
平成31(2019)年度に
向けて

１．小学校の学習内容が変わります
・国が定めている小学校の学習内容（学習指導要領）が改訂され、
それに基づいた教育活動が2020年度から行われます。

・今年度からは、その準備期間としての学習活動が展開されています。

平成30(2018)年度 平成31(2019)年度 2020年度
（新しい学習内容の準備期間） （新しい学習内容の準備期間） （新しい学習内容の完全実施）

今年度 次年度

■特別の教科「道徳」の開始 ■３・４年生
外国語活動 完全実施

■３・４年生 外国語活動（15時間実施） （35時間）
■５・６年生 外国語活動（50時間実施） ■5・6年生

外国語科 完全実施
（70時間）

この２年間で、学年間の履修内容調整を行います。３
年生以上の学習内容に加除修正があります。大きな変

更のある４・５年生の算数については、平成31(2019) ■改訂のポイント（視点）

年度 教科書の他に『補助教材』を用いて学習します。 ・プログラミング的思考の育成

・主体的で対話的な学びの展開

・言語能力の確実な育成

※低学年の外国語活動は、国の規定に定められていませんが、 ・初等中等教育の一貫した学びの

３年生へのつながりを鑑み、本校独自に実施しています。 充実

・学習評価における視点の整理

２．伴って… ３年生以上の学習時間が増えます
平成29年度まで 平成30年度・平成31年度 2020年以降

１年 年間 850 時間
２年 年間 910 時間

３年 年間 945 時間 年間 960 時間 年間 980 時間
４年 年間 980 時間 年間 995 時間 年間 1015 時間
５年 年間 980 時間 年間 995 時間 年間 1015 時間
６年 年間 980 時間 年間 995 時間 年間 1015 時間

※上記は国の基準です。本校では毎年、この時間を上回る学習時間を確保しています。

北広島市立

大曲東小学校
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３．伴って… 時間割・日課を変更しています

【60分授業】を行っています
■学習時間増に対応するため、石狩管内の全小学校では、３年生
以上の５または６時間目を15分延長し、60分授業とします。

【北広島市における６０分授業実施教科】 北広島市内の小学校では、準備期間にあたる今年度から、週１回
体育・家庭科（実習）・図工・総合・音楽・書写（毛筆） の60分授業を行っています。2020年度からは、週２～３回の60

分授業が想定されます。

平成30・31年度 時間割
月 火 水 木 金

北広島市の小中一貫教育実施を受けて、今年度からは、 A日課 A日課 B日課 A日課 A日課
大曲小学校と時間割を揃えています。 １年 ５時間 ５時間 ５時間 ５時間 ５時間

２年 ５時間 ５時間 ５時間 ６時間 ５時間
３年 ５時間 ６時間 ５時間 ６時間 ５時間
４年 ５時間 ６時間 ５時間 ６時間 ６時間
５年 ５時間 ６時間 ５時間 ６時間 ６時間
６年 ５時間 ６時間 ５時間 ６時間 ６時間

※ ６０分授業
※月曜日の５校時終了後 【５～６年生 クラブ活動・４～６年生 児童会活動】を行います。

次年度の下校時刻は、
今年度と同じです。 【下校時刻】 A日課５時間 → 14:30下校

A日課６時間 → 15:20下校
火曜日６時間 → 15:35下校 ６校時６０分授業

B日課５時間 → 14:05下校 帰りの会後フッ化物洗口あり

B日課６時間 → 14:55下校

４．次年度 行事予定
『平成31(2019)年度 年間行事予定表』は

３月中旬に配付予定です。

・１学期始業式・入学式 ４月 ６日（土） ※８日（月）振替休業

確定している大きな ・４月参観日（土曜授業） ４月20日（土） ※土曜授業のため、振替休業なし

行事は右の通りです。 ・家庭訪問 ４月24日（水）、25日（木）、26日（金）、５月８日（水）、９日（木）、10日（金）

・運動会 ６月 １日（土）

【北広島市 土曜授業】 ・５年宿泊学習 ６月27日（木）～28日（金）

・夏休み ７月27日（土）～８月19日（月）①４月20日（土）
・６年修学旅行 ９月10日（火）～11日（水）※12日（木）６年休業日

②７月20日（土）
・学習発表会 10月26日（土）

③11月16日（土）
・PTAバザー 11月16日（土） ※土曜授業日に実施④２月１日（土）
・冬休み 12月21日（土）～１月14日（火）

土曜授業の振替休業日はありません。 ・第28回卒業式 ３月19日（木）

・修了式 ３月25日（水）



５．学用品・ノート規格 新しい学年のスタートに向けて準備しましょう。

安全面から、かばんは背負うものに

しましょう。

【 ランドセルを奨励しています 】

【ノート規格】

国 語 社 会 算 数 理 科 家 庭
１年 （１学期分は学校一括購入） （１学期分は学校一括購入）

２学期～ ２学期～
12マス 17マス

リーダー入り （横12マス）
２年 15マス 17マス

リーダー入り （横12マス）
３年 18マス 方眼5mm 方眼5mm 方眼5mm

リーダー入り (10mm実線入り) (10mm実線入り) (10mm実線入り)

４年 15行 方眼5mm 方眼5mm 方眼5mm
リーダー入り (10mm実線入り) (10mm実線入り) (10mm実線入り)

５年 15行 ヨコ罫７mm 方眼5mm ヨコ罫７mm ヨコ罫７mm
リーダー入り （A罫大学ノート） (10mm実線入り) （A罫大学ノート） （A罫大学ノート）

６年 ヨコ罫７mm ヨコ罫７mm 方眼5mm ヨコ罫７mm ヨコ罫７mm
（A罫大学ノート） （A罫大学ノート） (10mm実線入り) （A罫大学ノート） （A罫大学ノート）

※５・６年「家庭」のノートは、家庭科の他に保健や学級の活動などにも活用します。

【筆入れの中身】
筆入れは用具を取り出しやすいシンプルな

物にします。キーホルダーはつけません。

必要以上に大きい筆入れ・ぬいぐるみのよう

な筆入れ等は、学校では使用しません。

■けずった鉛筆５～６本
１～３年は２BかB ４～６年はBかHB

※筆圧が弱い場合は、上記よりも濃い鉛筆を推奨します
■学習用 消しゴム１個
白色でよく消えるもの。

ケースのキャラクター柄はOK。

■筆入れに入る 定規１本
折りたたみ式は不可。透明でノートの罫線

が見えるものが望ましい。

■油性のネームペン１本

■赤・青鉛筆１本（１～３年）

■ボールペン（４～６年）
赤・青・その他一色

一体型は、黒を含め４色までのもの。

■蛍光ペン１本（３～６年）
色は問いません。

【お道具箱の中身】※お道具箱は、学校のものを使用します。
■クーピー（色鉛筆）
■【１・２年】クレヨン
■紅白帽子（体育帽子）
■とびなわ

【お道具袋の中身】
■のり お道具袋は巾着型で

■はさみ 床につかないもの。

■セロテープ フックから床までは、

■【３年以上】ホチキス およそ４０cmです。

【その他】
■ぞうきん机用・床用（『洗濯ばさみ』も）
■習字セット・絵の具セットの中身（不足はありませんか？）
■エプロン・三角巾（巾着袋に入れます）
■名札… 新しい物を購入する場合は『本と文具の

みなみ』（大曲末広２丁目１－６）でお願いします。
120円です。



６． 特別の教科「道徳」 の評価について
この３月にお渡しする「３学期あゆみ」についてのお知らせです。

今年度より、「道徳」が教科化され、
教科書を用いて年間３５時間（１年生は年間
３４時間）の学習を行っています。

本校では、２年前から道徳の教科化を
見据えた実践に取り組んできました。
学習の様子は、参観日や節目節目にお
子さんがご自宅に持ち帰っている「道
徳ノート（ファイル）」でもご覧いた
だいたことと思います。

全学年
「３学期あゆみ」の中で、
道徳の学習に関するお子さんの様子を
文章でお伝えします。

「特別の教科 道徳」の時間の評価は
このような視点で行い、お伝えします。

〇他の教科のように数値や ■他の児童と比較した評価は
３段階での評価は行わず、 行いません。
文章でお伝えします。

■心の内面を評価するものではありません。
〇道徳の時間における、学習状況の変化
や成長の様子をお伝えします。 ■道徳的な価値をどれだけ理解できたのか

を評価するものではありません。
〇道徳の時間における、見方・考え方の
変化や成長の様子についてお伝えしま ■児童の道徳的な行為（ゴミを拾った・人
す。 助けをした 等）を評価するものではあり

りません。
「特別の教科 道徳」の評価は、日常の
学校生活全般（言動）の評価ではなく、 道徳的な行動のよさは、あゆみの【通信
あくまでも道徳の学習時間に関する評 欄や行動の記録】でお伝えします。
価です。


