
令和２年５月８日 

保護者 様 

府中市立府中第五中学校 

校 長  酒  井     泰 

 

   臨時休業の延長に伴う「個別の課題配布・提出日」の予定について 

 

今般の新型コロナウイルスの感染症拡大防止対策のための様々な取組へのご理解、ご協力をいただき

誠にありがとうございます。下記の通り、臨時休業中の各学年の「個別の課題配布・提出日」の予定に

ついてお知らせいたしますので、ご確認の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

５月１１日(月) (３年生) 

Ａ組 午前 8 時 30 分～午前 9 時 10 分      Ｃ組 午前 9 時 20 分～午前 10 時 00 分 

 

 

 

 

 

Ｂ組 午前 10 時 10 分～午前 10 時 50 分     Ｄ組 午前 11 時 00 分～午前 11 時 40 分 

 

 

 

 

 

  (内 容) 副教材配布、提出物回収、学習課題配布、その他 

 (持ち物) 大きめのカバン、筆記用具、提出物、他に指示されたもの 

 (服 装) 標準服  

 

５月１２日(火) (２年生) 

Ａ組 午前 8 時 30 分～午前 9 時 10 分      Ｃ組 午前 9 時 20 分～午前 10 時 00 分 

 

 

 

 

 

Ｂ組 午前 10 時 10 分～午前 10 時 50 分     Ｄ組 午前 11 時 00 分～午前 11 時 40 分 

 

 

 

 

 

  (内 容) 副教材配布、提出物回収、学習課題配布、その他 

 (持ち物) 大きめのカバン、筆記用具、提出物、他に指示されたもの 

 (服 装) 標準服   

午前８時３０分～８時４０分 出席番号 １番～１０番 

午前８時４０分～８時５０分 出席番号１１番～２０番 

午前８時５０分～９時００分 出席番号３１番～４０番 

午前９時００分～９時１０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前９時２０分～９時３０分  出席番号 １番～１０番 

午前９時３０分～９時４０分  出席番号１１番～２０番 

午前９時４０分～９時５０分  出席番号３１番～４０番 

午前９時５０分～１０時００分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前１０時１０分～１０時２０分 出席番号 １番～１０番 

午前１０時２０分～１０時３０分 出席番号１１番～２０番 

午前１０時３０分～１０時４０分 出席番号３１番～４０番 

午前１０時４０分～１０時５０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前１１時００分～１１時１０分 出席番号 １番～１０番 

午前１１時１０分～１１時２０分 出席番号１１番～２０番 

午前１１時２０分～１１時３０分 出席番号３１番～４０番 

午前１１時３０分～１１時４０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前８時３０分～８時４０分 出席番号 １番～１０番 

午前８時４０分～８時５０分 出席番号１１番～２０番 

午前８時５０分～９時００分 出席番号３１番～４０番 

午前９時００分～９時１０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前９時２０分～９時３０分  出席番号 １番～１０番 

午前９時３０分～９時４０分  出席番号１１番～２０番 

午前９時４０分～９時５０分  出席番号３１番～４０番 

午前９時５０分～１０時１０分 出席番号４１番～５１番 

 

 

午前１０時１０分～１０時２０分 出席番号 １番～１０番 

午前１０時２０分～１０時３０分 出席番号１１番～２０番 

午前１０時３０分～１０時４０分 出席番号３１番～４０番 

午前１０時４０分～１０時５０分 出席番号４１番～５１番 

 

 

午前１１時００分～１１時１０分 出席番号 １番～１０番 

午前１１時１０分～１１時２０分 出席番号１１番～２０番 

午前１１時２０分～１１時３０分 出席番号３１番～４０番 

午前１１時３０分～１１時４０分 出席番号４１番～５０番 

 

 



５月１３日(水) (１年生) 

Ａ組 午前 8 時 30 分～午前 9 時 10 分      Ｃ組 午前 9 時 20 分～午前 10 時 00 分 

 

 

 

 

 

Ｂ組 午前 10 時 10 分～午前 10 時 50 分     Ｄ組 午前 11 時 00 分～午前 11 時 40 分 

 

 

 

 

 

  (内 容) 副教材配布、提出物回収、学習課題配布、その他 

 (持ち物) 大きめのカバン、筆記用具、提出物、他に指示されたもの 

 (服 装) 標準服  

 

５月１８日(月) (３年生) 

Ａ組 午前 8 時 30 分～午前 9 時 10 分      Ｃ組 午前 9 時 20 分～午前 10 時 00 分 

 

 

 

 

 

Ｂ組 午前 10 時 10 分～午前 10 時 50 分     Ｄ組 午前 11 時 00 分～午前 11 時 40 分 

 

 

 

 

 

  (内 容) 提出物回収、学習課題配布、その他 

 (持ち物) 大きめのカバン、筆記用具、提出物、他に指示されたもの 

 (服 装) 標準服   

 

５月２０日(水) (１年生) 

Ａ組 午前 8 時 30 分～午前 9 時 10 分      Ｃ組 午前 9 時 20 分～午前 10 時 00 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午前８時３０分～８時４０分 出席番号 １番～１０番 

午前８時４０分～８時５０分 出席番号１１番～２０番 

午前８時５０分～９時００分 出席番号３１番～４０番 

午前９時００分～９時１０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前９時２０分～９時３０分  出席番号 １番～１０番 

午前９時３０分～９時４０分  出席番号１１番～２０番 

午前９時４０分～９時５０分  出席番号３１番～４０番 

午前９時５０分～１０時００分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前１０時１０分～１０時２０分 出席番号 １番～１０番 

午前１０時２０分～１０時３０分 出席番号１１番～２０番 

午前１０時３０分～１０時４０分 出席番号３１番～４０番 

午前１０時４０分～１０時５０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前１１時００分～１１時１０分 出席番号 １番～１０番 

午前１１時１０分～１１時２０分 出席番号１１番～２０番 

午前１１時２０分～１１時３０分 出席番号３１番～４０番 

午前１１時３０分～１１時４０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前８時３０分～８時４０分 出席番号 １番～１０番 

午前８時４０分～８時５０分 出席番号１１番～２０番 

午前８時５０分～９時００分 出席番号３１番～４０番 

午前９時００分～９時１０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前９時２０分～９時３０分  出席番号 １番～１０番 

午前９時３０分～９時４０分  出席番号１１番～２０番 

午前９時４０分～９時５０分  出席番号３１番～４０番 

午前９時５０分～１０時００分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前１０時１０分～１０時２０分 出席番号 １番～１０番 

午前１０時２０分～１０時３０分 出席番号１１番～２０番 

午前１０時３０分～１０時４０分 出席番号３１番～４０番 

午前１０時４０分～１０時５０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前１１時００分～１１時１０分 出席番号 １番～１０番 

午前１１時１０分～１１時２０分 出席番号１１番～２０番 

午前１１時２０分～１１時３０分 出席番号３１番～４０番 

午前１１時３０分～１１時４０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前８時３０分～８時４０分 出席番号 １番～１０番 

午前８時４０分～８時５０分 出席番号１１番～２０番 

午前８時５０分～９時００分 出席番号３１番～４０番 

午前９時００分～９時１０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前９時２０分～９時３０分  出席番号 １番～１０番 

午前９時３０分～９時４０分  出席番号１１番～２０番 

午前９時４０分～９時５０分  出席番号３１番～４０番 

午前９時５０分～１０時００分 出席番号４１番～５０番 

 

 



５月２０日(水) (１年生) 

Ｂ組 午前 10 時 10 分～午前 10 時 50 分     Ｄ組 午前 11 時 00 分～午前 11 時 40 分 

 

 

 

 

 

  (内 容) 提出物回収、学習課題配布、その他 

 (持ち物) 大きめのカバン、筆記用具、提出物、他に指示されたもの 

 (服 装) 標準服  

 

５月２１日(木) (２年生) 

Ａ組 午前 8 時 30 分～午前 9 時 20 分      Ｃ組 午前 9 時 20 分～午前 10 時 10 分 

 

 

 

 

 

Ｂ組 午前 10 時 10 分～午前 11 時 00 分     Ｄ組 午前 11 時 00 分～午前 11 時 50 分 

 

 

 

 

 

  (内 容) 提出物回収、学習課題配布、その他 

 (持ち物) 大きめのカバン、筆記用具、提出物、他に指示されたもの 

 (服 装) 標準服  

 

５月２５日(月) (３年生) 

Ａ組 午前 8 時 30 分～午前 9 時 10 分      Ｃ組 午前 9 時 20 分～午前 10 時 00 分 

 

 

 

 

 

Ｂ組 午前 10 時 10 分～午前 10 時 50 分     Ｄ組 午前 11 時 00 分～午前 11 時 40 分 

 

 

 

 

 

  (内 容) 提出物回収、学習課題配布、その他 

 (持ち物) 大きめのカバン、筆記用具、提出物、他に指示されたもの 

 (服 装) 標準服   

 

午前１０時１０分～１０時２０分 出席番号 １番～１０番 

午前１０時２０分～１０時３０分 出席番号１１番～２０番 

午前１０時３０分～１０時４０分 出席番号３１番～４０番 

午前１０時４０分～１０時５０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前１１時００分～１１時１０分 出席番号 １番～１０番 

午前１１時１０分～１１時２０分 出席番号１１番～２０番 

午前１１時２０分～１１時３０分 出席番号３１番～４０番 

午前１１時３０分～１１時４０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前８時３０分～８時４０分 出席番号 １番～１０番 

午前８時４０分～８時５０分 出席番号１１番～２０番 

午前８時５０分～９時００分 出席番号３１番～４０番 

午前９時００分～９時１０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前９時２０分～９時３０分  出席番号 １番～１０番 

午前９時３０分～９時４０分  出席番号１１番～２０番 

午前９時４０分～９時５０分  出席番号３１番～４０番 

午前９時５０分～１０時１０分 出席番号４１番～５１番 

 

 

午前１０時１０分～１０時２０分 出席番号 １番～１０番 

午前１０時２０分～１０時３０分 出席番号１１番～２０番 

午前１０時３０分～１０時４０分 出席番号３１番～４０番 

午前１０時４０分～１０時５０分 出席番号４１番～５１番 

 

 

午前１１時００分～１１時１０分 出席番号 １番～１０番 

午前１１時１０分～１１時２０分 出席番号１１番～２０番 

午前１１時２０分～１１時３０分 出席番号３１番～４０番 

午前１１時３０分～１１時４０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前８時３０分～８時４０分 出席番号 １番～１０番 

午前８時４０分～８時５０分 出席番号１１番～２０番 

午前８時５０分～９時００分 出席番号３１番～４０番 

午前９時００分～９時１０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前９時２０分～９時３０分  出席番号 １番～１０番 

午前９時３０分～９時４０分  出席番号１１番～２０番 

午前９時４０分～９時５０分  出席番号３１番～４０番 

午前９時５０分～１０時００分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前１０時１０分～１０時２０分 出席番号 １番～１０番 

午前１０時２０分～１０時３０分 出席番号１１番～２０番 

午前１０時３０分～１０時４０分 出席番号３１番～４０番 

午前１０時４０分～１０時５０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前１１時００分～１１時１０分 出席番号 １番～１０番 

午前１１時１０分～１１時２０分 出席番号１１番～２０番 

午前１１時２０分～１１時３０分 出席番号３１番～４０番 

午前１１時３０分～１１時４０分 出席番号４１番～５０番 

 

 



５月２７日(水) (１年生) 

Ａ組 午前 8 時 30 分～午前 9 時 10 分      Ｃ組 午前 9 時 20 分～午前 10 時 00 分 

 

 

 

 

 

Ｂ組 午前 10 時 10 分～午前 10 時 50 分     Ｄ組 午前 11 時 00 分～午前 11 時 40 分 

 

 

 

 

 

  (内 容) 提出物回収、学習課題配布、その他 

 (持ち物) 大きめのカバン、筆記用具、提出物、他に指示されたもの 

 (服 装) 標準服  

 

５月２８日(木) (２年生) 

Ａ組 午前 8 時 30 分～午前 9 時 20 分     Ｃ組 午前 9 時 20 分～午前 10 時 10 分 

 

 

 

 

 

Ｂ組 午前 10 時 10 分～午前 11 時 00 分     Ｄ組 午前 11 時 00 分～午前 11 時 50 分 

 

 

 

 

 

  (内 容) 提出物回収、学習課題配布、その他 

 (持ち物) 大きめのカバン、筆記用具、提出物、他に指示されたもの 

 (服 装) 標準服  

 

６月１日(月) 学校再開(全学年) 

 午前８時２０分までに登校してください。当日の時程や持ち物等は後日連絡します。 

 

＜保護者の皆様へ＞ 

①このお知らせは５月８日(金)時点のものであり、今後の状況変化により変更することも 

 あります。 

 ②「個別の課題配布・提出日」の登下校に当たっては、「三密の状態」になるのを防ぐ目的

で出席番号による登校時刻の細分化を図っています。 

③臨時休業期間中に、生徒の健康状態や課題の進捗状況などを確認するために担任から電話

等による連絡を取らせていただく場合がありますのでご理解をいただきますようお願い

いたします。 

午前８時３０分～８時４０分 出席番号 １番～１０番 

午前８時４０分～８時５０分 出席番号１１番～２０番 

午前８時５０分～９時００分 出席番号３１番～４０番 

午前９時００分～９時１０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前９時２０分～９時３０分  出席番号 １番～１０番 

午前９時３０分～９時４０分  出席番号１１番～２０番 

午前９時４０分～９時５０分  出席番号３１番～４０番 

午前９時５０分～１０時００分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前１０時１０分～１０時２０分 出席番号 １番～１０番 

午前１０時２０分～１０時３０分 出席番号１１番～２０番 

午前１０時３０分～１０時４０分 出席番号３１番～４０番 

午前１０時４０分～１０時５０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前１１時００分～１１時１０分 出席番号 １番～１０番 

午前１１時１０分～１１時２０分 出席番号１１番～２０番 

午前１１時２０分～１１時３０分 出席番号３１番～４０番 

午前１１時３０分～１１時４０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前８時３０分～８時４０分 出席番号 １番～１０番 

午前８時４０分～８時５０分 出席番号１１番～２０番 

午前８時５０分～９時００分 出席番号３１番～４０番 

午前９時００分～９時１０分 出席番号４１番～５０番 

 

 

午前９時２０分～９時３０分  出席番号 １番～１０番 

午前９時３０分～９時４０分  出席番号１１番～２０番 

午前９時４０分～９時５０分  出席番号３１番～４０番 

午前９時５０分～１０時１０分 出席番号４１番～５１番 

 

 

午前１０時１０分～１０時２０分 出席番号 １番～１０番 

午前１０時２０分～１０時３０分 出席番号１１番～２０番 

午前１０時３０分～１０時４０分 出席番号３１番～４０番 

午前１０時４０分～１０時５０分 出席番号４１番～５１番 

 

 

午前１１時００分～１１時１０分 出席番号 １番～１０番 

午前１１時１０分～１１時２０分 出席番号１１番～２０番 

午前１１時２０分～１１時３０分 出席番号３１番～４０番 

午前１１時３０分～１１時４０分 出席番号４１番～５０番 

 

 


