
 
 
 
 
 
 
 

学校再開後の予定について 
 長く臨時休校でしたが，６月からやっと学校が再開されることになりました。今年度は学校行事をはじめ，当

初予定していたことがことごとく中止になっており，大幅な計画変更を余儀なくされています。 

 今後も，新型コロナウイルスの感染状況によっては再度変更になるかもしれませんが，現在のところ決まって

いることをお知らせします。保護者の皆様にはご心配をおかけしますが，事情をご理解の上ご協力ください。 

○ 運動会 

  ５月２３日（土）を１０月２４日（土）に延期。 

  昨年までのような形での開催は，「３密」になるので，実施できても大幅な内容変更を伴うことになる見込み

です。状況によっては中止の可能性もあります。 

○ 土曜参観日 

  ６月２７日（土）に予定していた土曜参観日は１月２３日（土）に延期します。６月２７日はお休みになり

ます。次の月曜（6/29）は通常通り学校があります。 

  代替の参観日は，７月８日（水）を予定しています。地区によって参観時間を変えて人が集まるのをできる

だけ防ぎたいと思っています。詳細は後日お知らせします。また，状況によっては中止の場合もあります。 

○ １学期の期間延長 

  当初は７月１７日（金）に終業式を予定していましたが，７月３１日（金）まで１学期が延長されます。（倉

敷市教育委員会の決定です。）したがって，夏休みは８月１日（土）～８月２５日（火）までとなります。（8/22

は登校日）普通教室のエアコンは今年度から稼働予定です。 

○ 個人懇談 

  ７月２１日～２２日に予定していましたが，1 学期が伸びましたので，８月４日（火）～５日（水）に実施

します。詳細は改めてお知らせします。また，状況によっては中止の場合もあります。 

○ 水泳指導 

  倉敷市教育委員会より「今年度の水泳指導は行わない」旨の通知がありました。健康診断が実施できておら

ず児童の健康・安全が確保できないことや更衣のときに「３密」になってしまうことが理由です。これに伴い，

例年実施されていた学童水泳記録会などもすべて中止となりました。 

○ 時間割 

  授業時間数を少しでも確保するため，３年生以上は水曜日を５校時授業から６校時授業に変更します。水曜

日は掃除をなくして午後の授業を早く始めるので，６校時でも１５時２０分ごろには下校します。 
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The schedule of our school has been changed due to the COVID-19’s affection. 
These are the information about school events at current situation. 
 
*Sports day (Undokai) 
 Postponed until Oct.24th (Sat) 
 To avoid “3-mitsu”, we think we have to change the program. We will inform you the detail 

later. 
 It might be canceled due to the CIVID-19’s affection. 
 
*Parent’s observation day on June (Doyo Sankanbi) 
 Postponed until Jan.23rd (Sat) 2021. June 27th is a day off (No schooling).  
Students will attend the school next Monday (6/29) as usual. 

 Instead, we are going to have a parent’s observation day on July 8th (Wed) 
 We will inform you the detail later. Also, it might be canceled due to the COVID-19’s affection. 
 
*The period of 1st semester 
 Kurashiki Board of Education has decided that 1st semester is until July 31st (Fri). 
 So, Summer vacation is from Aug. 1st (Sat) to 25th (Tue).  
In addition, students will come to school on 8/22 as Tokobi  

 
* Personal talk with classroom teacher (Kojin kondan) 
 Postponed until Aug. 4th (Tue) and 5th (Wed). We will inform you the detail later.  
It might be also canceled due to the COVID-19’s affection. 

 
*Swimming lesson 
 It has been prohibited due to COVID-19’s affection by the board of education so that we can’t 

have swimming lessons this year. 
 Also, student’s record meeting of swimming in Mizushima area has been canceled. 
 
*Time schedule (Jikanwari) 
 Changed the Wednesday’s schedule about 3rd -6th grade students. (5 lessons → 6lessons) 
 We have 6 lessons On Wednesday. So, 3rd-6th grade students will leave our school by 3:20PM. 
 


