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保護者の皆様には、コロナウイルス感染症防止対策としての休校措置の延長に御理解・御協力

をいただき、誠に感謝申しあげます。

５／７（木）～５／２９（金）に課題等の回収日・配布日を 3回設定しましたので、お知らせ

します。

下の①と③の日は、校庭を駐車場にします。南側から左折で入って、北側からお帰りください。

①５／８（金） → 学校に来てください。

※１０：００～１３：００または、１４：３０～１７：３０のどちらかに来てください。

（保護者と児童で教室まで来てください。新しい課題を配ります。）

（持ってくるもの：家でやった課題。前に配布した袋（再利用します）。健康観察カード

未提出の書類など）

（１年生は朝顔の鉢、2年生はミニトマトの鉢、3年生はホウセンカの土を持って帰って

らうので、それをいれる袋）

②５／１５（金） → 職員が、家のポストに課題を入れにいきます。

（直接、話をしたい方はあらかじめ学校に電話をしてください。）

※児童館や学童保育・放課後デイサービスを利用している場合は、南児童館・デイサービス

に担任が行って渡します。

③５／２５（月） → 学校にきてください。

※１０：００～１３：００または、１４：３０～１７：３０のどちらかに来てください。

（保護者と児童で教室まで来てください。新しい課題を配ります。）

（持ってくるもの：家でやった課題。前に配布した袋（再利用します）。健康観察カード）
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コロナウイルスで がっこうの おやすみが つづきます。きょうりょくしてくれて ありが

とうございます。 ５／７（木）～５／２９（金）のよていを おしらせします。

①と③は、がっこうのにわを ちゅうしゃじょうに します。

①５／８（金） → がっこうに きてください。

※１０：００～１３：００または、１４：３０～１７：３０のどちらかにきてください。

（おやこで きょうしつに きてください。あたしい しゅくだいを くばります。）

（もってくるもの：いえ家でやったしゅくだい。しゅくだいがはいっていたふくろ。

けんこうかんさつカード。）

（１ねんせいは、あさがお。2ねんせいは、みにとまと。３ねんせいは、ほうせんか。を

もってかえってください。）

②５／１５（金） → せんせいが、いえのぽすとに しゅくだいを いれにいき

ます。

（たんにんのせんせいと はなしをしたいひとは、まえのひまでに がっこうに でんわを

してください。）

※がくどう、ほうかごでいさーびすに いっているひとは、みなみじどうかん、でいさーび

すに せんせいがいって わたします。

③５／２５（月） → がっこうにきてください。

※１０：００～１３：００または、１４：３０～１７：３０のどちらかにきてください。

（おやこで きょうしつに きてください。あたしい しゅくだいを くばります。）

（もってくるもの：いえ家でやったしゅくだい。しゅくだいがはいっていたふくろ。

けんこうかんさつカード。）
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・・・コロナたいさく ここからポルトガルご・・・
Agradecemos aos pais, a cooperação, sobre o prolongamento da
suspensão das aulas como medida de prevenção ao contágio ao
coronavírus. Seguem abaixo, as novas programações.

7/Maio(5ª.F) ~ 29/Maio(6ª.F): neste período, estabelecemos 3 dias para
coleta e distribuição de deveres de casa, conforme abaixo.

Nos dias ① ~ ③, liberaremos o pátio escolar como estacionamento
provisório. Favor entrar pelo portão SUL virando para a esquerda, e
sair pelo portão NORTE.

① 8/Maio(6ª.F): Favor vir até a escola.
※ Das 10:00 ~ 13:00hs, ou das 14:30 ~ 17:30hs.
(Favor entrar na escola, junto com o pai ou responsável, e ir para a
respectiva classe. Serão distribuídas novas tarefas.)
(TRAZER: Lições de casa feitas. Envelope verde grande de
e os papéis, questionários, formulários, etc., que ainda não foram
apresentados à escola.)
distribuição para reutilização. Cartão de controle da temperatura,
(a 1ª. série, deve levar o vaso de planta(flor Asagao), a 2ª. série,
deve levar o vazo de mini-tomate, e a 3ª. série, deve levar o vaso de
flor de balsamina, portanto favor as pessoas da 1ª.,2ª. e 3ª. série,
devem trazer um saco plástico para acondicionar o seu vaso.)

② 15/Maio(6ª.F): Os professores irão levar as tarefas nos lares, para
por nas caixas de correspondencias. (as pessoas que desejam falar
com os professores pessoalmente, devem telefonar e marcar antes.)
※ Para crianças que usam o Jidoukan, Gakudouhoiku, ou Houkago
Day Service, os professores irão até o Minami Jidoukan e Day
Service, para entregar as tarefas.

③ 25/Maio(2ª.F): Favor vir até a escola.
※ Das 10:00 ~ 13:00hs, ou das 14:30 ~ 17:30hs.
(Favor entrar na escola, junto com o pai ou responsável, e ir para a
respectiva classe. Serão distribuídas novas tarefas.)
(TRAZER: Lições de casa feitas. Envelope verde grande de
distribuição para reutilização. Cartão de controle da temperatura.)


