3 月 13 日（ 金）学 校安心 メー ルで配 信済み

令和２年３月 １３ 日
東岩槻小学校 保護者

様

児童の受入れについて（ 新型コロナウイルス感染症 拡大防止に係る 臨時休業の継続に係る児童の受入れ ）
さいたま市立 東岩槻小 学校長
１

受け入れ る日時
・３月１６ 日（月） ～３月１９日 （木 ）８ ：３０～１５ ：３０
・３月２ ３日（月 ）～３月２６ 日（木 ） ８：３０～１ ２：００

２

受け入れ る児童
・お子様が自宅等 で過 ごすことが適 当でない と考えられる 場合（例：現在、放課 後児童ク
ラブ・放課後 等デイサ ービスを利用 している お子様の保護 者で仕事 を休めない場 合、保
護者が入院加 療中等で お子様の面倒 を見るこ とが困難な場 合 ）であ り、現状でお 子様を
受け入れる施 設の目途 が立っておら ず、受け 入れ先がない 児童。

３ 送迎につ いて
（１）保 護者の方 が児 童と一緒に来 校し 、昇 降口横のイン ターホン でお知らせく ださい 。その
後、受付場 所（ 昇降口 ）まで 、児童と お越し ください。その際 、「 ①体温記録票 のご提
出」と「②受け入れに ついての申請 書 のご記 入」をしていただ き、検温などの健 康観察
をいたします 。そ の際 、微熱等 の体調不 良が ある場合は 、お引 き取 りいただくこ とをご
理解ください 。
（２）お 迎えにつ いて も、保護 者の方に 来校 していただき 、昇 降口 横のインター ホンでお 知ら
せください。 その後、 受付場所 まで お越しく ださい。
（３）学校で の受け入 れ終了後に放 課後児 童 ク ラ ブ に 行 く 場 合 は 、 通 常 の 通 所 方 法 と し ま す 。
（４）交 通安全上 、防 犯上の心配が あるため 、児童だ けで学校 へ来 させることは 絶対にし ない
でください 。また 、児 童だけで帰ら せること はできません ので 、必 ず保護者の方 のお迎
えをお願いし ます。
４ 持ち物に ついて
（１）昼食（ 昼食の時 間まで学校 の 受け入れ を活用する 場 合は持参 させてくださ い。 ）
（２）水筒（ 水、お茶 など、児童が 飲むため のものをご用 意くださ い。）
（３）上履き
（４）学習用具（授業 は 行いません。外遊 びな ども行いませ ん。基本 的に自習にな りますの で、
自分で学習で きる計算 ドリルや漢字 ドリル、 教科書、本な ど を持参 させてくださ い 。）
（５）体温記 録票（朝 の体温を記入 しておい てください。 ）
（６）普 段の学校 での 約束と同様 、学習 に不 要なゲーム機 などは 、持ってこない ようにお 願い
します。
５ 備考
（１）次のような 症状 が一つでもあ る場合は 、自宅で休養させ てく ださい。また、学校で この
ような症状に なった場 合は、保護者 の方へ連 絡をして迎え に来てい ただきます。
①風邪の症状 （微熱、 のどの痛み、 せき、嘔 吐、頭痛、下 痢、腹痛 など）
②３７ ．５度以 上の発熱（解 熱剤を飲 み続けなけれ ばならな い場合も同様 ）
③強い だるさ（ 倦怠感）や息 苦しさ（ 呼吸困難）
（２）３月１ ６日（月 ）～３月２６ 日（木） の期間は、Ｐ ＴＡ旗振 り当番はあり ません。
（３）児童 の症状や医 療機関の受診 結果など で心配な点が ありまし たら、学校 にお知らせ く だ
さい。
６

学校の連 絡先
臨時休校中の 学校との 連絡は、以下 の方法で お願いします 。
（１）学校の 電話
（０４ ８－７９ ４－１５８４ ）
（２）学校の ＦＡＸ
（０４ ８－７９ ５－０３６９ ）
（３）学校の ＨＰアド レス （http://higashiiwatsuki-e.saitama-city.ed.jp/）

