
生活科指導計画・評価計画（第2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

4 2
２年生になり，これからの自分の成
長に願いをもって，意欲的に生活す
ることができるようにする。

（なかよし　ひろがれ）
○２年生になって，うれしいことやこれからがん
ばりたいことについて，教科書に書いたり，発
表したりする。
○自分が入学した時のことを思い出し，新しい
１年生にしてあげたいことを発表したり，教科書
に書いたりする。

○ ○

２年生になった喜びや，これ
からの生活への期待をもっ
て，生活しようとしている。
（関）
【発】【行】
２年生になって，してみたい
ことやがんばりたいことを考
えている。（考）
【発】【行】

自分のよさや成長を振り
返らせ肯定感を感じさせ
る。

2

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

めざせ　野さい作り名人（とびら）
○「とびら」の写真について話し合ったり，「なん
のたねかな？」のクイズをしたりして，知ってい
る野菜を発表する。
○野菜を育てたり収穫したりした経験を想起
し，栽培活動のイメージをつかむ。
○「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を高める。
○育てたい野菜を育てるために必要なものを
話し合う。

○ ○

野菜について関心をもって，
栽培に取り組もうとしてい
る。（関）
【発】【行】
育てたい野菜の栽培に必要
なことを考えている。（考）
【発】【行】

経験から準備や世話な
ど栽培活動のイメージ
をつかませる。

JAの協力をいただい
ている

2

野菜の苗を植えたり，種をまいたり
して成長の様子に関心をもち，それ
らを大切に世話することができるよ
うにする。

野さいを　そだてよう
○野菜を育てるために，教科書を参考にした
り，地域で野菜を作っている人に聞いたりして，
準備をする。
○育てる苗や種を観察し，気付いたことを発表
し合う。また，そのことを絵や文で表す。
○苗の植え付けや種まきのやり方を知り，用意
した容器や花壇に苗や種をまく。
○苗の植え付けや種まきをした気持ちを発表
し，これからの世話の仕方を知る。
○種まきや苗植えの様子やこれからの成長へ
の期待をカードに記録する。

○ ○

苗や種を大切に扱い，苗を
植えたり種まきをしたり世話
をしたりしようとしている。
（関）
【発】【行】
野菜を育てるためにどんなこ
とに気をつけたらよいのかを
考えている。（考）
【発】【作】

これからどう育つか考
えさせ継続的な世話が
できるよう意欲付けを
行う。

・標茶高校との連携
事業に振り返ること
もある
・畑での活動の様子
を写真で記録化して
おく（JA）

2
野菜の世話や観察を通して，野菜
の成長の変化に気付くことができる
ようにする。

野さいのせ話を　しよう
○野菜の成長の様子を観察し，気付いたことを
カードに記録したり，伝え合ったりする。
○野菜の成長に合わせた世話の仕方を知り，
大切に世話をする。
●発展的な学習内容として，自分が栽培してい
る植物とほかの植物の根，茎，葉などのつくり
について，比べたり調べたりする。

○ ○

野菜の成長の様子に関心を
もち，大切に世話をしてい
る。（関）
【発】【行】【作】
野菜にはそれぞれ適した育
て方があることに気付いてい
る。（気）
【発】【行】

育て方のヒントになる
資料を準備する。

・標茶高校との連携
事業に振り返ること
もある
・畑での活動の様子
を写真で記録化して
おく（JA）

2
育った野菜の大きさを確かめて収
穫し，収穫の喜びを友達と一緒に味
わうことができるようにする。

しゅうかくしよう
○野菜の収穫の時期を知り，それを確かめて
収穫をする。
○野菜を収穫した喜びを絵や文で表したり，友
達に伝えたりする。

○ ○

野菜が実った様子や喜び
を，自分なりに表現してい
る。（考）
【発】【行】【作】
小さな苗や種から野菜を収
穫し，命があることに気付い
ている。（気）
【発】【作】【聞】

苗や種の大きさと今を
比べさせる。
野菜や花や自分の成長
を比べさせる。

・標茶高校との連携
事業に振り返ること
もある
・畑での活動の様子
を写真で記録化して
おく（JA）

3

野菜の種まきや苗植えから，収穫ま
での記録をまとめ，大切に世話をし
てきたことを振り返ることができるよ
うにする。

野さいの　ことをつたえよう
○野菜の収穫後の後片付けをする。
○今までのカードをもとに，野菜の世話をして，
うれしかったことや心配したことなどを思い出
し，発表したり，生活科ノートに記録したりする。
○野菜の世話をしてきたことをいろいろな方法
でまとめる。
★学習したことを身近な家庭や地域へとつなげ
る活動として，収穫した野菜を家庭で調理して
食べる。

○ ○

野菜の世話をした活動を振
り返り，大切なことや，工夫し
たことなどについて素直に表
現している。（考）
【発】【行】【作】
野菜の成長に合った世話の
仕方をしてきたことに気付い
ている。（気）
【発】【作】【聞】

これまでの活動を振り
返る中で自分が工夫を
して育ててきたことに
注目させる。

調理実習の様子を写
真で記録化しておく
（JA）

0

クイズを通して，野菜に親しみを感
じることができるようにする。また，
今では１年中出回っている野菜や
果物には，「旬」があることをクイズ
を通して気付くことができるようにす
る。

野さいと　くだもののクイズ
○「わたしはだれでしょう」のクイズをして，答え
合わせをする。
○「わたしの『しゅん』は春夏秋冬のいつでしょ
う」のクイズをして，旬の意味について考えた
り，説明を聞いたりする。
○ほかの食品の旬についても，考える。

評価なし
野菜や果物には旬があ
ることを知らせ，旬に
ついての説明をする。

10

単元名 （なかよし　ひろがれ）

単
元
目
標

２年生になり，これからの自分の成長に願いをもって，意欲的に生活することができるようにする。

単元名 めざせ　野さい作り名人

単
元
目
標

①野菜の苗を植えたり種をまいたりして育て，世話を続ける中で，成長の様子に関心をもち，収穫を楽しむことができるようにする。
②野菜を育てる活動を通して，野菜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るとともに，それらを大切にすることができるようにする。

4

単元名 まちが大すきたんけんたい



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

地域のさまざまな人たちとの出会い
や魅力的な場所などについて関心
を広げ，それらの人やこと，ものに
ついて，もっと見たい知りたいという
意欲をもつことができるようにする。

まちが大すきたんけんたい（とびら）
○自分たちの住むまちについてや，日々の生
活でお世話になっている人について話し合う。
○よく行く場所や地域の生き物がたくさんいると
ころなど，楽しい場所について紹介し合う。
○取り上げた場所をカードなどに書いて分類す
る。
○探検に行きたい場所などを考える。
○「とびら」の歌の意味を考えて歌ったり，「何
かわかるかな？」のクイズをしたりして，活動へ
の意欲を高める。

○

お世話になっている人や地
域のすてきな場所について，
紹介しようとしている。（関）
【発】【行】

お世話になっている人や
施設なども含めて紹介さ
せる。

0
自分たちのまちの様子をさまざまな
視点から思い浮かべ，まちを探検し
たいという意欲を高める。

春の　まち
○教科書の絵を見て，興味のあるところや気付
いたところを発表する。
○教科書の絵と自分のまちの様子を比べ，自
分のまちで，もっと知りたいことや，友達に伝え
たいことなどを話し合う。

評価なし
標茶の町の写真がある
と良い。

2

お世話になっている人，楽しい場所
などお気に入りのことを紹介し合
い，まちに対しての関心を高めるこ
とができるようにする。

まちについて話そう
○よく行く場所やすてきなまちの人，お気に入り
のことなどについて，理由とともに発表する。
○みんなで行ってみたいところについて話し合
う。

○ ○

まちのお気に入りのことにつ
いて，友達に紹介しようとし
ている。（関）
【行】【作】
自分が紹介したいことを話し
ている。（考）
【発】【作】【聞】

児童の希望をできるだけ
取り上げ、関心を高め
る。

2

探検の場所や目的を明確にすると
ともに，友達と協力しながら，探検
の計画を立てることができるように
する。

たんけん計画を立てよう
○行く場所や目的，探検の約束などについて
話し合い，探検の計画を立てる。
○床地図を利用して，道順などについて話し合
う。
○話し合ったことや，自分の考えについてカー
ドに記録する。

○ ○

探検する場所や約束事など
を考えている。（考）
【発】【作】
まち探検に出かける前に決
めておいた方がよいことがあ
ることに気付いている。（気）
【発】【作】

安全上心配のないよう道
順を考えさせる。
質問したいことが言える
か褒めたり助言したりし
て確認を行う。

3

安全に気をつけ，地域の店や公共
施設を訪ね，諸感覚を使って観察し
たり，そこで働く人の話を聞いたりし
て，新しい発見をすることができるよ
うにする。

たんけんに出かけよう
○店の様子を外から見て，友達が紹介したこと
を確認したり，新たな発見をしたりする。
○駅やバス停などの様子や，設備について観
察する。
○児童館などの公共施設を訪ね，そこを利用し
ている人の様子を観察したり，そこで働いてい
る人の話を聞いたりする。
○道路や建物にある掲示板や安全を守るため
のものなどの様子を観察する。
○感想や気付いたことをカードやたんけんマッ
プなどにまとめる。

○ ○

友達が紹介した場所や人に
ついて，確認したり，新たな
発見をしたりして，まち探検
を楽しんでいる。（関）
【発】【行】
今まで知らなかった場所が
あり，そこで働いている人が
いることに気付いている。
（気）
【発】【作】

2

地域の公共施設である図書館を調
べたり，見学したりすることを通し
て，まちの多くの人が利用すること
や，それを支える人たちがいること
に気付き，自分たちも使ってみたい
という意欲を高められるようにする。

図書かんをたんけんしよう
○まちの公共施設にはどんなものがあるかを
調べる。
○地域の図書館を訪ね，利用している人たち
の様子を見学したり，そこで働く人たちに，施設
の設備，訪れる人たちなどについて，話を聞い
たりする。
○図書館の使い方を教えてもらったり，実際に
使ってみたりする。

○ ○

図書館に備えられているも
のや，気持ちよく利用できる
工夫について考えている。
（考）
【発】【聞】
図書館が多くの人に役立っ
ていることに気付いている。
（気）
【発】【作】

2

だれもが安心で住みやすい地域に
するために，さまざまな人々が協力
をし合っていることや，施設や表示
などがあることに気付くことができる
ようにする。

まちの　くふうを　さがそう
○地域をパトロールしている人や交番，子ども
110番の家などを訪ねて話を聞く。
○消防団を見学し，団員の話を聞く。
○標識や点字，スロープなどのさまざまな施設
に目を向け，自分たちの安全を守るものや，人
に優しい施設，設備について探検する。

○ ○

さまざまな表示の意味や人
の役割を考えている。（考）
【行】【聞】
さまざまな表示や人の働き
が，まちの安全や住みやす
さを支えていることに気付い
ている。（気）
【発】【作】

2

まち探検をして見つけたことや思っ
たことを紹介し合い，地域の人，こ
と，ものについて，いっそう関心を高
めことができるようにする。

はっ見をつたえ合おう
○これまでに書いたカードを振り返り，新たに
見つけたことや思ったことを生活科ノートに書
く。

○これまでに書いたカードを床地図に置いた
り，友達に説明したりして，発見したことを友達
と伝え合う。
●発展的な学習内容として，まちの中にある方
位のつく場所や，その意味について調べたり考
えたりする。
★学習したことを身近な家庭や地域へとつなげ
る活動として，まち探検をした場所に家族と一
緒に行き，発見したことを伝える。

○ ○

探検して見つけたことや思っ
たことを表現している。（考）
【発】【作】
まちに対しての愛着の気持
ちが生まれてきていることに
気付いている。（気）
【発】【作】【自】

これまでのカードから思
い起こさせる。
伝える価値のあるものを
選ぶようにさせる。

0

日本のさまざまな地域にある誇れる
ものや独自の言葉があることを知
り，自分のまちを振り返ることができ
る。

見つけたよ！わたしたちのまちの　自まん
○教科書の写真や言葉を見て，さまざまな地域
の誇れるものを知る。
○学校の先生や，職員，自分の家族などから，
故郷の誇れるものについて聞き，情報を豊かに
する。

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

単
元
目
標

①地域で生活する人々や働く人々，自然，公共施設などに目を向け，それらと繰り返しかかわることを楽しみながら，親しみや愛着をもつことができるようにする。
②地域の人々とかかわったり，公共施設を利用したりすることを通して，自分たちの生活がそれらとかかわっていることに気付き，適切にかかわったり安全に気をつけて利用したり
することができるようにする。
③好きになった場所やお世話になった人々のことを表現できるようにする。

4

店の看板やのぼり旗な
ど，そこがどんな店か外
からもわかる工夫がある

ことに着目させる。
聞き取ったこと・わかった
ことをメモする紙を用意

する。
挨拶・質問・お礼の言葉
などは相手に気持ちが
あ伝わるように練習して

おく。
仕事の迷惑にならないよ
うに，見学できるよう指

導しておく。

単元名 めざせ　生きものはかせ

単
元
目
標

①身近な自然の場所に出かけ，地域の生き物や自然に興味をもつことができるようにする。
②生き物を育てることを通して，生き物の育つ様子に関心をもち，生き物も自分と同じように成長し，生きていることに気付き，命を大切にすることができるようにする。



1

自然の中にいる生き物たちについ
て自分の経験を話し合い，生き物を
飼うことに対する興味をもつことが
できるようにする。

めざせ　生きものはかせ（とびら）
○家で飼っている生き物を発表する。
○これまでに自然の中で見つけた生き物や，
飼ったことのある生き物について話し合う。
○学校の近くの自然の中にどんな生き物を見
つけたことがあるかを発表する。
○どんなところでどんな生き物を見つけたい
か，どんな生き物を飼いたいかを話し合う。
○「とびら」の歌の意味を考えて歌ったり，「どこ
にいるのかな？」のクイズをしたりして，活動へ
の意欲を高める。

○ ○

生き物に関心をもち，見つけ
たい，飼いたいという願いを
もって，生き物とかかわろう
としている。（関）
【発】【行】
自分の経験をもとにして生き
物について話している。（考）
【発】【行】【聞】

生き物の飼育経験につ
いて，買った物だけでな
く、捕った物も発言させ
る。
これまでの生活科の経
験と家庭での経験両面
から想起させる。

2

生き物を探しに行き，生き物に関心
をもつとともに，自分の飼いたい生
き物を見つけることができるように
する。

生きものをつかまえよう
○生き物探しに行く場所や準備について話し合
う。
○安全に気をつけて生き物探しに出かける。
○友達と情報交換しながら生き物を探す。
○捕まえた生き物を持ち帰る。

○ ○

自分で生き物を探そうとして
いる。（関）
【発】【行】
生き物探しに必要なものを
考えている。（考）
【発】【行】【作】

生活科の経験から考え
させる。

3

生き物のすみかを作り世話をしてい
くことで，その生き物の形態や生態
に関心をもつとともに，生きているこ
とに気付き，生き物の命を大切にで
きるようにする。

生きものをかって　みよう
○生き物のすみかについて話し合う。
○飼い方について，生き物に詳しい人に聞いた
り，図鑑や本を見たりして，調べる。
○生き物に合ったすみかやえさを準備する。
○すみかを作って育てる。

○ ○ ○

自分たちで捕まえてきた生き
物を大切に思い，世話をしよ
うとしている。（関）
【発】【行】
生き物の飼い方，世話の仕
方を調べたり考えたりしてす
みかを作っている。（考）
【行】【作】【聞】
自分の飼っている生き物の
様子を見ながら，生き物のよ
りよい飼育環境に気付いて
いる。（気）
【発】【作】【聞】

隠れ家・えさの２観点に
気付かせる。
自然の中では生き物は
住み良いところで暮らし
ていることに気付かせ
る。

2
生き物を飼育し，観察する中で，そ
の生き物の生態や成長の様子を知
ることができるようにする。

生きものはかせになろう
○自分が発見した生き物の不思議や秘密を話
し合う。
○飼っている生き物をよく観察して，不思議や
秘密探しをする。
○自分の見つけた不思議や秘密をカードなど
に書いて，友達に紹介する。
●発展的な学習内容として，飼育した生き物
と，ほかの生き物との体のつくりについて，比
べたり調べたりする。

○ ○

生き物の不思議や秘密の理
由を考えたり，生き物の成長
の様子をとらえたりして表現
している。（考）
【発】【行】【作】
生き物の不思議や秘密に気
付いている。（気）
【発】【行】【聞】

動き方や体のつくりなど
観察の視点を教える。
人と同じ所と違うところの
両面を考えさせる。

3
自分の飼っている生き物をさまざま
な方法で紹介できるようにする。

生きものはっぴょう会をしよう
○自分の飼っている生き物を紹介し合うことに
ついて話し合う。
○発表の準備をする。
○クイズや発表・新聞・身体表現などさまざまな
方法で発表する。
○活動を振り返り，発表会の感想を伝えたり，
生活科ノートに記録したりする。
○飼った後は生き物をどうするのかを話し合
う。
★学習したことを身近な家庭や地域へとつなげ
る活動として，発表のために作った作品をもと

○ ○

自分が飼っている生き物を
紹介する方法を考えている。
（考）
【発】【行】【作】
生き物も自分たちと同じよう
に生きていることに気付いて
いる。（気）
【発】【行】【作】

捕った時や世話をしてい
た時に気付いたことを思
いださせる。

0
生き物の成長の様子に関心をもつ
ことができるようにする。

生きものの　クイズ
○教科書の写真を見て，見たことのある昆虫
や，知っていることについて発表する。
○クイズの答えについて，予想を立て，友達と
相談しながら，見つける。

評価なし

0
夏のまちについて，春との違いや，
夏の楽しみや地域の行事に関心を
もつことができるようにする。

夏の　まち
○教科書の絵を見て，春のまちの様子との違
いや気付いたところを発表する。
○教科書の絵と自分のまちの様子を比べ，自
分のまちで，もっと知りたいことや，友達に伝え
たいことなどを話し合う。

評価なし

自分の経験から思い出
させる。
写真・絵から考えさせ
る。
地域で有名なものから考
えさせる。

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

これまでのまち探検で，お世話に
なった人，訪ねたところなどを思い
起こすとともに，また見に行きたい，
もっと知りたいなどの意欲を高めら
れるようにする。

えがおのひみつたんけんたい（とびら）
○前回のまち探検を思い出し，印象に残ってい
ることを話し合う。
○おもしろかったところ，疑問が残っているとこ
ろ，新たに発見した場所などを出し合う。
○再び行ってみたいところや，会ってみたい人
などを話し合う。
○「とびら」の歌の意味を考えたり，歌ったりし
て活動への意欲づけをする。

○ ○

前回のまち探検のことを思
い出しながら，話し合おうとし
ている。（関）
【発】【行】
まちのもっと知りたいことや，
行ってみたい場所などを発
表している。（考）
【発】【行】

前回の町探検の様子の
提示。
もっと見て見たいこと，疑
問に残っていることを引
きだす。

3

もう一度行ってみたい場所や目的を
明確にし，友達と協力しながら探検
の計画を立てることができるように
する。

前の　たんけんを思い出そう
○行きたい場所をもとに，グループをつくる。
○行く場所や目的，約束などについて話し合
い，探検の計画を立てる。
○話し合ったことや自分の考えについてカード
に記録する。
○探検する場所について，行く日やお願いした
いことを適切な方法で連絡する。

○ ○

探検する場所での目的や方
法について考えて，計画作り
をしている。（考）
【発】【作】
探検する時には，場所に応
じて，気をつけることがある
ことに気付いている。（気）
【発】【作】

電話で依頼をする際は
事前に応答の練習をす
る。

4

4

単元名 えがおのひみつたんけんたい

単
元
目
標

①地域の自然や施設，さまざまな人々について，もっと知りたいという気もちをもち，さらに詳しく調べたり，仕事を体験したりする活動を通して，まちへの愛着をいっそう深めることが
できるようにする。
②愛着のある場所や親しくなった人が増えたこと，お店の仕事を手伝うことの楽しさや上手にできるようになったことなどの経験を通して，まちの人が地域のためにしていることや思
いに気付き，社会の一員としての自分の行動の仕方を考えることができるようにする。
③地域の人へのインタビューや，体験してわかったり考えたことを表現したりする活動を通して，相手に応じて適切な話し方をすることや，友達や家族，地域の人と相互に交流するこ
との楽しさやよさを感じることができるようにする。



5

探検場所で，仕事をする人たちの工
夫や努力について，発見したり，聞
き取ったりすることができるようにす
る。

話を　聞きに行こう
○図書館などの公共施設を訪ね，普段，目に
見えていること以外の仕事について見学させて
もらう。
○探検場所に出向き，開店前の様子や店の奥
の様子など，普段見えていないところを見せて
もらう。
○事前に考えた質問や，見学して新たに生ま
れた疑問などを質問する。

○ ○

前の探検と比べながら，仕
事をしている人々の様子を
じっくりと見ようとしている。
（関）
【発】【行】
目で見えること以上に，さま
ざまな仕事があることに気付
いている。（気）
【発】【作】

見ることができないこと
については質問するよう
に指導する。

5

探検場所で作業の一部を体験した
り，手伝ったりすることを通して，仕
事の大変さや苦労，仕事をしている
人たちの思いなどに気付く。

しごとにチャレンジしよう
○仕事の様子を見せてもらう。
○仕事の内容を見たり聞いたりする中で，自分
にもできそうなことを教えてもらい，やってみる。
○やってみて感じたことや，考えたことをカード
などに記録する。

○ ○

探検に出かけたところでの
体験や手伝いなどに，喜ん
で取り組もうとしている。
（関）
【発】【行】
仕事をしている人たちの工
夫や努力，思いについて，体
験を通して実感的に気付い
ている。（気）
【発】【作】

探検先と体験できそうな
ことについて打ち合わせ
を行う。

4
探検場所で体験したことを自分たち
の選んだ方法で表現し，友達と伝え
合うことができるようにする。

みんなにつたえよう
○体験してわかったことをグループの友達と情
報交換する。
○ほかのグループの友達に伝えるための方法
について話し合う。
○絵本や，クイズ，絵地図，新聞などの方法
で，探検してわかったことや，体験して感じたこ
とや考えたことなどを友達と協力して，まとめ
る。

○ ○

ほかのグループの友達に伝
えるために，何を伝えるか，
どのような方法で伝えるかに
ついて，考えている。（考）
【発】【行】
体験したことを伝えるため
に，何をどのように表現する
と伝わるかがわかっている。
（気）
【発】【行】

聞く人にわかりやすい説
明を意識させる。

4

見つけたまちのよさや，知ってほし
いことや人などを伝えるために，発
表会を計画し準備をすることができ
るようにする。

まちの　人にもつたえよう
○発表の計画を立てる。
○各グループでどのように表現するか話し合
う。
○発表の準備や練習をし，発表方法の改善を
する。
○招待状を作成して届けたり，ポスターを作っ
て貼らせてもらったりする。

○ ○ ○

お世話になった人に伝えるこ
とを意識して発表のための
準備に取り組んでいる。（関）
【発】【行】
発表する内容と自分の役割
を考えている。（考）
【発】【作】【行】
お世話になった人に体験し
たことが伝わる方法がわ
かっている。（気）
【発】【作】

特に伝えたいことにし
ぼって表現させるように
する。
各グループの練習の様
子を見まわりながら，工
夫すべきことを助言す
る。

3

発表会で工夫した表現ができるとと
もに，さまざまなグループの発表か
ら新たに自分のまちのよさを見つけ
たり，素晴らしい人の存在に気付い
たり，交流することのよさに気付くこ
とができるようにする。

えがおいっぱいはっぴょう会を　しよう
○発表会の内容を，招待した人たちに説明す
る。
○探検して見つけたことやわかったことを協力
して表現する。
○ほかのグループの発表を見て，質問したり，
感想を述べたりする。
○招待したまちの人から感想をもらって交流を
する。
○発表会を振り返り，感想や印象に残ったこと

○ ○

自分なりの方法で，えがおの
秘密を発表している。（考）
【発】【行】
ほかのグループの発表か
ら，今までとは違ったまちの
よさに気付いている。（気）
【発】【行】【自】

聞く人にわかりやすい説
明を意識させる。

3

まち探検を通してお世話になった人
に感謝の気持ちを伝えたり，学んだ
まちのよさを多くの人に伝えたりす
ることによって，地域への愛着をも
つことができるようにする。

ありがとうをつたえよう
○まち探検でお世話になった方にお礼を伝える
ことや，わかったことを身近な人たちに伝えるこ
とを話し合う。
○手紙やポスターなど，グループごとに方法を
決めて届ける。
○活動を振り返り，めぐりあった人について，印
象に残ったことを生活科ノートに書く。
★学習したことを身近な家庭や地域へとつなげ
る活動として，まち探検で体験したことを家の人
に伝えたり，一緒に体験先を訪ねたりする。

○ ○

お世話になった人たちに感
謝の気持ちを伝えようとして
いる。（関）
【行】【作】
まちの人に喜んでもらえるこ
とを考えている。（考）
【作】【聞】

お世話になった人にどう
したら喜んでもらえるか
という視点から考えさせ
る。

0

自分たちの生活は，地域で働いて
いる人々とかかわっていることがわ
かり，仕事や働いている人への関
心を高めることができるようにする。

見つけたよ！あこがれの　えがおあこがれの
しごと
○教科書の写真を見て，どんな仕事をしている
人かを考える。
○教科書の写真の仕事と比べて，自分の住む
まちの仕事をしている人を思い出し，発表す
る。

評価なし
教科書以外にも写真を
活用して様々な仕事に
関心を持たせる。

0
秋のまちについて，夏との違いや，
秋の楽しみや地域の行事に関心を
もつことができるようにする。

秋の　まち
○教科書の絵を見て，夏のまちの様子との違
いや気付いたところを発表する。
○教科書の絵と自分のまちの様子を比べ，自
分のまちで変わってきたことや，まちの祭りなど
地域の行事の様子について話し合う。

評価なし

教科書の写真や絵をもと
に自分達のまちの祭りや
行事，特産物と似ている
ところを見つけさせる。

28

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

等との関連

1

教科書の「とびら」の写真をきっかけ
に，動くおもちゃで遊んだ経験を想
起したり，いくつかのおもちゃで，動
きや仕組みに着目しながら遊びを
楽しんだりして，自分でも動くおも
ちゃを作ろうという意欲を高められる
ようにする。

作って　ためして（とびら）
○「とびら」の歌の意味を考えたり，歌ったりし
て活動への意欲づけをする。
○ 教科書のとびらの写真を見て，何をしている
ところか話し合う。
○ 動くおもちゃの例を見て遊んだ経験を想起し
たり，用意したおもちゃで遊んだりする。
○ 「どんなうごきをするのかな？」のクイズをも
とに，動力に関心をもち，どんな力で動くのか話
し合う。
○ 自分でもおもちゃを作ってみたいという意欲
を高めるために，おもちゃ作りについて話し合

○

動くおもちゃに関心をもち，
自分でおもちゃを作ろうとし
ている。（関）
【発】【行】

教科書のそれぞれの玩
具について話し合う。
想起しやすいように実物
の玩具を用意する。

4

単元名 作って　ためして

単
元
目
標

身近な自然を利用したり，身近にあるものを使ったりして，遊びや遊びに使う物を工夫して作り，そのおもしろさや不思議さに気付いて，みんなで遊びを楽しむことができるようにす
る。

4



2
身近にあるものを使って遊び，材料
のもつ特徴や動きのおもしろさに気
付くことができるようにする。

ざいりょうであそぼう
○身近にあるものをもちより，それらを動かして
遊ぶ。
○動かし方を試し，動きのおもしろさや，動かし
方について，友達と伝え合う。
○おもしろさや動きや工夫したことなど，気付い
たことを発表する。

○ ○

身近にあるものの中から，
使ってみたいものを見つけた
り，遊びを考えたりしている。
（考）
【発】【行】
身近なものを使って，遊べる
ことに気付いている。（気）
【発】【行】

ゴムや磁石などの動力
を用意しておく。

6

材料で遊んだ経験や教科書，資料
をもとに自分が作りたいおもちゃを
決め，おもちゃ作りの計画を立て，
おもちゃを作ることができるようにす
る。
また，道具や材料を扱うことができ
るようにする。

作って　あそぼう
○経験や教科書の「おもちゃ図かん」・資料をも
とに，自分が作りたいおもちゃを決める。
○おもちゃを作る手順や必要なものを考え，計
画書に記入する。
○おもちゃを作るために必要な道具や材料を
準備する。
○道具や材料の扱い方を知る。
○おもちゃを作り，自分の思いに近づくように試
したり，改善したりする。

○ ○ ○

自分が作りたいおもちゃを決
め，作ろうとしている。（関）
【発】【行】
おもちゃの作り方や必要なも
のを考えている。（考）
【発】【作】
おもちゃを作るために必要な
ものやそれらの扱い方，おも
ちゃを作るおもしろさに気付
いている。（気）
【発】【行】

ヒントになる資料を用意
する。
手順や材料などが書け
る計画書を用意する。
カッターや錐など安全な
使い方やつがう場所を指
導する。

0

おもちゃ図鑑を見て，作ってみたい
おもちゃを決めたり，おもちゃの動し
方のヒントを考えたりすることができ
るようにする。

おもちゃ図かん
○「作って　あそぼう」の活動で，作りたいおも
ちゃを決めるときに，「おもちゃ図かん」を見て
考える。
○「おもちゃ図かん」で使われている道具につ

評価なし

4

自分が作ったおもちゃを動かして，
友達と一緒に試したり遊んだりし
て，自分や友達のおもちゃのよさに
気付き，もっとよくするための工夫を
考えて手直しをすることができるよう
にする。

もっとくふうしよう
○自分が作ったおもちゃで遊んでみる。
○友達のおもちゃと競争したり，比べたりする。
○おもちゃがよりよくなるためには，どうしたら
いいのかを考える。
○おもちゃがよりよくなるために手直しをする。
○自分が作ったおもちゃの自慢できるところに
ついて，カードに書く。

○ ○

おもちゃをよりよくするため
の工夫を考えたり，作業した
りしている。（考）
【発】【行】【作】
自分や友達のおもちゃのよ
さに気付いている。（気）
【発】【行】【作】【自】

遊び場所を用意したり，
遊びの約束の確認をす
る。
良くなるための視点につ
いて助言する。

3

おもちゃ大会の計画をして，看板や
会場，ルールなどを決めて準備を
し，作ったおもちゃの自慢したいこと
を伝えるとともに，みんなで楽しむ
工夫ができるようにする。

みんなの　アイデア大しゅう合（準備）
○おもちゃ大会の準備について話し合う。
○おもちゃ大会に必要な看板やルールの表
示，会場などの準備をする。

○ ○

作ったおもちゃで楽しく遊ぶ
方法を考えている。（考）
【発】【行】【作】
おもちゃ大会を開くために必
要な用具などに気付いてい
る。（気）
【発】【行】【作】

遊び方の説明を練習さ
せておく。

4

おもちゃ大会を協力して行い，自分
のおもちゃの自慢したいことを伝え
るとともに，みんなで楽しみ，活動を
振り返って楽しかったことや，それ
ぞれの工夫点をカードなどに表現す
ることができるようにする。

みんなの　アイデア大しゅう合（大会・振り返り）
○友達と楽しみながらおもちゃ大会を開く。
○役割を自覚し，お客さんが楽しむ工夫をす
る。
○活動を振り返り，感じたことをカードや生活科
ノートに表現する。
★学習したことを身近な人々と交流する活動と
して，家族に作ったおもちゃについて遊び方や
工夫したところなどを説明し，一緒に遊ぶ。

○ ○

友達と一緒に，おもちゃ大会
を楽しもうとしている。（関）
【発】【行】【作】
自分たちで協力したり工夫し
たりすると，遊びや生活が楽
しめることに気付いている。
（気）
【発】【行】【作】

それぞれの役割を確認
する。
相手を意識した活動を意
識させる。

0
冬のまちについて，秋との違いや，
冬の楽しみや地域の行事に関心を
もつことができるようにする。

冬の　まち
○教科書の絵を見て，秋のまちの様子との違
いや気付いたところを発表する。
○教科書の絵と自分のまちの様子を比べ，自
分のまちで変わってきたことや，冬の地域の行
事の様子について話し合う。

評価なし

教科書の写真や絵をもと
に，自分のまちの祭りや
行事，特産物と似ている
ところを見つけさせる。
大晦日やお正月に関す
る行事をとりあげる。

20

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

等との関連

1
これまでの自分を振り返ることへの
興味や関心を高められるようにす
る。

あしたへ　ダッシュ（とびら）
○生活科の最後の学習であることを知り，自分
自身について学習することを話し合う。
○「とびら」の写真やタイトルの意味について考
えたり，歌をみんなで読んだり歌ったりする。
自分が赤ちゃんのころのことへの興味をもつよ
うに，「どんなときにつかったのかな？」のクイ
ズについて話し合う。
○生活科の最後の学習でやりたいことを話し合

○ ○

自分自身の成長に関心をも
ち，これまでの自分を振り返
ろうとしている。（関）
【発】【行】
今の自分とは違う小さいころ
の自分がいたことに気付い
ている。（気）
【発】【行】【聞】

「あしたへダッシュ」につ
いて写真や詩を読んだり
して抽象的な言葉になら
ないよう説明をする。

3

自分の変化について考えたり，友達
と伝え合ったりして，自分自身の身
体や心の成長に気付くことができる
ようにする。

自分に　ついて　考えよう
○以前と比較してできるようになったことや得
意になったことを考え，今の自分はどんな自分
なのか考える。
○クラスの中でどんな係や役割をしてきたかな
どを考える。
○家での自分の立場や役割についての変化を
考える。
○身体の成長についてどのような変化があっ
たかを考える。

○ ○

自分や友達の体や心の成長
を考えたり伝えたりしてい
る。（考）
【発】【行】
自分が成長したことやできる
ことが増えたことなどに気付
いている。（気）
【発】【行】

友達との関わり合い伝え
合いを通して自分の良さ
や成長に気付かせる。

6

自分のよいところやできるように
なったことなどについて，友達と認
め合って振り返るとともに，自分の
小さいころについて調べ，これまで
の成長を支えてくれた人々がいるこ
とに気付くことができるようにする。

自分の　すてきをさがそう
○友達のよいところや成長したところを考え，
カードなどに書いて伝え合う。
○小さいころに使っていた物や写真など，小さ
いころの自分の手がかりを集める。
○家族やお世話になった身近な人などに，小さ
いころのことを取材する。
○今の自分と比べ，どんなことが成長したのか
を考える。
○友達からのメッセージや，お世話になった身
近な人からの情報をもとに，自分の成長をまと
める。

○ ○ ○

小さいころの自分について
調べようとしている。（関）
【発】【行】
自分のよさや成長について
振り返り，自分なりの方法で
表現している。（考）
【発】【行】
小さいころには自分の知らな
いことが数多くあったことに
気付いている。（気）
【発】【聞】

家庭との協力を図り幼い
ときの品物などを持参し
たり，思い出させる。
友達の成長について
カードに書かせる。

単
元
目
標

①成長を振り返り，自分が大きくなったこと，自分でできるようになったこと，役割が増えたことなどがわかり，これまでの自分の生活や成長を支えてくれた人々への感謝の気持ちを
もつことができるようにする。
②３年生への進級の期待やこれからの成長への願いをもち，意欲的に生活することができるようにする。

4

4

単元名 あしたへ　ダッシュ



6

自分の成長を支えてくれた身近な
人への感謝の気持ちをもち，それを
自分なりに表現し伝えることができ
るようにする。

ありがとうを　つたえよう
○自分が成長するまでに，誰がどのように成長
を支えてくれたかについて考える。
○自分の成長を見守り，支えてくれた人々に感
謝の気持ちを伝える方法を考える。
○自分の考えた方法で感謝の気持ちを伝える
準備をする。
○作文や手紙など自分の決めた方法で表現
し，相手に届ける。

○ ○

成長を支えてくれた人に感
謝の気持ちを表そうとしてい
る。（関）
【発】【行】【作】
成長を支えてくれた人とのか
かわりについて考えている。
（考）
【発】【行】【作】

前時までの成長の喜び
を支えてくれた人への感
謝につなげる。

4
３年生の生活に夢や希望をもち，そ
れを表現することができるようにす
る。

あしたに　むかって
○３年生の教室に行き，３年生の生活について
話を聞いたり，授業を実際に見せてもらったり
する。
○３年生がどんなことをしていたか，どんなふう
に見えたか，３年生になってやってみたいことな
どを発表し合う。
○今までの自分を振り返るとともに，自分がな
りたい３年生の姿を考え，話し合う。
○３年生になった自分を想像しながら，取り組
みたいことなどをカードなどで発表する。
○活動を振り返り，生活科ノートに書く。
★学習したことを身近な人々と交流する活動と
して，３年生になって，がんばりたいことや希望

○ ○ ○

３年生の生活への期待を
もって，これから生活してい
こうとしている。（関）
【発】【作】
３年生の生活でやりたいこと
やがんばりたいことを考えて
いる。（考）
【発】【作】
自分のよさや可能性，これ
からも成長できることに気付
いている。（気）
【発】【作】【自】

３年生から始まる学習に
ついて着目させるのも良
い。
３年生の自分に手紙を書
くなどまとめ方を工夫す
る。

20

total 105

標準 105

余剰 0
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