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日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

要請訪問・学力向上 S＆U 国分寺中 文 化 の 日

応援団訪問 薬小祭

吉田東小 吉東小フェスティバ

ル・ボラ感謝の会

蔵王祭 吉田西小

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

児童表彰祇園小 栄養教諭・学校栄養 ALT研修 緑小 下地区主幹教諭・教 古山小祭

１４：００～ 職員研修会 要請訪問 務主任研修会 細谷小祭

S＆U 石橋北小 ９:00～ 国分寺東小 （壬生町城址公園） 学習発表会石橋北小

下小教研 Ｂ部会 S＆U 薬師寺小 １３：３０～ 国小ふれあい祭り

児童表彰 就学時健診 祇園小

国分寺西小９：００～

国分寺小１０：３０～

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

児童表彰 第２回小中一貫教育 共同訪問 細谷小 定例教育委員会 第２回学校図書館教 第２回子ども未来プ

吉田西小 推進委員会 S＆U 祇園小 第４回社会科副読本 育活用研究会 ロジェクト生徒会交

９：２０～ １４：００～ S＆U 国分寺西小 活用研究会 １５：００～ 流会 １３：３０～

国分寺東小 特別支援学級小中合 １５：００～ 児童表彰 古山小 石小祭

１０：３５～ 同レクリエーション １３：４０～

大会(南河内体育館)

８：５０～

１９ 20 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

第２回中学校英 下地区人権教育研修 幼小連絡協議会第３ S＆U 吉田西小 小中一貫教育地域説

語授業研修 会(大平公民館） 回研修会授業研究会 勤労 感 謝 の 日 明会 南河内中体育

１４：３０～ １３：３０～ （わかば保育園） 館 １５：３０～

S＆U 吉田東小 ９：４５～ パワーアップ講座

S＆U 古山小 安足地区

２６ ２７ ２８ ２９ 30

要請訪問 古山小 第２回 道徳教育研 S＆U 緑小 要請訪問

市定例校長会議 究会 １５：００～ S＆U 国分寺小 南河内第二中

９：００～ S＆U 国分寺東小 スクールアシスタン

ゆうがお café ト(介助)研修会

１７：３０～ １５：００～

※１１月１日現在の予定です。詳細は文書で御確認ください。

※時間のみ記載の研修会の場所は、市役所になります。

※市教育研究所主催行事 市関係行事 学校関係行事 その他

朝夕も冷え込んで秋も深まり、晴れた日の空は高くどこまでも青く、澄んだ空気のはるか遠くには

きれいな山々を眺めることができます。何をするにもよい季節、先生方はどのような秋を過ごされる

でしょうか。今月の予定には、特にＳ＆Ｕや要請訪問、各種研修会が多く見られ、「研修の秋」とな

りそうです。スキルアップに研修は大切ですが、健康にはくれぐれもご留意ください。
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学習指導要領の改訂に伴う移行措置の内容
教科等ごとの取扱い
①平成 30年度から新学習指導要領により実施。
・・・小･中学校：総合的な学習の時間、特別活動
・・・小学校：道徳科

②指導する学年の変更などにより指導内容に留意。※各教科の留意内容は下記の表のとおり
・・・小学校：国語、社会、算数、理科、外国語活動
・・・中学校：国語、社会、数学、理科、保健体育

③新学習指導要領より実施が可能。
・・・小学校：生活、音楽、図画工作、家庭、体育
・・・中学校：音楽、美術、技術･家庭、外国語、道徳

④平成 31年度から新学習指導要領により実施。
・・・中学校：道徳科

全面実施の年度を見通し、

指導内容の確認をお願いし

ます。

新学習指導要領にスムーズに移行できますよう、内容を

御確認の上、来年度からの御指導をお願いいたします。

【小学校】移行措置の内容

教科 平成 30年度 平成 31年度
・第 4学年 ・第 4、5学年

国語 新学習指導要領の学年別漢字配当表に配当 新学習指導要領の学年別漢字配当表に配当
されている漢字を指導 されている漢字を指導

・第 3学年
「災害」については「火災」を扱う

・第 5学年 ・第 5学年
社会 現行学習指導要領「我が国の位置と領土」 現行学習指導要領「我が国の位置と領土」

を省略 を省略
→新学習指導要領「世界における我が国の →新学習指導要領「世界における我が国の

国土の位置、国土の構成、領土の範囲」に基 国土の位置、国土の構成、領土の範囲」に基
づき指導 づき指導
・第 3～ 5学年 ・第 3～ 5学年
「量と測定」に「メートル法」を追加 「量と測定」に「メートル法」を追加

・第 3学年 ・第 4学年
算数 「接頭語（キロ(k)やミリ(m）について触 「数と計算」に「小数を用いた倍」を追加

れる 「数量関係」に「簡単な割合」を追加
・第 5学年
「量と測定」に「速さ」を追加
「分数の計算」を省略（小 6で履修）

・第 4学年 ・第 4学年
「光電池の働き」を省略（小 6で履修） 「光電池の働き」を省略（小 6で履修）

・第 5学年
理科 「水中の小さな生物」を省略（小 6で履

修）
・第 6学年
「電気による発熱」を省略（中 2で履修）

・第 3、4学年
新学習指導要領 第 4章第 2の 2〔第 3・4学年〕(1)イ(ｱ)、(3)①の事項は必ず扱う。
（ⅰ） 英語の音声やリズムなどに慣れ親しむ
（ⅱ） 日本語との違いを知り、 日本語との違いを知り、 言葉の面白さや豊かに気付く

外国語 (ⅲ) 聞くこと及び話すこと［やり取り］［発表］の言語活動 の一部
活動 ・第 5、6学年

新学習指導要領 第 2 章第 10 節の 2〔第 5・6 学年〕(1)ア、イ(ｱ)、エ(ｱ)e、f、エ(ｲ)
(3)①イ、オの事項は必ず扱う。
（ⅰ） 音声、活字体の大文字と小文字
（ⅱ） 文及び文構造の一部
(ⅲ) 読むこと及び書くことの言語活動の一部

中学校は次ページ
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【中学校】移行措置の内容

教科 平成 31年度 平成 32年度
・第 1学年 ・第 1、2学年

国語 漢字を追加(20字) 漢字を追加(20字)
【都道府県名に用いる漢字と読み書き】 【都道府県名に用いる漢字と読み書き】
茨、媛、岡、潟、岐、熊、香、佐、埼、崎、滋、鹿、 茨、媛、岡、潟、岐、熊、香、佐、埼、崎、滋、鹿、
縄、井、沖、栃、奈、梨、阪、阜、 縄、井、沖、栃、奈、梨、阪、阜、・第 1学年

「共通語と方言の果たす役割について理解すること｣
を追加

・地理的分野及び歴史的分野の授業時数
新学習指導要領の規定により両分野に適切に配当

・｢世界の諸地域｣(地理)に｢世界の様々な地域の調査｣を併せる
社会 ・内容の取扱いは新学習指導要領による

(歴史)｢世界の古代文明｣｢ユーラシアの変化｣｢ヨーロッパ人来航の背景｣｢市民革命｣
・平成 30 年度～平成 32 年度の内容の取扱いは新学習指導要領による
(地理)｢領域の範囲や変化とその特色｣
(歴史)｢富国強兵・殖産工業政策｣
(公民)｢世界平和と人類の福祉の増大｣

・第 1学年 ・第 1学年
｢数と式｣に｢素数の積｣を追加 ｢資料の活用｣に｢統計的確率｣を追加
｢資料の活用｣に｢累積度数｣を追加 ・第 2学年

算数 ｢誤差や近似値、ａ×10
ｎ

の形の表現｣を省略（中 3 ｢資料の活用｣に｢四分位範囲｣｢箱ひげ図｣を追加
で履修）

・第 1学年 ・第 1学年
｢力の働き｣に｢２力のつり合い｣を追加 ｢力の働き｣に｢２力のつり合い｣を追加
｢火山と地震｣に｢自然の恵みと火山災害・地震災 ｢火山と地震｣に｢自然の恵みと火山災害・地震災

理科 害｣を追加 害｣を追加
｢圧力｣のうち｢水圧｣を省略（中 3で履修） ｢圧力｣のうち｢水圧｣を省略（中 3で履修）

｢植物の生活と種類｣に｢動物の仲間｣を追加
｢圧力｣｢葉・茎・根のつくりと働き｣を省略(中 2，3
で履修)

・第 2学年
｢静電気と電流｣に｢放射線の性質と利用｣を追加
｢日本の気象｣に｢自然の恵みと気象災害｣を追加
｢生物の変遷と変化｣を省略（中 3で履修）

・第 1学年 ・第 1学年
(体育)｢運動やスポーツの楽しみ方｣を追加 (体育)｢運動やスポーツの楽しみ方｣を追加

保健 ｢運動やスポーツの学び方｣を省略（中 2で履修） ｢運動やスポーツの学び方｣を省略（中 2 で
体育 (保健)｢主体と環境｣｢調和のとれた生活｣を追加 履修）

(保健)｢主体と環境｣｢調和のとれた生活｣を追加
・第 2学年
(保健)｢生活習慣病｣｢薬物乱用など｣を追加

＜参考＞文部科学省ホームページ

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387780.htm「小中学校学習指導要領の改定の伴う移行措置の概要」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm「新学習指導要領等」

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387780.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm

