難しい場合

も、無理に登校させず休ませてください。欠席扱いにはなりません。 

なお、２１日（木）以降の登校日については、５月１４日（木）に実施予定の政府の専門家会議等の内容を踏

まえて、お知らせします。 

※ 学校預かりについては、基本的には、５月１１日以降の対象の方（医療従事者などやむを得ない事情があ

るご家庭の小１～小３の児童、現在、学童を利用している小４～小６の児童、特別支援学級に在籍する児童）

とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

北九州市教育委員会 

 

上記の教育委員会からの通知を受けて、本校では「居住する住所ごと」に登校日を設定することといたします。 

 

○登校日  

・５月１９日（火） 

片野、片野新町、東城野、城野団地 

・５月２０日（水） 

三郎丸、三萩野、神岳、熊本、校区外（その他の住所） 

 

○時 間 ８：３０～１１：３０ 

○持参物 筆記用具、配付した課題、上靴、水筒、のり、はさみ、連絡帳、家庭調査票や保険調査票（未提出

の方）、体操服やリコーダー等の申込み（希望者） 

○その他 

・欠席の際は、８：３０までに学校に連絡をしてください。 

・学童に行く児童は、弁当を持参してください。 

（１年生は 13：30 まで、２～４年生は 15：20 までの預かりです） 

 

５月１３日（水） 【学習支援動画の放映について】  対象：全学年 

北九州市教育委員会より、以下の内容で連絡がありましたので、保護者の皆様にご連絡をさせていただきます。 

保護者様 

日頃より、本市の教育活動へのご理解ご協力をいただき、感謝申し上げます。 

教育委員会では、これまで、お子様の家庭での学習を支援するための学習支援動画の作成を進め、YouTube に



アップロードして視聴できるようにしてまいりました。 

このことに加え、この度、株式会社ジェイコム九州 北九州局より、学習支援動画を放映していただくことに

なりましたのでお知らせいたします。 

 

放映日時につきましては、５月１８日（月）～２２日（金）及び２５日（月）～２９日（金）の１０：００～

１１：３０となっております。放映予定の詳細につきましては、教育センターのホームページ内の「家庭学習

支援サイト」からご確認いただけます。 

北九州市教育委員会 

 

５月１２日（火） 【「入学を祝う会」の開催について】  対象：１年生 

１年生保護者様 

 子どもたちの入学に際し、緊急事態宣言下のため臨時休校が続き、子どもたちにも保護者の皆様にも不安や

ご心配をおかけしております。 

 この度、５月１８日（月）～２０日（水）の日程で学校再開に向けた分散登校がはじまり、本格的な学校再

開に向けて動き出します。 

 そこで、本校では、入学手続きの際にお知らせしておりましたように、お子様の義務教育のスタートにあた

り「入学を祝う会」を下記の日程で行い、子どもたちの入学をお祝いしたいと思っています。 

 今回は、感染予防に配慮した形で学級ごとに時間を分けて実施いたします。短い時間ですが、心のこもった

入学をお祝いする会にしたいと思います。どうぞご参加いただきますようお願いいたします。 

 

①日時 ５月３０日（土）の午前中（９：００～１２：００） 

※感染予防に配慮した形で、学級ごとに時間を分けて実施いたします。詳しい時程については、後日お知らせ

いたします。 

②場所 本校体育館 

③保護者の参加は２名以内でお願いいたします。 

④当日は、保護者と児童が一緒に登校し、終了後は、一緒に下校されてください。 

 

※児童・保護者ともに検温、マスクの着用、入場前の消毒・手洗い等お願いいたします。 

※写真用の看板も設置いたします。密にならないよう社会的距離をとって行動してください。※学級写真の撮

影などは感染予防の観点から実施しません。 

※今後感染状況に変化があった場合は、開催を延期する場合があります。 

 

◆明日 13 日に、「18 日からの分散登校日の実施について」いっせいメールを配信します。 

 

５月８日（金）【休校期間延長に伴う学習課題の配布について（お願い）】 対象：全学年 

保護者様 

日頃から本校の学校運営に、ご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。休校期間が長くなり、各ご家

庭におかれましては、ご心配のことと思います。先日、教育委員会より、休校期間中の家庭学習例についてお

知らせしたところですが、ご家庭でも工夫されて取り組まれていることと思います。 

この度、家庭学習課題の配付を下記のとおり実施します。皆様におかれましては、お忙しいところ大変恐縮

ですが、保護者の方々が学校へお越しいただき受け取っていただけたらと思います。なお、兄弟関係のあるご

家庭は、いずれかの日時でお越しください。現在、学校預かりをしている児童については、１２日（火）ある



いは１３日（水）に持ち帰らせます。 

下記の日時で受け取りが難しいご家庭は、学校（921-1440）へご相談ください。 

 

【日時・対象学年】 

１２日（火）10：00～16：00   ４年・５年・６年 

１３日（水）10：00～16：00   １年・２年・３年 

※受け取りの際は、玄関から職員室へお越しください。 

 

【配布物】 

・学習プリント 

・漢字ドリルやノート 

・学年からのお知らせ 

※学年によって配布物が異なる場合があります。 

 

【持って来ていただくもの】 

・４月６日（始業式）、４月９日（入学の手続き）に配布した課題プリント 

（※終わったところまででよいです） 

・保健調査票  ・家庭調査票  ・リコーダー、習字道具、辞書の申込み封筒（３年生の希望者のみ） 

 

５月７日（木）【スクールカウンセラーによる北九州市子ども電話相談の開設について】 対象：全学年 

保護者様 

北九州市教育委員会より、以下の内容で通知が届きましたので、送付いたします。 

 本市教育活動へのご理解・ご協力をいただき感謝申し上げます。 

 さて、子どもたちの休業期間中の悩みや不安の解消を図ることを目的に、スクールカウンセラーが電話にて

子どもたちの相談に応じる「北九州市子ども電話相談」を以下のように開設しますのでお知らせします。お子

様へお伝えください。 

  

１ 実施期間    令和２年５月８日（金）～令和２年５月２９日（金） （土、日、祝日を除く平日） 

２ 相談時間帯   １７：００～２０：００ 

３ 対象      北九州市立の小・中・特別支援学校、高等学校、戸畑高等専修学校の全児童生徒 

４ 相談員     スクールカウンセラー 

５ 相談方法    相談員が、子どもたちと電話でやりとりを行いながら、様々な悩みに対応します。 

電話番号  月・水・金曜日０８０－２７５６－５６０７  ０９０－１０８１－４１８０ 

火・木曜日０９０－８６６９－３６１０  ０９０－３０７１－９１８０ 

※話し中の場合は、折り返し相談員から電話します。折り返しの電話は、次の日になる場合もあります。 

北九州市教育委員会 

 

※休校期間中におけるお知らせや学習支援サイト等へのリンクを学校のホームページに掲載しています。併せ

てご覧ください。 

 

５月７日（木）【臨時休業に伴う給食費及び校納金についてのお知らせ】 対象：全学年 

 ５月３１日までの臨時休業による５月分・６月分給食費及び校納金について 



【給食費について】 

 日頃から学校給食の運営にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 北九州市教育委員会より、臨時休業に伴い、５月分・６月分給食費について、以下のとおり取扱うこととす

る連絡がありました。 

保護者の皆さまにおかれましては、趣旨をご理解の上、給食費の取扱いについてご協力いただきますようお願

いいたします。 

１ ５月分の給食費について 

  徴収しません。 

２ ６月分の給食費について 

  ６月分の給食費の取扱いについては、給食再開の時期等が確定しましたら、追ってご連絡いたします。 

 

【校納金について】 

 教材等の購入に係る校納金については、以下のようにいたします。 

１ 口座振替日：５月２６日（火） 

※現金納入の方は、５月２６日までに学校へお持ちください。 

２ 納入金額 

１年生 2,211 円     ２年生 1,235 円     ３年生 1,760 円 

４年生 2,135 円     ５年生 5,715 円     ６年生 2,230 円 

（自然教室費、修学旅行積立費を含む） 

※特別支援学級や世帯状況によっては、上記の金額と異なる場合があります。ご不明な点などございましたら

学校までお尋ねください。 

 

５月５日（火）【休校期間の延長（5/31 まで）のお知らせ】 対象：全学年 

北九州市教育委員会より以下の内容で通知がありましたので、送付いたします。 

保護者様 

 日頃から児童生徒の健康管理にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 ５月１０日（日）までとしていた休校期間を５月３１日（日）まで延長します。 

 本市の新型コロナウイルス感染症の状況については、市民の皆様、保護者の皆様のご協力により、感染者数

が短期間で急増しているという状況ではないことに、深く感謝を申し上げます。  

 全国的に感染者が増加する中、本市においても、子どもたちをできるだけ、ご家庭で見守っていただくよう、

お願いさせていただきましたが、皆さまにご協力いただいたことも、感染者数の増加を防いでいる要因の一つ

だと思っています。 

 今回の緊急事態宣言の延長については、これまでの皆様のご協力を無駄にしないためにも、今一度、外出の

自粛をはじめ、更なる接触機会の削減に努めていただく必要があると思います。 

 そこで、５月１１日（月）以降の学校預かりについては、以下のとおりとします。５月７日（木）に学校預

かりを利用する児童については、申込書を配付しますので、記入の上、ご提出をお願いします。なお、５月７

日（木）に学校預かりを利用しない場合は、お手数ですが、５月７日（木）～５月８日（金）（午後１４:００）

までに学校にご連絡ください。 

 

〇対象児童 

・小学１年～小学３年の児童 

・特別支援学級に在籍する小学１年～６年 



・４月２０日以降放課後児童クラブを利用している小学４年～６年 

〇パン・牛乳の提供：提供しません。 

〇預かり時間：８：３０～１１:３０ 

 ※放課後児童クラブを利用する児童については、弁当を持参していただき、放課後児童クラブが開所する時

間まで学校で預かりを実施します。 

 

 休校期間が長期になり、子どもたちの心身の健康面や学力について、ご不安に思われることは、是非、教育

委員会、学校、相談窓口で相談していただければと思います。 

 なお、登校日については、市内における新型コロナウイルス感染状況等を踏まえ、学年等を分けて、分散登

校を行う日を設けるなど、段階的な教育活動を実施することを検討します。登校日については、決まりました

ら、別途、お知らせします。 

 学校を再開する際は、万全の体制で子どもたちを迎え入れるために、全力を注ぐ所存です。 

 どうか、ご理解いただき、ご協力の程よろしくお願いします。 

北九州市教育委員会 

北九州市立三郎丸小学校 

 


