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１年生の学校生活について（英語版）

About school life of the 1st grade students

１ 学習について Lesson
（１）授業時間数 lesson hours （１年間で７８２時間）782 hours in a year.

国語 Japanese ２７２時間 hours
算数 mathematics １１４時間 hours
生活 general study １０２時間 hours
音楽 music ６８時間 hours
図工 art and craft ６８時間 hours
体育 PE ９０時間 hours
道徳 morality ３４時間 hours
特別活動 extracurricular activities ３４時間 hours

※ この他に、学校行事（遠足・運動会・健康診断等）、児童行事があります。

※ Plus some events (excursion, sports day, medical checkup, etc.)

（２） 学習内容 Curriculum
日本の小学校で学習する教科と内容です。

These are the lists of subjects and contents at elementary school level in Japan.
1単位時間は 45分間です。 45 minutes per lesson

1 ・ 2年生 1st & 2nd grade.
国語、算数、生活、音楽、図工、体育

Japanese, mathematics, general study, music, art and craft and PE
１．２年生は，社会と理科を合わせて身近な日々の生活のことについて学ぶ「生活」という教

科を学習するので，社会と理科はありません。

There is "general study" instead of social study and science.

3 ・ 4年生 3rd & 4th grade
国語、社会、算数、理科、音楽、図工、体育

Japanese, social study, mathematics, science, music, art and craft and PE

5 ・ 6年生 5th & 6th grade
国語、社会、算数、理科、音楽、図工、体育、家庭

Japanese, social study, mathematics, science, music, art and craft, PE and home
economics

これらの他に道徳，学級活動，総合的な学習の時間もあります。

Also morality, classroom activities, and integrated study



２ 週の計画及び日課表について Weekly and daily schedule
日課表（小学校の例）： Daily schedule（elementary school）

月曜日 ～金曜日 Monday to Friday
朝の活動 Morning activity 8:25 ～ 8 ： 50
朝会 morning assembly
健康観察 Health check
１時限 The 1st period 8 ： 50 ～ 9 ： 35
放 課 Rest time 9 ： 35 ～ 9 ： 45
２時限 The 2nd period 9 ： 45 ～ 10 ： 30
放 課 Rest time 10 ： 30 ～ 10 ： 50
３時限 The 3rd period 10 ： 50 ～ 11 ： 35
放 課 Rest time 11 ： 35 ～ 11 ： 45
４時限 The 4th period 11 ： 45 ～ 12 ： 30
給食 Lunch time 12 ： 30 ～ 13 ： 20
昼放課 Rest time 13 ： 20 ～ 13 ： 40
清掃 Cleaning time 13 ： 40 ～ 14 ： 00
５時限 The 5th period 14 ： 00 ～ 14 ： 45
放 課 Rest time 14 ： 45 ～ 14 ： 55
６時限 The 6th period 14 ： 55 ～ 15 ： 40
帰りの会 Short meeting 15 ： 50
最終下校 Final time to leave school 16 ： 00

３ 登校・下校について Coming school and going home
（１）登校 Coming school

７時４５分（７：４５）・・・通学班ごとに決められた集合場所で集まります。

Meet at the meeting place by groups
７時５０分（７：５０）・・・岩倉団地のチャイムが鳴ったら、出発します。

Leave for school when you hear the sound from Iwakura apartments
（２）下校 Going home

月曜日は、全校そろって通学班で帰ります。

On Monday, all the students go home together by groups
火曜日から金曜日までは、学年そろって帰ります。（４月は、担任が付き添います。）

From Tuesday to Friday, only the same grade-students go home together.
(Teachers will follow the children only in April)

※ 通学路 The way to come to school
学校から帰るときは，朝，来た通学路を通って帰るようにしてください。

Please use the same way to come school and go home.
病気や家庭の都合で欠席や遅刻をする場合は、必ず学校へ連絡してください。手紙でも、電話で

も結構です。連絡がないと担任の先生は大変心配をします。

Please let us know if you will be absent or late by letter or telephone. We will be worried
about your child if there is no information.



４ 週の計画及び日課表について Weekly plan

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

Monday Tuesday Wednes Thursday Friday
day

８：２５～ ８：４０ 朝 会 morning 朝の活動 Morning activity
assembly

８：４０～ ８：５０ 朝の会 morning assembly

Ⅰ ８：５０～ ９：３５

Ⅱ ９：３５～１０：３０

Ⅲ １０：５５～１１：４０

Ⅳ １１：５０～１２：３５

１２：３５～１３：２５ 給食 lunch time

１３：２５～１３：４０ 昼休み Rest time

１３：４０～１３：５５ 清掃 Cleaning time

Ⅴ １４：００～１４：４５

Ⅵ １５：００～１５：４５

下校時刻 全校 １・２年 １～３年 １年 １～２年

Time to leave school １５：００ １５：００ １５：００ １４：０５ １４：０５

３～６年 ４～６年 ２～６年 ３年

１６：００ １６：００ １５：００ １５：００

４年隔週

１５：００

１６：００

４～６年

１６：００

下校の時刻は、学年によって違います。学校でいろいろな行事があるときは、下校時刻が変わるこ

とがありますので、その日にどんなことがあるかをよく確認しておいてください。もし、帰りが遅くて心配

なときは学校へ連絡してください。

The time to leave school is different by the grade. Sometimes there will be a change
because of the event or something, so please check the schedule especially on those days.
Please let us know if you have any questions.


