
３くみのみんなへ 

 おもい出にのこる一年かんでし

た。２年生でのみんなのがんばりを 

きたいしています。 

   かとう ちひろ より 

 

 

 

 

 

 

先日 3 月号を配付したばかりですが、臨時休業となり、このような簡易的な通信しか発

行できず、おわびいたします。 

みなさんとは、「平成」という時代に出会いました。時代が変わる記念すべき年に共に過

ごせることをとても感動しました。5 月「令和」になり、１年生のみなさんがこの時代に

ふさわしい礼儀を身に付け、一生懸命に、輪になって笑顔で過ごせるようにと願いを込め

て、通信のタイトルを「れいわ」にしたのが懐かしく感じられます。 

このようなかたちで、一年間を終了するのは、非常に寂しい気持ちで 

いっぱいですが、みなさんが元気でいられることが一番大切です。体調 

に十分気を付け、休業期間を過ごしてほしいと思います。 

今後の情報は、小学校のホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年学年通信 

最終号 

号 

長久手市立東小学校 

令和２年３月４日 

 

お 願 い と 連 絡 
① 情報は、東小ホームページをご覧ください。 

② 外出は、できるだけ控えましょう。 

③ 出かける場合は、マスクの着用を心掛けましょう。 

④ 帰宅した際は、必ず手洗いとうがいをしましょう。 

          家庭学習 

先週は、各学級でテストを実施しました。休校期間に、今ま

での復習ができるように、プリントやドリルなどを家庭学習と

して出しましたので、丁寧に取り組ませてください。 

国語 漢字スキル 最後まで 

漢字小テスト 残っているもの 

算数 算数ドリル 最後まで 

計算カード 答えだけを言 うようにし

て、1枚 5秒でできるように

する 

プリント  

 ★  全て、家の人に丸付けをしてもらい、間違いを直して、 

しっかりと習得してください。お手数ですが、よろしくお 

願いします。 

★  家庭学習の回収は、いたしません。 

1 くみのみんなへ 

 みんなとわらったり、おこった

り、いっしょにすごしたひびは、とて

もたのしかったです。 

    はし川 ゆかり より 

２くみのみんなへ 

 また、みんなでげん気にあそべ

る日がくるといいね。いまは、じぶ

んができるよぼうをしましょう。 

    せき ゆうさく より 
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臨時登校日 ３月２５日（水） 

      下校時刻 １１：２０ 

      ランドセルで登校する。 

上靴、筆記用具、連絡帳、 

必要な人は水筒 

 

＊持ち帰る物＊ 

 ・ 作品袋（図画工作の絵など） 

 ・ 道具箱 

 ・ 体育館シューズ 

 ・ テストファイル 

 ・ 通知表 等 

＊学校保管＊ 

 ・ 教科書「図画工作（下）、 

生活科（下）」 

 ・ 鍵盤ハーモニカ 

 ・ 道徳ファイル 

 ・ 探険バック 

 ・ 作文掲示用ポケットファイル 

 ・ 粘土（３組のみ） 

 

始業式 ４月７日（火） 

    下校時刻 １１：２０ 

    ランドセルで登校する。 

 上靴、体育館シューズ、筆記用具、  

 連絡帳、雑巾２枚、 

 通知表ファイル（中身を除いて） 

 ＊登校したら自分のクラスを確かめ

て、教室へ入ります。 

 ＊新しい教科書を持って帰ります。 

  

                連 絡 事 項  

・ 入学時に作成していただいた図画工作で使用した「工作マット」の使用は、終了 

します。 

 ・ 1年生の教科書については、ご家庭で保管しておいてください。（国語・算数） 

 ・ 学習ノートについて、ページが余っているものについては、家庭学習で使用して 

ください。新年度は、新しいものを一斉購入します。 

 ・ テストファイル、生活科ファイル等については、今年度のみの使用となります。 

 ・ 粘土、粘土板や書写ペン（青色と橙のもの）は、２年生でも使用します。 

 ・ 連絡帳は、次年度も継続で使用して構いません。 

緊急事態のため、各学級で 

対応が多少異なる場合が 

あります。 

ご了承ください。 

https://1.bp.blogspot.com/-jeEMYa3RqPg/WwJau764VAI/AAAAAAABMN8/9S_ta-oi3EUDc_pXzVNXcEnDeyqnOFzPgCLcBGAs/s800/ojigi_mail_businesswoman.png


立派な３年生に！！ 

 急な臨時休業により、このようなかたちで最終号を発行することになってしまいました。 

この一年間で子どもたちはたくましく、そして大きく成長しました。たくさんの行事にも進んで取り組み、学

習してきたことも定着してきました。この学年通信のタイトルにもあるように、この一年、多くの友達を作り、み

んなで「キラキラの笑顔で」楽しい学校生活を送っている子どもたちの様子をたくさん見ることができ、担任と

してうれしく思います。 

４月からは、いよいよ東小学校の中学年の仲間入りです。生活科ではなく、社会科や理科という新たな授業が

始まり、学校で過ごす時間が多くなります。この一年間で培ってきた力を存分に発揮して、積極的に取り組んで

もらいたいと思います。 

保護者の皆様には、一年間、いろいろとご支援、ご協力いただき、ありがとうございました。来年度も引き続

き、東小学校の教育活動にご理解ご協力をよろしくお願いします。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長久手市立東小学校 

第２学年通信 最終号 

令和２年３月４日 

【 お知らせ 】  

３月２５日(水) 臨時登校日 

登校時刻   ８：００～８：２０   

※分団登校  

※ランドセルで登校 

①修了式 

②学級活動 

③机脚移動 

下校時刻   １１：２０ 

 

 

４月７日（火）  始業式 

登校時刻   ８：００～８：２０ 

※分団登校 

※昇降
しょうこう

口
ぐち

に掲
けい

示
じ

されている学級
がっきゅう

名簿
め い ぼ

を確認
かくにん

する。 

 靴
くつ

は新しい学級の靴箱
くつばこ

に入れる。 

 新３年生の教室へ行き、教室で静かに過
す

ごす。 

下校時刻   １１：２０ 

 

※なお、今後の予定は変更があるかもしれませんので、ホームページ等でご確認下さい。 

 

持ち物     

体育館シューズ、上履き 

名札、雑巾２枚 

筆記用具、連絡帳 

通知表ファイル 

 ※６年生まで使用します。 

持ち物     

体育館シューズ、上履き 

筆記用具、連絡帳 

手提げ袋(荷物持ち帰り用) 

※宿題は家庭で取り組ませてください。 

 持たせていただく必要はありません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新 年 度 に 向 け て 

【学習】 

◎自分の弱点を克服するために、残ったノートを活用して、教科書などの問題を復習しておきましょう。 

 計算ドリル、漢字スキル、読書、ピアニカの練習、書写ノート、配付されたテストやプリント 

◎学習道具等の補充や点検をしておいてください。 

絵の具、赤鉛筆、連絡帳、道具箱の中身など（道徳ファイルは学校保管してあります。） 

【生活】 

◎体が大きくなり、体操服や靴のサイズが小さくなっている場合もあります。ご確認をお願いします。 

新学期には、袋に入れて持たせてください。 

★持ち物の名前の記入確認を必ずしてください。 

 

 

 

《 学級担任より一言 》 

 

２年１組 北條 知美 

 学級目標の「いちばんぼし」のように、子どもたちが１日 

１日キラキラ成長する姿を間近で見ていくことができ、楽しく 

幸せな日々を送らせていただきました。２年生のみんな！支え 

ていただいた保護者の皆様！一年間、ありがとうございました。 

３年生でのさらなる活躍を期待しています。 

 

 

 

２年２組 北出 美穂 

 元気いっぱいな２年生のみんなと保護者の皆様に支えられ、 

本当に楽しい一年間でした。突然の別れになってしまい、驚き 

や悲しみもありますが、３年生でも大きく成長していくことを 

期待しています！今までありがとうございました！ 

 

 

 

２年３組 安藤 和博 

 一年間、本当にありがとうございました！このような形で突 

然の別れが来てしまい、とても残念です。 

2年生のみんなのいいところは、明るく元気で、誰に対して 

も優しいところです。来年度からは中学年になります。もう低 

学年は卒業です！みんなの良さを生かして、これからは学校を 

引っ張る存在になってくださいね！ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの健康を守るため、このようなかたちで最終号を発行することになりました。

非常に寂しい気持ちでいっぱいですが、みなさんが元気でいられることが一番大切です。

体調に十分気を付け、臨時休業を過ごてほしいと思います。 

３年生の子どもたちは、パワフルで、毎日が運動会のような、エネルギーあふれる学年

です。この力は、高学年になるにつれて、東小学校全体を盛り上げる力につながると信じ

ています。 

４月からは、いよいよ４年生です。立派なお兄さんお姉さんの仲間入りです。この一年

間で培ってきた力を存分に発揮し、積極的に取り組んでもらいたいと思います。 

保護者の皆様には、一年間、ご支援・ご協力いただき、ありがとうございました。来年度

も引き続き、東小学校の教育活動にご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年通信最終号 

長久手市立東小学校 

令和２年３月吉日 

 持ち物について 

・   図画工作の絵画作品、道

具箱、鍵盤ハーモニカ、絵の

具などの持ち帰ることができ

なかったものは学校に保管し

てあります。２５日の登校日

や、新学期などに持ち帰りま

す。 

・  未実施のテストや未返却の

プリント・ファイルなどについて

は、２５日の登校日に持ち帰

ります。家庭学習などにご活

用ください。 

 

４月７日（火）  始業式 

登校時刻   ８：００～８：２０ 

※分団登校、ランドセル登校 

※昇降口に張られている学級名簿を確認する。 

 靴は新しい学級の靴箱に入れる。 

 新４年生の教室へ行き、教室で静かに過ごす。 

下校時刻   １１：２０ 

 

３月２５日（水）  登校日 

登校時刻   ８：００～８：２０ 

※分団登校、ランドセル登校 

○持ち物 筆記用具、連絡帳、連絡ぶくろ 

手さげぶくろ（持ち帰り用） 

通知表ファイル（未提出者のみ） 

下校時刻   １１：２０ 

【お知らせ】 

 担任から 

１ 組担任 川浦敏寿 

今年度の３年生は、私にとって思い出に残る子どもたちとな

りました。２年生のときから２年間、学校生活を楽しむ姿や、心身

ともに少しずつ成長してきた姿を間近で感じることができまし

た。保護者の皆様、本当にありがとうございました。 

２組担任 二村直弥 

  東小学校史上初となる４０人学級として、１年間を駆け抜け

てきました。とにかく底なしの元気があり、男子も女子も関係

なく、意見を言うときははっきりと伝え、「猪突猛進」「獅子奮

迅」、そんな言葉が似合う学級でした。保護者の皆様の温かい

ご支援に何度も助けられました。一年間、本当にありがとうご

ざいました。 

 

 

 



 

■一年間ありがとうございました 

このようなかたちで一年を終了することとなってしまいましたが、来年度はいよいよ 5年生で

す。今年一年間でさまざまな経験を積みました。運動会、社会見学、学習発表会、大繩跳び集会、Ｉ

ＫＥＡ国際交流など行事を終えるたびに成長を実感する一年でした。その中から見えた４年生の

強みは「本番の強さ」です。本番に向けての努力！本番に成果を出せる度胸！とても力強さを感

じた学年でした。 

そして２月下旬には前期児童会役員選挙がありました。いよいよ東小学校を引っ張る立場に変

わります。これまで経験したことを生かし、ぜひリーダーシップを発揮できる立派な東っ子を目指

してほしいです。今後の成長と活躍を期待しています！ 

保護者の皆様には、一年間、いろいろとご支援、ご協力いただき、ありがとうございました。来

年度も引き続き、東小学校の教育活動にご理解ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

お知らせ  

長久手市立東小学校 

第 4学年通信最終号 

2020年 3月 4日発行 

 

4

月

号 

先生から 

１組担任 稲井 りつ子 

いよいよ５年生ですね！そのパワーを失

わずに、よりよい東小を作っていってくださ

い！期待しています！ 

 

 

 

２組担任 高野 真 

５年生になるみんななら、協力し合って、

ずっと仲良く、何にでも挑戦していけます

ね！努力を続け、がんばってください！ 

大活躍を期待しています！！ 

学年付  鈴木 大貴 

４年生になって部活動やクラブ活動など

新しいことに挑戦できましたね。来年は家庭

科や委員会など新しいことに挑戦して、東小

学校を引っ張っていってください！ 

君たちならできるはず！がんばれ！ 

４月７日（火）  始業式 

登校時刻   ８：００～８：２０ 

※分団登校、ランドセル登校 

※昇降口に張られている学級名簿を確認する。 

 靴は新しい学級の靴箱に入れる。 

 新５年生の教室へ行き、教室で静かに過ごす。 

下校時刻   １１：２０ 

 

３月２５日（水）  登校日 

登校時刻   ８：００～８：２０ 

※分団登校、ランドセル登校 

○持ち物 筆記用具、連絡帳、手さげぶくろ 

通知表ファイル・連絡袋 

※ 未提出者のみ 

下校時刻   １１：２０ 

☆ 休校中の家庭学習は、配付いたしました「５年へのステップ」等で復習を行ってください。 

とりわけ「算数」はこの機会に徹底して復習し、５年生へ備えましょう。 



 

頼れる最高学年に！！ 

6年生を送る会や卒業式に向けて学年全体で意欲的に取り組んでいた矢先、このようなかたちで 5年生が

終わってしまい、非常に寂しい気持ちでいっぱいです。しかし、４月からは、いよいよ東小学校の最高学年にな

ります。委員会をはじめとして、さまざまな場面で学校の顔として活躍する機会が多くなります。この一年間

で培ってきた自分の力を信じて、積極的に取り組んでもらいたいと思います。そのためにも、休校中は体調に

気をつけて、元気に過ごしてほしいと思います。 

 保護者の皆様には、一年間、いろいろとご支援、ご協力いただき、ありがとうございました。来年度も引き

続き、東小学校の教育活動にご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月２５日（水）１臨時登校日 

   持ち物    手さげ袋、筆記用具、連絡帳、上靴、体育館シューズ 

   下校時間   １１：20（Ｎバス １１：45） 

４月３日（金） 入学式準備 

   登校時間   ９：００～９：１０１  ※分団ごとに時間を合わせて登校 

   場所     体育館集合   ※旧５－１、５－２の靴箱に運動靴を入れ、体育館に集合・整列 

   持ち物    体育館シューズ、黄帽子 

   入学式準備  ９：２０～１１：００ 

   下校時刻   １１：20（Ｎバス １１：45） 

４月７日（火） 始業式 

   登校時刻   ８：００～８：２０  ※６年生昇降口に張られている学級名簿を確認する。 

                   靴は新しい学級の靴箱に入れる。 

                   新６年生の教室へ行き、教室で静かに過ごす。 

   持ち物    体育館シューズ、上履き、名札、雑巾２枚、スーパーの袋２つ 

          筆記用具、連絡帳 

   下校時刻   １１：２０（Ｎバス １１：45） 

 

令和元年度 ５年生 

学年通信 

最終号 

《お願い》 

① 入学式準備の欠席の場合は、確実に学校

へ連絡をお願いします。 

② 教科書の保管について 

図工・下、家庭科、ながくては、 

６年生でも使用しますので、ご家庭での保

管をお願いします。また、他教科につきまして

も５年生で使用した教科書の保管をお願いし

ます。 

※ 地図帳、かがやく大愛知、保健体育は来年

度も使用するため学校で保管してあります。 

③ 新学期に向けて、学習道具等のご用意をお

願いします。 

 

《臨時休校中のお願い》 

①外出は、できるだけ控えましょう。 

②出かける場合は、マスクの着用を心掛けましょう。 

③帰宅した際は、必ず手洗いうがいをしましょう。 

④家庭学習に励みましょう。 

 

１ 音読 国語、社会、理科などの教科書を読ん

で復習 

２ 算数 「もっと練習」○付けもしましょう。 

計算ドリルの残り 

３ 漢字 漢字ドリルの残り 

４ 家庭科 家のためにできることを考えてお手伝い 

５ その他 ６年生に向けて準備できることを考えて 

※ 今後の情報は、 
ホームページをご覧ください。 



ジャンプ！         令和元年度 ６年生 学年通信 ３月号 

 

 思わぬ終わり方となりました。２月２８日（金）は、卒業記念として残していく扇風機カバーを作っ

たり、版画を仕上げたり、教室の掃除をしたりして過ごしました。浮足立つことなく、遊ぶこともなく、

みんなやるべきことに丁寧に取り組んでいました。改めて子どもたちの成長を実感しました。 

 臨時休校中は、小学校で学習した内容をもう一度復習してください。例年のような卒業式ができなく

なってしまいましたが、担任としては、子どもたちがこれを糧として、さらなる成長をしていくことを

願っています。保護者の皆さま、今まで小学校教育へご理解とご協力をいただき、ありがとうございま

した。 

 

■３月の集金 

 

■卒業式について 

先週配付した、新型コロナウィルスに関する文書でご案内したとおりです。保護者の皆様におかれま

しては、非常に残念かと思いますが、ご理解のほどお願いいたします。 

当日の日程について、下の通りといたします。ぜひとも、お子様の歓送の際には、ご参加いただきま

すようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月分給食費（１８食） 

３月分給食費（１３食） 

３，９６０円  

２，８６０円  

3 月６日（金）引き落としです。事前に残高の確認

をお願いいたします。3月分は後日返金します。 

詳しくはメールでお知らせします。 集金合計 ６，８２０円  

 8:25     ６年生登校 

 9:15～10:00 卒業式 

 

 

 

 

 

 

10:00～10:45 学級活動 

10:55～    歓送 

式次第 

一同礼 

１  開式のことば 

２  国歌斉唱 

３  卒業証書授与 

４  校長式辞 

５  別れの歌 校歌斉唱 

６  閉式のことば 

一同礼 

※ 運動場を駐車場として開放します。お子様の送迎の際はご利用

ください。 

※ 当日、校舎内に入ること、体育館

付近へ近づくことはご遠慮くださ

い。 

※ 練習の時間を十分とれなかった

ので、内容を変更して卒業式を行い

ます。お子様への負担や時間等を考

慮し、すすめてまいります。 

 



■卒業式で予定していた「よびかけ」より 

今 ６年間の さまざまなできごとを 

思い出します 

 

１年生 

知らない子が たくさんいたけれど 

仲良くなった 

６年生が やさしくしてくれた 

名古屋港水族館の イルカショー 

水しぶきが 気持ちよかった 

２年生 

東小に 転校してきた 

みんなが やさしくしてくれた 

みんなで リニモに乗って 

東山動物園に 行った 

先生に お説教されて泣いた 

「いっしょにあそぼ」って 

言ってくれた子がいた うれしかった 

３年生 

子ども塾で 五平餅を作った 

一輪車に 乗れるようになった 

親に 反抗するようになった 

４年生 

まり先生が 泣いて通知表を渡してくれた 

木曽三川公園へ 行った 

展望台からの景色が きれいだった 

持久走大会で ３位になった 

５年生 

キャンプで バウムクーヘンを作った 

難しかったけれど 楽しかった 

毎日 給食委員会の仕事が あって 

 

 

やりがいが あった 

部活動をしていて 

だんだん うまくなっていくのが 

自分でも 分かった 

 

 

６年生 

修学旅行 龍安寺に感動した 

最後の球技大会で負けて くやしくて泣いた 

体育委員になって 

指令台の上で ラジオ体操をした 

 

この６年間 ケガをすることなく 

学校に通うことが できました 

見守ってくださった 

交通指導員さん 地域の方々  

ありがとうございました 

この６年間で いろいろなことが  

できるように なりました 

私たちを教え はげまし 叱ってくださった 

先生方  

ありがとうございました 

 

そして １２年間 私たちを 

育て 支えてくださった 

お父さん 

お母さん  

おじいさん  

おばあさん  

本当に ありがとうございました 

感謝で 胸が いっぱいです 

 



暖かさが増し、学級花壇のチューリップの葉が日ごとに大きくなってきました。

春の訪れを感じます。 

急な休校措置となり、このようなかたちでの最終通信となってしまいました。 

別れの季節がやってきたのだと少し寂しい気持ちになります。 

さつき・つばさ学級のみなさんの毎日の元気のよい挨拶、そしてすてきな笑顔

に先生たちはパワーをもらっていました。これからもそのすてきな笑顔を忘れず

に、これから出会うたくさんの人に笑顔を届けてほしいと思います。 

  保護者の皆様、一年間子どもたちを元気に登校させていただき、またさまざま

な面でご協力してくださり、ありがとうございました。来年度も引き続き、東小

学校の教育活動にご理解とご協力をお願いします。 

すてきな一年間をありがとうございました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今後の情報は、東小ホームページをご確認ください。 

長久手市立東小学校  

特別支援学級通信

最終号 

   令和２年３月 

4月 7日（火）  始業式 

8：00～8：20  新分団で登校 

           昇降口で通常学級の学級名簿を確認し、 

新しい学級の靴箱に入れる。 

11：20      下校 

〈持ち物〉 

上靴、体育館シューズ 

名札、雑巾 2枚、筆記用具、 

連絡帳、通知表ファイル 

 

家庭学習について 

＊各学年通信に準じます。今年度の復習を中心に学習をさせてください。 

学習用具について 

＊体操服、上靴、体育館シューズのサイズが合っているか、ご確認ください。 

3月 25日（水）臨時登校日              

8：00～8：20 ランドセルで登校 

         修了式、学級活動、机・椅子移動、 

11：20     下校 

〈持ち物〉 

上靴、体育館シューズ 

筆記用具、連絡帳、 

手提げ袋 
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暖かさが増し、学級花壇のチューリップの葉が日ごとに大きくなってきました。

春の訪れを感じます。 

急な臨時休業となり、このようなかたちでの最終通信となってしまいました。 

別れの季節がやってきたのだと少し寂しい気持ちになります。 

さつき・つばさ学級のみなさんの毎日の元気のよいあいさつ、そしてすてきな

笑顔に先生たちはパワーをもらっていました。これからもそのすてきな笑顔を忘

れずに、これから出会うたくさんの人に笑顔を届けてほしいと思います。 

  保護者の皆様、一年間子どもたちを元気に登校させていただき、またさまざま

な面でご協力してくださり、ありがとうございました。来年度も引き続き、東小

学校の教育活動にご理解とご協力をお願いします。 

すてきな一年間をありがとうございました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今後の情報は、東小ホームページをご確認ください。 

長久手市立東小学校 

特別支援学級通信３年 最終号 

令和２年３月 

〈持ち物〉 

上靴、体育館シューズ 

名札、雑巾 2枚、筆記用具、 

連絡帳、通知表ファイル 

 

３月２５日（水） 臨時登校日 
    登校時刻   ８：００～８：２０  ランドセルで登校 
                  修了式、学級活動、机・椅子移動 
   持ち物    上靴、体育館シューズ、筆記用具、連絡帳、手提げ袋 
   下校時刻   １１：２０ 
 

 ４月７日（火） 始業式 
  登校時刻   ８：００～８：２０  ※分団登校 

                 ※昇降口に張られている学級名簿を確認する。 
                  靴は新しい学級の靴箱に入れる。 
                  つばさ教室へ行き、教室で静かに過ごす。 

持ち物    体育館シューズ、上履き、名札、雑巾２枚 
通知表ファイル、筆記用具、連絡帳 

下校時刻   １１：２０ 

 

家庭学習について 

＊プリントを使って、今年度の復習を中心に学習をさせてください。 

学習用具について 

＊体操服、上靴、体育館シューズのサイズが合っているか、ご確認ください。 
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暖かさが増し、学級花壇のチューリップの葉が日ごとに大きくなってきました。

春の訪れを感じます。 

急な臨時休業となり、このようなかたちでの最終通信となってしまいました。 

別れの季節がやってきたのだと少し寂しい気持ちになります。 

さつき・つばさ学級のみなさんの毎日の元気のよい挨拶、そしてすてきな笑顔

に先生たちはパワーをもらっていました。これからもそのすてきな笑顔を忘れず

に、これから出会うたくさんの人に笑顔を届けてほしいと思います。 

  保護者の皆様、一年間子どもたちを元気に登校させていただき、またさまざま

な面でご協力してくださり、ありがとうございました。来年度も引き続き、東小

学校の教育活動にご理解とご協力をお願いします。 

すてきな一年間をありがとうございました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今後の情報は、東小ホームページをご確認ください。 

長久手市立東小学校 

特別支援学級通信４年 最終号 

令和２年３月 

〈持ち物〉 

上靴、体育館シューズ 

名札、雑巾 2枚、筆記用具、 

連絡帳、通知表ファイル 

 

３月２５日（水） 臨時登校日 
    登校時刻   ８：００～８：２０  ランドセルで登校 
                  修了式、学級活動、机・椅子移動 
   持ち物    上靴、体育館シューズ、筆記用具、連絡帳、手提げ袋 
   下校時刻   １１：２０ 
 

 ４月７日（火） 始業式 
  登校時刻   ８：００～８：２０  ※分団登校 

                 ※昇降口に張られている学級名簿を確認する。 
                  靴は新しい学級の靴箱に入れる。 
                  つばさ教室へ行き、教室で静かに過ごす。 

持ち物    体育館シューズ、上履き、名札、雑巾２枚 
通知表ファイル、筆記用具、連絡帳 

下校時刻   １１：２０ 

家庭学習について 

＊学年通信に準じます。今年度の復習を中心に学習をさせてください。 

学習用具について 

＊体操服、上靴、体育館シューズのサイズが合っているか、ご確認ください。 
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暖かさが増し、学級花壇のチューリップの葉が日ごとに大きくなってきました。

春の訪れを感じます。 

急な臨時休業となり、このようなかたちでの最終通信となってしまいました。 

別れの季節がやってきたのだと少し寂しい気持ちになります。 

さつき・つばさ学級のみなさんの毎日の元気のよい挨拶、そしてすてきな笑顔

に先生たちはパワーをもらっていました。これからもそのすてきな笑顔を忘れず

に、これから出会うたくさんの人に笑顔を届けてほしいと思います。 

  保護者の皆様、一年間子どもたちを元気に登校させていただき、またさまざま

な面でご協力してくださり、ありがとうございました。来年度も引き続き、東小

学校の教育活動にご理解とご協力をお願いします。 

すてきな一年間をありがとうございました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆家庭学習について 

 ＊プリントを使って、今年度の復習を中心に学習をさせてください。 

☆今後の情報は、東小ホームページをご確認ください。 

長久手市立東小学校 

特別支援学級通信５年 最終号 

令和２年３月 

〈持ち物〉 

上靴、体育館シューズ 

名札、雑巾 2枚、筆記用具、 

連絡帳、通知表ファイル 

 

３月２５日（水） 臨時登校日 

   登校時刻   ８：００～８：２０  ランドセルで登校 

                  修了式、学級活動、机・椅子移動 

   持ち物    上靴、体育館シューズ、筆記用具、連絡帳、手提げ袋 

   下校時刻   １１：２０ 

４月３日（金） 入学式準備 

   登校時間   ９：００～９：１０  ※分団ごとに時間を合わせて登校 

   場所     体育館集合   ※旧５－２の靴箱に運動靴を入れ、体育館に集合・整列 

   持ち物    体育館シューズ、黄帽子 

   入学式準備  ９：２０～１１：００ 

   下校時刻   １１：20（Ｎバス １１：45） 

 ４月７日（火） 始業式 

   登校時刻   ８：００～８：２０  ※分団登校 

                  ※昇降口に張られている学級名簿を確認する。 

                   靴は新しい学級の靴箱に入れる。 

                   つばさ教室へ行き、教室で静かに過ごす。 

   持ち物    体育館シューズ、上履き、名札、雑巾２枚、通知表ファイル 

          筆記用具、連絡帳 

   下校時刻   １１：２０ 
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