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日頃は、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
さて、2020年度に、学校での学習内容の基準となる「学習指導要領」が改訂されます。

この改訂により3～ 6年生の年間授業時間数が増えるため、学校行事等を見直し、授業時

間数を確保する必要が出てきました。
そこで、本校では、2019年度から2020年度に渡り、学校行事等の見直しを行つていき

ます。2019年度 (来年度)は、以下のようにいたしますのでお知らせいたします。

1家庭訪問体年度は6副 を中止・個人懇談を年2回 線年度は7月と
"励

に変更
これまでの家庭訪間は、学校が地域ごとに訪問日を指定して実施してきました。

そのため日程調整が難しく、期間内に全ての保護者との懇談を終えることができ
ないこともありました。家庭訪間を個人懇談に変更することで、日程調整がしやす
くなるとともに、下校時亥Jを 13:15か ら13:45にでき、授業時間の確保にもつなが
ります。

2 学級懇談針PTA学級集会を1本年度は4月
17月 .2月

)を 2回 1来年度は4月と2月 )に変更
これまでの学級懇談会 ,PTA学 級集会は、年に 3回行つてきま したが、来年度

は 7月 に個人懇談を行 うため、4月 と2月 の 2回 とします。学級懇談会・PTA学
級集会 と同日に行つていた授業参観は 6月 に行います。

3 夏季ホil指導を申止
これまでの夏季水泳指導は、夏季休業中に、中 。高学年の希望者のみに実施 して

きました。しかし、温暖化の影響でこの時期は酷暑が続きます。本年度も、環境省
が示す熱中症指数が連 日「危険レベル」となり、予定 していた 3日 間の うち、中学

年は 1日 、高学年は 3日 全てを中止 しました。授業時間数の確保にはつなが りませ

んが、児童の安全確保を考え、次年度以降の実施は見合わせたいと思います。

4 芸術鑑賞会を隔年実施に変更
これまでの芸術鑑賞会は、毎年 2学期に劇団を招いて演劇鑑賞を行つてきました。

2019年度は学芸会の実施を予定しており、多くの指導時間を要します。そこで、
‐
児

童が演劇を行 う学芸会のある年度は演劇鑑賞を行わず、授業時間を確保したいと思
います。学芸会のない年度 (展覧会を行 う年度)には演劇鑑賞を行う予定です。

5 違足|ペア遠足)を中止
これまでの遠足は、 1・ 6年生、 2・ 4年生、 3・ 5年生がペアとな り、ペア学年

の交流を目的に行つてきました。次年度は、遠足 とい う形ではなく、モーニングタイ
ム (授業前の時間)に行 うペア集会を充実 させ ることで、ペア学年の交流を図つてい

きたいと思います。校外学習 (生活科の探検、社会科の工場見学等)につきま して
‐は、これまで通 り各学年で計画 し、実施 していきます6-´  ―       ,
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※ 今現在の予定です。

変更になる可能性もありますので、各種お便 りでご確認 ください。
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