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第 1 号 

                                      文責：教頭 
 進級・入学おめでとうございます。いよいよ新年度・新学年がスタートしました。 

新１年生３７名を迎え、全校児童２３３名でスタートします。コロナウィルスに係る影響で

急な変更があるかもしれませんが、保護者・地域の方々に協力をいただきながら、お子様の

成長を励みにがんばってまいります。本年度は下記の職員で大切なお子さまをお預かりす

ることになりました。本年度も引き続きご支援・ご協力の程、宜しくお願い致します。 

■令和２年度 関小学校職員 

 
 
 
 
 
 
 

 

■全国学力・学習状況調査(6 年生)とみえｽﾀﾃﾞｨｰﾁｪｯｸ(4,5 年生)は延期です 
報道などでご承知の通り、文科省は 3 月 17 日、新型コロナウィルス感染症の影響で、4 月 16 日に実

施予定でした 2020（令和 2）年度の全国学力・学習状況調査を延期することを発表しました。また、同

日に開催予定の、みえｽﾀﾃﾞｨｰﾁｪｯｸ(4,5 年生)も延期となりました。実施の有無は今後改めて通知がありま

すので、よろしくしくお願いいたします。 

■４月の主な予定と下校時刻 

 裏面に４月の行事予定と下校時刻を掲載しましたので、ご確認ください。行

事等で変更となる場合につきましては、学校配信メールでご連絡しますのでご

理解ください。今後、次月の予定等につきましては前月末に関小だよりでお知

らせします。 

 

■学校配信メール←緊急時連絡用と令和 2 年度の主な行事予定について 

本年度も必要に応じてメール配信をします。１年生で未登録の方は、入学説明会時に配布しました登

録方法にて登録をお願いします。２～６年生で未登録の方は、ＨＰに設定の方法が掲載してありますの

で、ご確認のうえ、登録を宜しくお願いします。また、令和２年度の主な行事予定につきましては、Ｈ

Ｐ（R2 関小だより第 24 号）で確認してください。 

$$関小だより$$ 
ＨＰで『関小だより』 

をご覧いただけます。 

《関小学校で検索を》 

 

1 校長 服部　鋼一 23 児童生徒支援員 高宮　崚吾

2 教頭 谷　　　伸 24 養護教諭 伊藤　麻伊

3 1年 加藤　　剛 25 事務職員 伊藤　幸佑

4 2年1組 山田　康裕 26 栄養教諭 後藤　三枝子

5 2年2組 林　玲子 27 学習生活相談員 長谷川　昌彦

6 3年 中山　慎也 28 応接員 中森　みつる

7 4年1組 薮内　一希 29 運転手 糸川　雅惟

8 4年2組 木下　広大　 30 運転手 西口　秀典

9 5年1組 鍬田　侑希 31 運転手（臨時） 青山　淳二

10 5年2組 岩脇　由佳 32 看護師 湯浅　　茜

11 6年1組 豊田　菜摘 33 看護師 吉田　美智代

12 6年2組 山下　敦 34 介助員 内田　真由美

13 特別支援学級（あさがお） 西川　諄（育休伊崎) 35 介助員 植森　亜美

14 特別支援学級（たんぽぽ） 廣森　静枝 36 介助員 森田　知世

15 特別支援学級（なのはな） 佐藤　博子 37 介助員 西澤　享子

16 特別支援学級（ひまわり） 中森　千絵子 38 介助員 佐藤　美紀

17 専科 村山　　瞳 39 ＣＳ事務員 林　 　秀則

18 専科 長谷川　貴子 40 スクール・サポート・スタッフ 川口　由希

19 専科 河合　　章 41 図書館司書 栗本　博子

20 専科 中原　尚美 42 ＡＬＴ 未定

21 専科 日高　麻矢 43 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 未定

22 通級指導教室 渥美　知美



 

4 月

日 曜日 バス時刻

給食開始 （２年以上）
聖火リレーは延期されましたので、通常の時間割となります。
発育測定（２～６年）
第1回学校運営協議会（19：00）　
発育測定（１年） １年１３：３０
給食開始(全学年)　１年生給食後下校　選挙管理委員会（昼休み）
６年生委員会活動（昨年度メンバー） ２～５年  14:55
PTA第１回執行委員会（19：00） ６年　15:45

１年１３：３０

２年  14:55
３～６年　15:45

閉校

閉校

授業参観→ＰＴＡ総会→学年別学級懇談会【延期のため金曜時間割平常授業】
PTA総会【開催形態検討中】
会議室貸与（ＰＭ）子ども会事務

閉校

関まちづくり協議会グランド貸与(9:00-12:30)グランドゴルフ大会に使用【メール配信済)】

2 木

の主な予定【関小学校】　　　　                  　                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【4/6現在】

1 水

主　な　行　事　予　定

6 月

7 火

8 水

3 金

4 土

5 日

12 日

13 月

14 火

9 木

10 金

11 土

18 土

19 日

20 月

15 水

16 木

17 金

30 木

27 月

28 火

29 水

24 金

25 土

26 日

21 火

22 水

23 木

２～４年１０：１０

５～６年１１：３０

２～６年１４：４０

１年１１：１０

２～６年１１：２０

１年保護者と下校

２～６年１５：４５

１年１４：５５

４～６年１５：４５

１～３年１４：５５

１～６年１４：４０

１～６年１４：５５

３～６年１５：４５

１～２年１４：５５

２～６年１５：４５

１年１４：５５

４～６年１５：４５

１～３年１４：５５

５～６年１５：４５

１～４年１４：５５

１～６年１４：４０

２～６年１５：４５

１年１４：５５

４～６年１５：４５

１～３年１４：５５

１～６年１４：５５

１～２年１４：５５

３～６年１５：４５

下校２～４年１０：０５

下校５～６年１１：２５

下校１年　　おうちの人と下校

下校２～６年１１：１５

下校１年１１：０５

下校２～６年１４：３５

下校１年１３：２５

下校２～５年１４：５０、下校６年１５：４０

下校１年１３：２５

下校１～６年１４：３５

下校１～６年１４：５０

下校１～２年１４：５０
下校３～６年１５：４０

下校１～３年１４：５０

下校４～６年１５：４０

下校１年１４：５０

下校２～６年１５：４０

下校１～２年１４：５０
下校３～６年１５：４０

下校２年１４：５０、下校３～６年１５：４０

下校１～３年１４：５０

下校４～６年１５：４０

下校１年１４：５０

下校２～６年１５：４０

閉校

閉校

５・６年入学式準備

着任式・Ｒ２始業式

体育館開放停止（4/6～4/7）【メール配信済)】

小学校入学式（１０：００）

１年生給食後下校

ＰＴＡ第１回地区委員会（19：00）

地区児童会(5限目)その後一斉下校

全体研修会①

みえｽﾀﾃﾞｨｰﾁｪｯｸ：４年・５年(国・算・理)【延期】

全国学力学習状況調査（国・算・児童質問紙）【延期】

閉校

閉校

遠足【当面延期】のため金曜時間割平常日課

下校１～６年１４：３５

下校１～３年１４：５０　

下校１～６年１４：５０

第１回委員会活動（５・６年）６限目

第3回職員会議（14：50）

児童会役員選挙456年（６限目）

閉校（昭和の日）

代表委員会(昼休み)児童会室

下校４～６年１５：４０

下校１～４年１４：５０

下校５～６年１５：４０

下校１年１４：５０

下校２～６年１５：４０


