
生活科指導計画・評価計画（第1学年）

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 気 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1
入学式を振り返り，先生や上級生と
かかわったことや友達の思いを知
り，学校生活への期待を高める。

わくわく　どきどき  しょうがっこう（とびら）
○入学式を思い出し，上級生がしてくれたこと，
友達になったこと，担任の先生のことなど，心
に残っていることを発表する。
○「とびら」の歌を聞き，歌の意味について考え
たり，歌ったりして活動への意欲づけをする。

○ ○

入学式で心に残ったことを発
表したり，友達の発表を聞い
たりして，入学式での人との
かかわりを思い出している。
（関）
【発】【聞】
入学式を思い出し，先生や
上級生，友達とのかかわり
や自分の思いを言葉で表現
している。（考）
【発】【行】

児童が思ったことを
話せる雰囲気をつく
る。

1

幼稚園や保育園と学校の違いに気
付き，学校生活への期待や喜びを
高めるようにする。また，自ら安全
に登下校しようとする意欲をもつこ
とができるようにする。

（きょうから　１ねんせい）
○児童が思い描いている学校の様子，保育所
や幼稚園との違い，初めて見たことなどを話し
合う。
○登下校の様子や危険な場所，安全を守ってく
れている人などについて話し合う。

○

保育園や幼稚園と学校とを
比べ，違いや同じところを見
つている。
安全な登下校について考え
ている。（気）
【発】【行】

一方的な指導ではなく、児童の今
までの経験をもとに行う。
事前に登下校で誰にあったか話す
ことを伝えておく。

1

○学校生活を支える生活のリズム
に気付く。
○トイレや靴箱など学校の施設や
設備の使い方を知り，実際にできる
ようにする。

（はじめまして　なかよくしてね）
○登校してからの一日の生活について話し合
う。
○トイレや靴箱，傘立てなど学校の施設や設備
の使い方を知り，実際に使ってみる。

○

学校に生活のリズムルール
があることに気付いている。
（気）
【発】【行】

児童の経験をもとに
指導する。

3

友達と一緒に遊んだり，活動したり
する楽しさを味わうとともに，仲よく
するためのマナーやルールがある
ことに気付く。

ともだちいっぱいだいさくせん
○自己紹介や握手をして，友達を増やす。
○友達と一緒に仲よく遊ぶ。
○友達と一緒に歌ったり，絵を描いたりして，楽
しむ。

○ ○

友達に関心をもち，挨拶など
を適切にして，かかわろうと
している。（関）
【発】【行】【聞】
友達になるために，どのよう
な言葉をかけたらよいか考
えている。（考）
【発】【行】【聞】

担任が自己紹介をし、親しみを持
てるようにする。
友だちの事を知りたいと言う意欲
を高め、自己紹介に繋げる。

2

学校内を探検し，校内にいる人々に
出会い，出会った人に挨拶をした
り，話を聞いたりすることができるよ
うにする。

みんなで  みに　いこう
○先生と一緒に，校内を巡り，探検をするとき
のマナーを実際に知る。
○出会った人に挨拶をしたり，話を聞いたりす
る。

○ ○

学校の施設や先生に関心を
ももち挨拶などマナーを大切
にしてかかわろうとしてい
る。（関）
【発】【行】【聞】
施設の位置や特徴，役割な
どがわかる。
出会った人への挨拶などの
マナーがあることに気付いて
いる。（気）
【発】【行】【聞】

活動のイメージを持
たせ、仕事中の人へ
の配慮に気付かせる
ようにする。

3

グループで校内の施設や設備を探
検し，校内にはいろいろな部屋があ
り，教室にはない設備や道具がある
ことに気付き，絵や言葉で表現でき
るようにする。

がっこうたんけんにいこう
○まだ見ていないところや，もう一度行ってみた
いところがあることを話し合い，もう一度行く計
画を立てる。
○グループを作り，探検の約束について話し合
う。
○グループで校内の施設や設備を，諸感覚を
使いながら探検する。
○探検をして気付いたことや見つけたものを絵
や言葉で表現したり，実物を見せ合ったりす
る。
○探検をして，気になることやもっと知りたいこ
とを話し合う。

○ ○

友達と一緒に学校の施設や
そこで働く多くの教職員に繰
り返しかかわろうとしている。
（関）
【発】【行】【聞】
学校の施設やそこにある設
備や道具などについて，絵
などに素直に表現している。
（考）
【行】【作】【聞】

まだ行っていない部
屋があることに気付
かせ、期待を持たせ
る。
探検の見通しを持た
せ、探検の約束を指
導する。

3

グループごとに，気になることやもっ
と知りたいことについて目的をもっ
て校内を探検し，そこで出会う人と
かかわり，役割や働きに関心をもつ
ことができるようにする。

もっとたんけんしよう
○気になることやもっと知りたいことをどのよう
にしたらわかるかについて話し合い，再度探検
する計画を立てる。
○人に聞く時の約束について話し合う。
○グループで自分たちの知りたいことについて
調べに行く。
○探検してわかったことを伝え合う。

○ ○

探検して気になることやもっ
と知りたいことについて，校
内で働く人に質問し，かか
わっている。（関）　【発】【行】
【聞】
学校を支えている人々の存
在や働きに気付いている。
（気）
【発】【行】【聞】

部屋の様子やいる人
について目を向ける
ようにさせる。

2

校庭にある設備や場所など，自分
にとって楽しそうなところをみつけ，
友達に伝えることができるようにす
る。

こうていをたんけんしよう
○休み時間に，校庭で遊んだことを思い出し，
楽しそうなところを発表する。
○校庭を探検し，自分のお気に入りの場所を
探す。
○お気に入りの場所を友達に伝える。

○ ○

自分のお気に入りの場所や
設備の位置がわかり，なぜ
気に入っているのかを話して
いる。（考）
【発】【行】【聞】
自分の気に入っている校庭
にある施設の位置や特徴，
役割に気付いている。（気）
【発】【行】【聞】

情報交換をしながら
思い出させるように
する。

単元名 わくわく　どきどき  しょうがっこう

単
元
目
標

①友達と一緒に学校の中や校庭を歩き，友達や先生，上級生など学校の人とのかかわりを深めながら，一緒に生活する楽しさを味わうとともに，学校の施設や，学校生活を支えてく
れている人たちのことがわかり，楽しく安全に生活できるようにする。
②通学路や安全を守っている人に関心をもち，安全な登下校ができるようにする。

4



2
学校探検で見つけたことをかいた
カードをもとに話し合い，活動を振り
返ることができるようにする。

みんなでつたえあおう
○これまでかいた絵やカードを見ながら，活動
を振り返る。
○みんなにわかるように伝え方を考えたり，絵
をかいたりして発表の準備をする。
○かいた絵などをもとに，仲よくなった人やお気
に入りの場所について発表したり，せいかつか
ノートに書いたりする。
★学習したことを家庭や地域へとつなげる活動
として，家族に学校の様子を伝える。

○ ○

学校の施設や人々の様子に
ついてわかったことを友達に
伝えている。（考）
【発】【行】【聞】
学校の施設の位置や特徴，
役割，学校を支えている
人々の存在や働きなどに気
付いている。（気）
【発】【行】【聞】

情報交換をしながら
思い出させるように
する。

2

学校や通学路には，安全を守る設
備があり，安全を守る人々がいるこ
とに気付き，自らも安全に気をつけ
ることができるようにする。

がっこうの　あんぜん
つうがくろの　あんぜん
○安全を守るものやそれがあるところについて
確認し，どのような役割をするのか，また，安全
な行動について話し合う。
○登下校の際に，通学路の危険な箇所につい
て振り返り，安全を守る設備や安全を守る人，
安全な行動について話し合う。

○ ○

安全を守る設備や人々を見
つけようとしている。（関）
【発】【行】【聞】
安全を守る設備や，安全を
守る人の存在に気付くととも
に自らの安全な行動につい
て気付いている。（気）
【発】【行】【聞】

児童の経験や振り返
りをもとに話し合
う。

20

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 気 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

交通安全に気をつけて野原や公園
に行き，諸感覚を使って春を感じな
がら生き物を探したり，それらとか
かわって友達と仲よく遊んだりする
ことができるようにする。

はるを  みつけに　いこう
○野原や公園までの安全な行き方や，きまりに
ついて話し合う。
○友達と一緒に生き物や樹木，草花などとふ
れ合って遊んだり，出会った人たちとかかわっ
たりしながら楽しく遊ぶ。
○諸感覚を使って自然物にはたらきかけながら
春を感じたり，自然の様子に気付いたりする。
○見つけた春のことや楽しかったことを友達に
伝える。

○ ○

友達と一緒に生き物や樹
木，草花などとふれ合って遊
び，楽しんでいる。（関）
【発】【行】【聞】
生き物や樹木，草花を観察
している。（考）
【発】【行】【聞】

実際と異なる子ども特有
の名称・地名を大切にす
る。

2

春の自然物に関心をもち，友達と草
花のあるところを探したり，草花を
使って楽しく遊んだりすることができ
るようにする。

くさばなで　あそぼう
○公園にある草花での遊びを紹介したり調べ
たりして，野原や公園に行く計画を立てる。
○野原や公園に行って，草花遊びをする。
○楽しかった遊びのことを友達に紹介する。
○見つけた春のことや楽しかった遊びのことを
絵や文にして表したり，せいかつかノートに書
いたりする。
★学習したことを家庭や地域へとつなげる活動
として，家族と一緒に草花遊びをしたり，ほかの
草花遊びを教えてもらったりする。

○ ○

草花で楽しく遊ぶ方法を考え
ている。（考）
【発】【行】【作】【聞】
草花で楽しく遊べることやそ
の草花の特徴や不思議さに
気付いている。（気）
【発】【作】【聞】【自】

教師自身が子どもと一緒
に遊んだり、危険がない
か見まわったりする。
活動場所で紹介し合うこ
とで活動や遊びが広がり
かかわりが深まるように
する。

0
見つけたり捕まえたりした生き物に
ついて調べ，発見したり，知ったりす
ることができるようにする。

はるの　ずかん
○見つけた生き物の名前を（教科書や図鑑で）
調べたり，観察したりする。
○驚いたことや不思議に思ったことを伝える。

評価なし

3

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 気 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1
育ててみたい植物について話し合
い，栽培への意欲を高められるよう
にする。

きれいに　さいてね　わたしの　はな（とびら）
○「とびら」の歌を聞き，歌の意味について考え
たり，歌ったりして活動への意欲づけをする。
○「なんのたねかな？」のクイズをもとに，花と
種について話し合い,草花に関心をもつ。
○植物を育てた経験を想起し，栽培活動のイ
メージをつかむ。
○育てたい花や育てるために必要なものを話し
合う。

○ ○

植物について関心をもち，栽
培への意欲を高めている。
（関）
【発】【行】
栽培に必要なものを考えて
いる。（考）
【発】【行】

栽培の時期や準備や世
話など全体像をつかめる
ようにする。

1

土作りなどを行い，栽培の準備をし
て種まきをすることができるようにす
るとともに，種を観察して特徴をつ
かみ，種や種まきの様子を絵や文
で表現することができるようにする。

たねを　まこう
○育てる種を観察し，気付いたことを発表し合
う。
○観察した種の様子を，絵や文で表す。
○種まきのやり方を知り，用意した容器や花壇
に種をまく。
○種まきをした気持ちを発表し，これからの世

○

種の特徴に気付いている。
（気）
【発】【行】

諸感覚を使う方法を知ら
せる。

1

植物の世話を続けるとともに，芽が
出た様子を観察し，気付いたことや
感じたこと，考えたことを絵や文で
表現することができるようにする。

めを　よく　みよう
○成長の様子を伝え合い，発芽した喜びを味
わう。
○発芽の様子や思ったことを，絵や文で表す。

○
発芽に気付いている。（気）
【発】【行】【作】

毎日の変化に注意させ
る。

単
元
目
標

①自分自身で植物の種をまいたり苗を植えたりして育てることによって，それらの成長の変化に気付き，継続して世話ができるようにする。
②植物を育てる活動を通して，植物も自分たちと同じように生命をもっていることを感じ取り，親しみをもって世話をすることができるようにする。

4

単元名 （はるを　みつけに　いこう）

単
元
目
標

野原や公園で，生き物や樹木，草花などに諸感覚を使ってふれ合い，自然遊びの楽しさや自然の不思議さに気付き，春の遊びを楽しむことができるようにする。

4

単元名 きれいに　さいてね  わたしの　はな

4



1
成長の様子に関心をもち，それに合
わせた世話の仕方を知り，開花へ
の期待を高めるようにする。

まいにち  せわを　しよう
○前と比較して変化しているところを見つける
ように観察する。
○成長に合わせて，世話の仕方を考えたり調
べたりする。
○支柱を立てる方法を知り，用意した支柱を立
てる。
○成長の変化の様子がわかるように，絵や文
章で表す。

○ ○

植物の成長に関心をもち，
世話をしている。（関）
【行】【作】【聞】
植物の様子や毎日の世話の
大切さに気付いている。（気）
【発】【行】【作】

教科書や経験をもとに、
支えが必要なことに気付
かせる。

2
開花の喜びをカードなどに表現する
ことができるとともに，花や葉を使っ
た遊びを楽しむ。

はなを　よく　みよう
○開花の様子を観察し，まいた種から植物が
成長した喜びを絵や文で表す。
○押し花や色水作りなど，花や葉を使った遊び
を楽しむ。
●発展的な学習内容として，花で作った色水
に，レモンや石鹸，ほかの花の色水などを混ぜ
て，色の変化を観察する。

○ ○

開花を喜び植物を使った遊
びを楽しんでいる。（関）
【発】【行】【作】
開花の様子を，自分なりに
表現している。（考）
【発】【行】【作】

蕾の観察から、次の日の
変化に気付くようにす
る。
教科書や資料を参考に
遊びを選ばせる。

1
できた種を観察して成長をまとめ，
育てた喜びが味わえるようにする。

たねとりを　しよう
○種ができる様子を観察し，成長の喜びを絵や
文で表す。
○草花の育ってきた様子を振り返り，観察カー
ドをまとめたり，せいかつかノートに書いたりす
る。
○枯れてしまった草花を抜き，植木鉢や花壇を
整える。
★学習したことを家庭や地域へとつなげる活動
として，草花で作った作品を，家族に見せたり

○ ○

植物を育てたことに満足し，
片づけをしている。（関）
【発】【行】【作】
種の様子や成長の喜びを自
分なりに表現している。（考）
【発】【行】【作】

世話を続けた自分肯定
感を感じるようにする。

1

アサガオの種の気持ちになって，成
長していく様子を考え，命がつな
がっていることに気付くことができる
ようにする。

たねの　きもちに  なろう
たねに　なって  みよう
○アサガオが種から成長していく様子を振り返
る。
○種になったつもりで，それぞれの場面の気持
ちを考える。
○役を決めて，グループで発表し合う。

○

植物にも命があることに気付
いている。（気）
【発】【行】【作

種になったつもりで想像
させる。

1

球根を観察して特徴をつかみ，いろ
いろな方法で育てるとともに，絵や
文で表現することができるようにす
る。

もっと　さかせたいね
（11月～３月）
る。
○育てたい植物の球根を選び，球根を観察し
て，気付いたことや思ったことを絵や文で表す。
○植え方を知り，準備を整え，花壇や植木鉢に
植える。
○世話の仕方を知り，継続的に世話と観察を
する。
○開花の様子を観察し，球根から植物が成長

○

球根で育つ植物があること
に気付いている。（気）
【発】【行】【作】

種から栽培した経験と比
較して考えるようにする。

9

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 気 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

春の野原や公園で遊んだことを思
い出し，夏になってどのように様子
が変わったか関心をもち，遊びに
行ってみたいという思いをもつこと
ができるようにする。また，夏だから
楽しめる遊びに興味をもつことがで
きるようにする。

なつと  ともだちに　なろう（とびら）
○「とびら」の歌を歌い，活動への意欲づけをす
る。
○とびらの写真を見たり，「だれがぬいだのか
な」のクイズをしたりして，夏のイメージを広げ
る。
○春の野原や公園の様子と比べて，どのように
変わったか予想し，生活の中で変化したことな
どを考える。

○

してみたい遊びを考えようと
している。（関）
【発】【聞】

春と夏のとびらを活用し
て話し合う。
暑さを生かした水遊びに
も目を向けるようにする。

1

雨の日や雨上がりの生き物の様子
を調べたり，遊びを工夫したりしな
がら，季節の変化を楽しむことがで
きるようにする。

あめの  ひを　たのしもう
○雨や晴れの日の現象や様子を調べたり，自
分の生活がどのように変わるか話し合ったりす
る。
○雨の日にできる外遊びをしたり，雨の日の虫
の様子を調べたりする。

○

雨の日の生き物や，地面や
空気の様子に気付いてい
る。（気）
【発】【聞】

事前に、各家庭に長靴
や着替えの用意を知ら
せておく。

3
夏の野原や公園で生き物を探した
り，夏を感じながら遊んだりすること
ができるようにする。

なつを  みつけに　いこう
○春に行った野原や公園を想起しながら，どん
な遊びをしたいか計画を立てる。
○諸感覚を使って生き物を探して遊んだり，公
園で出会った人とふれ合ったりする。
○気付いたことや楽しかったことを絵や文にし
て表したり，発表したりする。

○ ○ ○

野原や公園にいる生き物を
探したり捕まえたりしようとし
ている。（関）
【発】【行】【聞】
諸感覚を使って虫のいる場
所を予想しながら探し方を工
夫している。（考）
【発】【行】【作】【聞】
夏の野原や公園の様子が変
わっていることに気付いてい
る。（気）
【発】【作】【聞】

春の公園の様子やした
遊びを思い出しながら計
画を立てたり話し合うよう
にさせる。

3
土や砂，水を使って遊びを工夫し
て，友達と一緒に楽しむことができ
るようにする。

なつと　あそぼう
○どんな遊びをしたいか，話し合い，遊びのイ
メージをふくらませ，必要な道具などを準備す
る。
○晴れた日に水遊びや砂遊びをして楽しむ。
○遊んで楽しかったことや，発見したことなどを
せいかつかノートに書いたり，発表したりする。
★学習したことを家庭や地域へとつなげる活動
として，野原に家族と一緒に行き，活動したこと
や見つけた生き物を家族に伝える。

○ ○ ○

水遊びや砂遊びを友達と一
緒に楽しんでいる。（関）
【発】【行】【聞】【自】
土や砂，水を使って，遊びを
考えている。（考）
【発】【行】【聞】【作】
土や砂，水を使って遊べるこ
とに気付いたり，遊びを創り
出すおもしろさに気付いたり
している。（気）
【発】【作】【聞】

川など水に入る時は、怪
我の防止や滑り止めの
ため靴のまま入る。

4

単元名 なつと  ともだちに　なろう

単
元
目
標

①野原や公園，校庭で，生き物や樹木，草花などに諸感覚を使ってふれ合ったり，水や土，砂などの遊びを楽しんだりして，自然遊びの楽しさや，自然の不思議さに気付き，夏の遊
びや生活を楽しむことができるようにする。
②春から夏への季節の変化とともに，自分の生活も変化していくことに気付き，生活を工夫することができるようにする。

4



1
夏休みにしてみたいことやがんばり
たいことを話し合い，夏休みの計画
を立てることができるようにする。

たのしみだねなつやすみ
○夏休みにどんな行事や楽しみがあるか話し
合いながら期待を高める。
○夏休みに自分が取り組みたいことや，がんば
りたいことを話し合う。
○夏休みの生活のリズムについて考える。
○夏休みに自分が取り組んだことや，がんばっ
たことを発表する。

○

夏休みにがんばりたいこと
や気をつけることを考えてい
る。（考）
【発】【聞】

書く家庭の様子について
配慮して発言のを促す。
家族旅行など大きな計
画だけでなく多様な視点
から取り組みたいことを
考えさせる。

9

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 気 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

学校探検や学校の中で見つけた生
き物たちを思い出し，校庭の生き物
たちに興味をもつことができるよう
にする。

なかよく　なろうね  小さな　ともだち（とびら）
○学校探検のときに，飼育小屋で出会った生き
物を思い起こす。
○校庭の生き物，これまでに飼ったことがある
生き物について話し合う。
○生き物に会える場所を話し合う。
○校庭の生き物に会いに行く。
○「とびら」の歌を歌ったり，「だれの足かな？」
のクイズをしたりして，飼育への意欲を高める。

○ ○

生き物たちと遊んでみたい，
生き物たちを飼ってみたいな
どと，生き物とかかわろうとし
ている。（関）
【発】【行】
学校の中にはいろいろな生
き物がいることに気付いてい
る。（気）
【発】【行】

これまでの活動を想起さ
せながら話し合わせる。

2

飼育動物や校庭の生き物にふれ
合ったり，えさをあげたりすること
で，その生き物の命を感じ取るとと
もに，その生き物の気持ちになって
やさしく接することができるようにす
る。

なかよく　なろう
○生き物と遊ぶときに，気をつけることについ
て話し合う。
○生き物を触ったり抱いたりしてふれ合う。
○自分たちでできる生き物の世話の仕方を話
し合う。

○ ○

生き物とふれ合い世話の仕
方を考えている。（考）
【発】【行】（【作】）
生き物たちも私たちと同じよ
うに生きていることに気付い
ている。（気）
【発】【行】【作】

命あるものとして優しく触
れ合わせる。
生き物の気持ちになって
考えさせる。

社会見学
「茅沼憩いの家」を通
して昆虫採集、学級
での飼育を行う。

4

飼育動物にふれ合ったり世話をした
りすることで，その生き物たちも自
分と同じように生きていることに気
付くとともに，命を大切にすることが
できるようにする。

じぶんたちでそだてよう
○生き物の気持ちを考えながらふれ合う。
○生き物の世話をして，食べ物やすみかを考え
る。
○世話をしたり遊んだりしながら，生き物の行
動や成長を観察する。
○生き物について気付いたことを絵や文で表
現する。

○ ○ ○

生き物の変化の様子に関心
をもって世話をしようとしてい
る。（関）
【行】
生き物とふれ合ったり，世話
をしたりしながら，気付いた
ことや楽しさを表現してい
る。（考）
【発】【行】【作】
生き物とふれ合ったり，世話
をしたりして，生き物も私た
ちと同じように生きていること
に気付いている。（気）
【発】【行】【作】
　

歩く時、えさを食べる時
など色々な場面を観察さ
せる。
継続的な飼育につなが
ることを考えさせる。

社会見学
「釧路動物園」を通し
てモルモット・羊・ウ
サギなど飼育動物と
のふれあいを行う。

3

生き物にふれ合ったり，世話をした
りしたことについて，自分なりに考え
たり，工夫したり，振り返ったりして，
それを素直に表現することができる
ようにする。

生きものの ようす
生きものの  気もちに　なろう
○生き物の世話をしたときの出来事や生き物
の様子についてを思い出し，話し合う。
○「生き物のきもちになろう」をもとに，世話をし
た生き物の気持ちを想像し，発表する。
○生き物とのかかわりや，生き物の様子を自分
の考えた方法で表す。
○活動を振り返り，せいかつかノートに書く。
★学習したことを家庭や地域へとつなげる活動
として，家の人に自分が学校で飼育している生
き物を紹介する。

○ ○ ○

世話をしてきた生き物とのか
かわりを振り返ろうとしてい
る。（関）
【発】【行】【聞】
世話をしてきた生き物とのか
かわりを振り返り，生き物の
ようすや生き物の気持ちなど
について，自分なりの方法で
表現している。（考）
【発】【行】【作】
上手に世話ができるように
なったことに気付いている。
（気）
【発】【行】【作】【自】

振り返りシートなどを使
いこれまでの活動を想起
させる。

10

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 気 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

秋の野原や公園の様子がどのよう
に変わったのか関心をもち，遊びに
行きたいという思いをもつことができ
るようにする。また，秋にできる遊び
について期待をもつことができるよ
うにする。

あきと  ともだちに　なろう(とびら)
○「とびら」の歌を歌い，活動への意欲づけをす
る。
○とびらの写真を見たり，「だれのズボンか
な？」のクイズをしたりして，秋のイメージを広
げる。
○生活の中で見つけた秋を発表する。
○秋の野原や公園は，夏と比べて，どのように
変わったか予想をする。

○

秋の野原や公園でしてみた
い活動を考えている。（関）
【発】【行】【聞】

見つけた落ち葉や木の
実を教室に持ってくるよ
うにする。

2
秋の野原や公園で生き物を探した
り，秋を感じながら遊んだりすること
ができるようにする。

あきを  見つけに　いこう
○秋の野原や公園に行く計画を立てる。
○春や夏に虫を見つけた場所で虫を探したり，
虫の鳴き声をたよりにすみかを探したりする。
○木の実や落ち葉を集め，色や形で分類して
みたり，その場でできる自然遊びを楽しんだり
する。
○気付いたことや心に残っていることを絵や文
にして表す。

○ ○

諸感覚を使って，虫を探した
り，木の葉や木の実を使った
遊びを考えたりしている。
（考）
【発】【行】【作】【聞】
秋の野原や公園の様子が変
わっていることに気付いてい
る。（気）
【発】【行】【聞】

春や夏の経験を生かし
て計画を立てたり遊びを
考えたりできるようにす
る。

単元名 あきと  ともだちに　なろう

4

単元名 なかよく　なろうね  小さな　ともだち

単
元
目
標

①小動物や昆虫など身近な生き物に関心をもち，すすんでふれ合うことができるようにする。
②自分自身で世話の仕方を調べたり世話をしたりして，その生態や成長，変化に気付くとともに，生き物も自分たちと同じように生命をもっていることや生き物の命を大切に感じ，親
しみをもって世話をすることができるようにする。

4

単
元
目
標

①野原や公園で，生き物や，木の実や葉に諸感覚を通してふれ合い，それらを使って遊び，自然遊びの楽しさや自然の不思議さに気付き，秋の遊びを楽しむことができるようにす
る。
②季節の変化を通して，自分の生活も変化していくことに気付き，生活を工夫することができるようにする。
③自然物や身のまわりのものから，いろいろなものを作ったり遊んだりして，その楽しさを伝え合うことができるようにする。

4



3

見つけた木の実や葉，草の実の名
前や特徴を調べて気付いたことを発
表し，自然物のおもしろさや不思議
さへの関心を高めるようにする。

たからものが  いっぱい
○野原や公園で，木の実や木の葉，草の実な
どを集める。
○集めた木の実や葉を見比べたり，木の実や
木の葉がどの木から落ちたのかを探したりし
て，いろいろな種類があることへの関心を高め
る。
○見つけた木の実や葉，草の実の名前や特徴
を教科書や図鑑で調べたり，観察したりする。
○気付いたことやわかったことを発表する。

○ ○ ○

いろいろな木の葉や木の実
がどの木から落ちたのかを
調べようとしている。（関）
【発】【行】【聞】
木の実や木の葉，草の実に
ついて，感じたことや考えた
ことを自分の言葉で表現して
いる。（考）
【発】【行】【作】【聞】
秋になると，木の葉の色が
変わるものがあることや木の
実や，草の実ができることに
気付いている。（気）
【発】【行】【作】【聞】

色弱児童への配慮。
図鑑や絵本などを用意
し、意欲的に調べられる
ようにする。
色・形・手触りなど様々な
特徴に目を向けさせる。

3

木の実や葉などを使って遊んだり，
簡単なおもちゃを作ったりして楽し
むことができるようにする。
また，その活動の中で，自然の不思
議さに気付いたり，遊びを工夫した
りして，みんなで楽しむことができる
ようにする。

たからもので  あそぼう
○作りたいものを考え，活動への見通しをも
つ。
○遊ぶための道具やおもちゃを作る。
○作ったもので友達と一緒に遊んだり，遊び方
を工夫して楽しんだりする。
○活動を振り返り，楽しかったことや気付いたこ
とを絵や文で表現する。

○ ○ ○

木の葉や木の実の特徴を生
かして遊びに使うものを作っ
たり，友達と遊んだりしようと
している。（関）
【発】【行】【聞】
必要な材料や道具を準備
し，集めた木の葉や木の実
で遊びに使うものを考え，
作っている。（考）
【発】【行】【聞】
木の葉や木の実を使って遊
べることに気付いている。
（気）
【発】【行】【作】【聞】

作品例として図鑑や絵本
教師が作成した物を見
せる。
道具の使い方の指導を
する。

3

木の葉や木の実を使って遊んだ楽
しさを身近な人々に伝えたいという
意欲を高め，すすんで交流すること
ができるようにする。

たのしさを  つたえよう
○「あきのたからものランド」を開く計画につい
て話し合う。
○遊びに使うものや，お店やコーナーに必要な
ものを作ったり，招待状を書いたりする。

○ ○

「あきのたからものランド」を
開くために話し合ったり，招
待する人に説明することを考
えたりしている。（関）
【発】【行】【作】【聞】
「あきのたからものランド」に
招待したい人が楽しめる伝
え方をしている。（考）
【発】【行】【作】【聞】

色々な楽しみ方ができる
ように出し物を工夫す
る。

2
野原で出会った幼児などを「あきの
たからものランド」に招待して，一緒
に楽しむ工夫ができるようにする。

ようこそたからものランドへ
○幼児やお世話になった人を「あきのたからも
のランド」に招待し，一緒に楽しむ。
○活動を振り返り，楽しかったことやうれしかっ
たことを絵や文，せいかつかノートに表す。
★学習したことを家庭や地域へとつなげる活動
として，制作物を持ち帰って，家族に伝える。

○ ○

招待した人に楽しんでもらえ
るようかかわり方を考えてい
る。（考）
【発】【行】【作】【聞】
招待した人に喜んでもらうた
めには，適切なかかわり方
があることに気付いている。
（気）
【発】【行】【聞】

相手の気持ちになって取
り組むようにする。

国語科「作文」
単元名「たのしかっ
たことをかきましょう」

0
集めた木の葉や木の実について調
べ，発見したり，知ったりすることが
できるようにする。

あきの　ずかん
○集めた木の葉や木の実の名前を調べたり，
観察したりする。
○驚いたことや不思議に思ったことを伝える。

評価なし

14

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 気 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

家庭生活を支える家族のことや自
分のことを考え，自分と家族とのか
かわりに関心をもつことができるよ
うにする。

かぞくにこにこ大さくせん（とびら）
○「とびら」の写真を見ながら話し合い，自分の
家族のことや，家族と一緒に行って楽しかった
ことを思い出す。
○家の人がにこにこしているのはどんなとき
か，笑顔を見て感じることなどについて話し合
う。
○家で自分のしていることや，できることについ
て話し合う。
○「とびら」の歌を読んだり歌ったりして家族へ
の思いを高める。

○ ○

自分の家族や家族と一緒に
いて楽しかったことや，助け
てもらったことなどを思い出
している。（関）
【発】【行】【聞】
自分の家族のことや，家族と
一緒にいて楽しかったことな
どを思い出し，伝えようとして
いる。（考）
【発】【行】【聞】

児童の家庭環境を把握
しておく。
様々な家族との思いをエ
ピソードと合わせて思い
出させる。

2

家庭内におけるさまざまな仕事やそ
れを家族が行い，家庭生活を支え，
規則正しく健康に生活していること
に気付くことができるようにする。

みんなの　１日
○家庭の中で，毎日誰がどんな仕事をしている
のかを諸感覚を通して調べ，気付いたことをま
とめる。
○調べたことを友達と伝え合い，何のために
やっているのかを話し合う。
○家庭のよさを感じ，自分ができることをやって
みたいという意欲をもつ。

○ ○

家庭生活を支えるための家
族の仕事を友達と伝え合っ
ている。（考）
【行】【作】【聞】
家族が健康に規則正しく生
活するために，家族には多く
の仕事や役割があることに
気付いている。（気）
【発】【行】【作】【聞】

見る、においをかぐ、音
を聞くなど諸感覚を使い
調べるように促す。

2

家庭生活の中でできそうな仕事を見
つけて取り組んだり，自分の役割と
して継続して行ったりできるようにす
る。

いえで　チャレンジ
○家庭の中で自分のできそうなこと，やってみ
たいことを考える。
○家族と一緒に家の仕事に取り組む。
○自分一人でできることを探して取り組む。
○家庭で行った仕事についてカードなどに表現
する。

○ ○

家庭生活の中でできそうな
仕事を見つけて取り組もうと
している。（関）
【発】【行】【聞】
家庭には自分でできる仕事
があることに気付いている。
（気）
【発】【行】【聞】

仕事に取り組む前に、家
庭からの了解を得る。

4

単元名 かぞくにこにこ大さくせん

単
元
目
標

①家庭生活を支えている家族のことや自分でできることなどを考え，自分の役割を積極的に果たす意欲をもつことができるようにする。
②家族との生活や自分の成長を振り返り，家族の願いを知り，規則正しく健康に気をつけて生活できるようにする。

4



5

家庭生活を支える家族のために，
自分ができることを考えて行い，自
分の行ったことを友達と伝え合うこ
とを通して，家族を喜ばせるには，
さまざまな方法があることに気付くこ
とができるようにする。

かぞくにこにこ大さくせん
○家庭生活の仕事以外にも，家族が喜ぶこと
を考え実行する。
○「かぞくにこにこ大さくせん」を行う準備をし，
行う。
○気付いたことを友達と伝え合う。
○「かぞくにこにこ大さくせん」で行ったことやわ
かったことを自分なりの方法で発表し，活動を
振り返る。
○活動を振り返り，せいかつかノートに書く。
★学習したことを家庭や地域へとつなげる活動
として，家庭で自分でできることを考え，続ける
ようにする。

○ ○ ○

家族のために自分のできる
ことを行おうとしている。（関）
【発】【作】【聞】
自分でできることや家族が
喜ぶことを見つけ，家庭生活
が楽しくなるように考えて
行っている。（考）
【発】【作】【聞】
家族の大切さや自分が家族
によって支えられていること
に気付いている。（気）
【発】【行】【作】【聞】【自】

家庭生活の仕事以外の
家族の楽しみや喜びに
も目を向けさせる。

1

日本の伝統的な習慣や行事につい
て知り，年末年始を家族とともに楽
しく過ごすためにできることを考える
ことができるようにする。

たのしみだねふゆやすみ
○食べ物や暮らしの変化で気付いたことなどを
話し合う。
○教科書を見ながら年末年始の行事のことを
思い起こす。
○冬休みに家族と一緒にやってみたいこと，楽
しみにしていることなどを話し合う。
○冬休み中の規則正しい生活や健康のために
気をつけることなどについて話し合う。

○

年末年始の伝統的な習慣や
行事について自分なりのか
かわり方を考えている。（考）
【発】【行】【聞】

季節にちなんだ行事、季
節とともに変わってきた
自然や暮らしの様子に
ついて経験や教科書を
参考に話し合う。

11

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 気 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

冬の野原や公園の様子がどのよう
に変わったのか関心をもち，遊びに
行きたいという思いをもつことができ
るようにする。また，冬にできる遊び
について期待をもつことができるよ
うにする。

ふゆと  ともだちに　なろう（とびら）
○「とびら」の歌を歌い，活動への意欲づけをす
る。
○とびらの写真を見たり，「どんなところにいる
のかな」を見て話し合ったりして，冬のイメージ
を広げる。
○身近な地域の様子や自分たちの生活の中
で，季節の変化を感じることを発表する。
○冬の野原や公園の様子の変化を予想する。
○冬の野原や公園でどのようなものを見つけた
り遊んだりしたいか，見通しをもつ。

○ ○

冬の野原や公園がどのよう
に変化しているか，調べに行
きたいという願いをもってか
かわろうとしている。（関）
【発】【聞】
冬の自然や生活の変化を秋
の様子と比べながら考えて
いる。（考）
【発】【聞】

教科書の秋の頃の写真
を活用し比較させながら

話し合いを進める。

2

冬の野原や公園で，冬の生き物を
探したり，冬の自然現象を生かして
楽しく遊んだりすることができるよう
にする。

ふゆを  見つけに　いこう
○冬の野原や公園に行く計画を立てる。
○冬の野原や公園に出かけ，楽しく遊んだり，
出会った人とかかわったりする。
○諸感覚を使い，秋の様子と比較しながら植物
や生き物の様子を調べたり，氷や風などに触
れたりして楽しむ。
○気付いたことや心に残っていることを絵や文
にして表す。

○ ○

冬の植物や生き物を探した
り，風や氷で遊んだりしなが
ら，諸感覚を使って冬を観察
している。（考）
【発】【行】【作】【聞】
冬の野原や公園の様子が変
わっていることに気付いてい
る。（気）
【発】【作】【聞】

天候に応じて柔軟に計
画する。

3

雪や氷を使った遊びを工夫して，み
んなで楽しみ，そのおもしろさや自
然の不思議さに気付くことができる
ようにする。

ふゆと　あそぼう
○寒い日に雪や氷を使った遊びを工夫して遊
んだり，自分で氷を作ったりして楽しむ。
○雪や氷を使った遊びのおもしろさや自然の不
思議さについて友達に伝え合う。
●発展的な学習内容として，氷ができる場所に
ついて考えたり，日なたと日陰の違いを比べた
りする。

○ ○

雪や氷を使った遊びを考え
ている。（考）
【発】【行】【聞】
雪や氷で遊ぶ楽しさや，遊び
を創り出すおもしろさに気付
いている。（気）
【発】【行】【聞】

天候に応じて柔軟に計
画する。

4

風を使った遊びを工夫したり，昔か
ら伝わる遊びをしたり，遊びに使うも
のを作ったりして，みんなで楽しむこ
とができるようにする。

きたかぜと　あそぼう
おもちゃを作ったりして，風と遊ぶ。
○冬の遊びを工夫して，みんなと一緒に遊ぶ。
○地域の人を招いて，剣玉やこままわしなど昔
の遊びの遊び方やコツを教えてもらう。
○自分なりに工夫しておもちゃを作り，楽しく遊
ぶ。
○活動を振り返り，せいかつかノートに書く。
★学習したことを家庭や地域へとつなげる活動
として，制作したおもちゃで家族と一緒に遊ぶ。

○ ○ ○

風や冬の遊び，昔から伝わ
る遊びに関心をもち，地域の
人に教えてもらったり一緒に
遊んだりしようとしている。
（関）
【発】【行】【作】【聞】
風や冬の遊び，昔から伝わ
る遊びのコツを考え，より楽
しい遊びを工夫している。
（考）
【発】【行】【作】【聞】
自然を利用して遊べること
や，昔から伝わる遊びのおも
しろさに気付いている。（気）
【発】【行】【作】【聞】

上手な子や人にお手本
を見せてもらい興味や関
心を促す。

2

季節による植物や動物などの様子
の違いから，四季の変化や自分た
ちの生活の様子が変わることに気
付くことができるようにする。

のはらの　カレンダー
○のはらカレンダーの写真を見て，季節と植物
や動物の変化や違いについて話し合う。
○春，夏，秋，冬の季節ごとの活動を思い出
し，それぞれの季節の遊びや生活について話
し合う。

○ ○

四季の変化や季節と自分た
ちの生活とのかかわりを発
表している。（考）
【発】【行】【聞】
季節の移り変わりや，季節と
自分たちの生活とのかかわ
りに気付いている。（気）
【発】【行】【聞】

観察カードなどを活用し
振り返りをさせる。

12

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 気 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

4

4

単元名 ふゆと  ともだちに　なろう

単
元
目
標

①野原や公園で，生き物や植物，風，氷，雪などに諸感覚を使ってふれ合い，自然遊びの楽しさや自然の不思議さに気付き，冬の遊びを楽しむことができるようにする。
②自然の様子とともに，自分たちの生活が変化していることに気付き，生活を工夫することができるようにする。

単元名 もうすぐ ２年生

単
元
目
標

入学してからの出来事やがんばったことなどを思い出したり，新１年生を迎える準備をしたりして，自分自身の成長に気付き，２年生に進級する期待をふくらませることができるように
する。



1

入学してから，いつ，どんなことが
あったかを話し合い，１年間の自分
の成長を振り返る見通しをもつこと
ができるようにする。

もうすぐ　２年生（とびら）
○「とびら」の歌を歌い，活動への意欲づけをす
る。
○「とびら」を見ながら，入学したときのことで覚
えていることを発表し合う。
○巻末の「せいかつかノート」なども参照し，ど
んなことがあったかを振り返る。
○うれしかったこと，楽しかったこと，残念だっ

○

入学したころと今の自分と比
較して考えている。（考）
【発】【行】【聞】

入学したときの写真や
VTRの活用。初めて座っ
た席。初めて言葉を交わ
した友達など具体的に想
起させる。

3

入学してからのことを順番に思い出
し，今までの作品をまとめ，１年間
の出来事を振り返ることができるよ
うにする。

たのしかったね　1年生
○カードや絵，作文などを見ながら，入学して
からの出来事を発表し合う。
○１年間を順番に振り返る。
○カードや絵，作文など今までの作品をまとめ
る。

○ ○

１年間の作品を自分なりの
方法でまとめている。（考）
【発】【行】【聞】
１年間にいろいろなことが
あったことに気付いている。
（気）
【発】【行】【聞】

入学したときの写真や
VTRの活用。

3

入学してから１年間でできるように
なったことやがんばったことを思い
出し，自分の成長に気付き，自分へ
の自信をふくらませることができる
ようにする。

すごいね　じぶん
○入学してからできるようになったことや，がん
ばったことを思い出す。
○友達のよいところやがんばっているところを
見つけ，カードに書いて伝える。
○自分一人だけでなく，友達と協力してできた
ことなどを思い起こし話し合う。
○できるようになったことを，見せたり，説明し
たりして発表する。

○ ○ ○

１年間でできるようになった
ことやがんばったことを思い
出そうとしている。（関）
【発】【行】【聞】
１年間でできるようになった
ことやがんばったことについ
て，伝え合ったり表したりし
ている。（考）
【発】【行】【作】
１年間を通してできるように
なったことや役割が増えたこ
となどに気付いている。（気）
【発】【行】【作】【聞】

助けてくれた人、励まし
てくれた人、教えてくれた
人など、支えてくれた人
がいたことに気付くように
する。

3

新１年生を迎える準備をしながら，
自分の成長に気付き，これからの
生活に期待をもつことができるよう
にする。

ようこそ　小学校へ
○新１年生を迎えるためにどんなことができる
か，考えたり話し合ったりする。
○新１年生に学校のことを教えてあげたいこと
や，伝え方の方法を話し合う。
○新１年生を招待して，学校について教えてあ
げたり，自分がいちばん自信があることを教え
てあげたりする。
○教室を掃除したり，飾り付けをしたりして，新
１年生を迎える準備をする。

○ ○

新しい１年生を迎えるために
何を準備したらよいか考えよ
うとしている。（関）
【発】【行】【作】【聞】
新しい１年生に教えることが
たくさんあることに気付いて
いる。（気）
【発】【行】【作】【聞】

１年生に教えたいことや
学校を案内する方法に
ついて相手を意識させな
がら話し合わせる。

新一年生一日入学
の取組に充てる

4
これからの成長への願いをもち，２
年生への生活に期待をふくらませる
ことができるようにする。

もうすぐ　２年生
○２年生になることへの期待を持てるよう，２年
生になってしてみたいことについて伝え合う。
○自分の成長を振り返り，２年生になってから
の希望や期待について，作文に表す。
○今までの作品のまとめを仕上げ，友達と伝え
合う。
○活動を振り返り，せいかつかノートに書く。
★学習したことを家庭や地域へとつなげる活動
として，２年生の目標や願いを家族に伝えるよ
うにする。

○ ○ ○

２年生になってからしたいこ
とやがんばりたいことを発表
しようとしている。（関）
【発】【作】【聞】
２年生になってからの希望や
期待について考えている。
（考）
【発】【作】【聞】
２年生になっても成長してい
くことに気付いている。（気）
【発】【作】【聞】

できたことや頑張ったこ
とを振り返らせ、成長し
た自分に肯定感を感じさ
せる。

14

total 102

標準 102

余剰 0
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