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時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1～5
あ，
あれ，
わくわくが いっぱい

教科書の絵から気付いたことを話し，教
科書を見ることや気付いたことを話すこ
とを楽しみ，学校生活や生活科学習への
イメージをもてるようにする。

〇教科書の絵を見て，気付いたことを自
由に話す。
○絵から想像したことを話し合う。

8～9
きょうから
１ねんせい

幼児期の生活との相違や幼児期からでき
ていたことに気付き，小学校生活では，
どんなことをするのかや，みんなと一緒
にやってみたいことを考えたり話し合っ
たりして，学校生活への期待をもてるよ
うにする。

○先生や友達と自己紹介をしたり，一緒
に仲良く遊んだりする。
○教室にあるものを見たり，靴箱や洗面
所などの施設の使い方を知り実際に使っ
てみる。
○これから一緒にやってみたいことを考
えたり話したりする。
○学校生活と入学前の経験を比べたり，
気付いたことを話したりする。

10～11
がくしゅうの
はじまり

学習活動を中心に，幼児期の経験と学校
との相違に気付き，学習への期待や楽し
みをもてるようにする。

〇幼児期の経験を生かして，みんなで絵
本や歌や制作活動を楽しむ。
○幼児期に培った学びを生かして，自己
紹介や友達づくりの活動を楽しむ。

12～13
がっこうの
１にち

学校生活を支える生活のリズムに気付
き，小学校生活や学習活動への期待や楽
しみをもてるようにする。

○生活の流れを意識した学校生活を送る
中で，朝や帰りの準備，給食当番や掃除
などを行う。
○思い描いていた学校生活についてや，
幼児期の生活との相違について考えたり
話したりする。
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令和2年度版『せいかつ上 みんな なかよし』年間指導計画 暫定版

■教科書活用例　★学習したことを，家庭や地域へつなげる活動　●発展的な学習内容

単元／スタートカリキュラム
（学習指導要領との関連）

目標

◎あ，あれ，わくわくが いっぱい
◎きょうから １ねんせい
（主たる内容１　内容８）

指導時期：４月
指導時数：４時間
教科書　：上巻 p.１～13

入学前に好きだったこと，やったこと，知っていたこと，できたことなどの経験を
思い出したり伝え合ったり，小学校生活でやってみたいことを考えたり伝え合った
りしてすることを通して，学校生活への期待や楽しみをもてるようにする。
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時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1 14～15
わくわくどきどき
しょうがっこう
（とびら）

入学してから，先生や上級生と関わった
ことや，学校について感じたことを振り
返り，学校のことを知りたいという意欲
をもてるようにする。

○入学してからどんなことがあったか，
どんな人と会ったかなどについて話し合
う。
○学校のことをわかる方法を考えたり話
し合ったりする。

1 16～17
こうていを
たんけんしよう

校庭の施設や場所など，自分にとって楽
しそうなところを見つけ，友達に伝える
ことができるようにする。

○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。

1 18～19
がっこうの なかを
あるこう

みんなで学校内を歩き，どんな施設や設
備があるかを考えたり，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。

○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。

1 20～21 なにを かんじたかな

校庭や校内を探検した中で，気付いたこ
と，もっと知りたいこと，やってみたい
ことを伝え合い，学校への興味や関心が
高まるようにする。

○気付いたこと，もっと知りたいこと，
やってみたいことを伝え合う。
○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。
■「わたしのきになっていること」を書
き，「まんぞくはしご」を使って活動を
振り返る。

4 22～23
じぶんたちで
いって みよう

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や，そ
こにいる人に気付き，絵や言葉で表現で
きるようにする。

○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。

4 24～25
もっと
たんけんして みよう

グループで，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，そこで出会う人と関わり，役割や
働きに関心をもてるようにする。

○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,グループで探検する計画を立
て，人に聞くとき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。

単元
（学習指導要領との関連）

目標

わくわく どきどき しょうがっこ
う
（主たる内容１　内容８）

指導時期：４～５月
指導時数：16時間
教科書　：上巻ｐ.14～29

①学校生活にかかわる活動を通して，学校の施設の様子や学校生活を支えてくれて
いる人々や友達，通学路の様子やその安全を守っている人々などについて考え，学
校での生活は様々な人や施設と関わっていることがわかるようにする。
②友達と一緒に学校の中や校庭，通学路を歩いて，友達や先生，上級生など学校の
人や通学路の安全を守ってくれている人々との関わりを深めながら，一緒に生活す
る楽しさがわかり，それらを表現したり友達と伝え合ったりできるようにする。
②学校生活にかかわる活動を通して，楽しく安心して学校生活をしたり，安全な登
下校をしたりしようとする。
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2 26～27

みつけた ことを
はなそう

なにを かんじたかな

見つけたことやわかったことなどについ
て伝え合う活動を通して，安心して，意
欲と自信をもって学校生活をしようとす
る。

○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な伝え方を考えた
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す
る。
■「わたしのきになっていること」を書
き，「まんぞくはしご」を使って活動を
振り返る。
★家の人に，学校の様子を伝える。

2 28～29 あんぜんな せいかつ

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，自らも安全な登下校ができるように
する。

○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。
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時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1 30～31
きれいに　さいてね
わたしの　はな
（とびら）

育ててみたい植物について話し合い，栽
培への意欲を高めることができるように
する。

○身の回りに育っている植物や，植物を
育てた経験について話し合い，栽培活動
のイメージをつかむ。
○育てたい花について話し合う。

1 32～33 たねを　まこう

種を観察して特徴をつかみ，絵や文で表
現するとともに，土作りなどの栽培準備
をして種まきし，気付いたことや感じた
ことを伝え合うことができるようにす
る。

○諸感覚を使って育てる種を観察し，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
らの世話の仕方について考える。

1 34～35 まいにち みよう

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。

○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。
○間引きなど成長に合わせた世話や観察
を続ける。

2 36～37
まいにち
せわを　しよう

成長や変化の様子に関心をもち，それに
合わせた世話の仕方を考え，開花への期
待をもちながら観察や世話ができるよう
にする。

○毎日の世話や観察を通して気付いた変
化について話し合う。
○伸びてきたつるにどんな世話をしたら
よいかを考えたり調べたりし，支柱を立
てる。
〇追肥などの世話や，つるの伸び具合等
の観察を行う。
○変化や成長，世話の様子がわかるよう
に，絵や文章で表す。

2 38～39 せわを つづけよう

開花の喜びをカードなどに表現したり，
花や葉を使った遊びを楽しんだりするこ
とができるようにする。

○つぼみや花の様子を観察し，花が咲い
た喜びを絵や文で表す。
○明日はどのつぼみが咲きそうか予想す
る。
○押し花や色水作りなど，花や葉を使っ
た遊びを楽しむ。

2 40～41 たねとりを しよう

種ができている様子を観察したり，種取
りをしたり，アサガオの後始末をしたり
することができるようにする。

○種ができる様子を観察したり，種取り
をしたりして，気が付いたことを絵や文
で表す。
○枯れてしまった草花を抜き，植木鉢や
花壇を整える。

1 42～43 なにを かんじたかな

アサガオの成長の様子や世話について振
り返って伝え合い，上手に世話ができる
ようになった自分の成長に気付くことが
できるようにする。

○アサガオが育ってきた様子を振り返
り，観察カードをまとめたり，動作化し
たり，頑張ったことを伝え合ったりす
る。
■「わたしのきになっていること」を書
き，「まんぞくはしご」を使って活動を
振り返る。
★草花で作った作品を，家の人に見せた
りプレゼントしたりする。

単元
（学習指導要領との関連）

目標

きれいに さいてね
わたしの はな
（主たる内容７　内容８）

指導時期：５～３月
指導時数：10時間
教科書　：上巻ｐ.30～45

①花などの植物を育てることを通して，植物が生命をもっていることや成長してい
ることに気付くことができるようにする。
②花が育つ場所，変化や成長の様子に関心をもって働きかけるとともに，それらに
ついて表現したり友達と伝え合ったりすることができるようにする。
③花への親しみをもち，大切にしようとする態度を養う。
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資
料

44 もっと そだてたいね

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。

○球根から育つ植物があることを知る。
○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
成長した喜びを絵や文で表す。

資
料

45
もしも
なかが みえる むしめ
がねが あったら。

栽培の経験をもとに，生命の不思議さを感じながら種の中を想像する。
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時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1 46～47
きせつと なかよし
はる なつ
（とびら）

野原や公園で遊んだことを思い出し，春
や夏の様子に関心をもち，遊びに行って
みたいという思いをもつことができる。
また，春や夏の季節の特徴を生かして楽
しめる遊びに興味をもつことができるよ
うにする。

〇春から夏の遊びのイメージを膨らませ
る。
○野原や公園の様子を思い出して，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。
○みんなでしてみたい季節の特徴を生か
した遊びを話し合い，活動への見通しを
立てる。

2 48～49 のはらで あそぼう

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
ものを探したり，それらと関わって友達
と仲よく遊んだりすることができるよう
にする。

○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。
○友達と一緒に生きものや樹木，草花な
どとふれ合って遊んだり，出会った人た
ちと関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。
〇管理事務所や避難場所，防火水槽など
人々を災害などから守る施設もあること
に気付く。

2 50～53

くさばなあそび

はるから なつの
いきもの

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。
見つけたり捕まえたりした生きものにつ
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。

○野原や公園で，草花遊びをする。
○見つけたことや楽しかった遊び，驚い
たことや不思議に思ったことなどを絵や
文にしてカードやノートに書き，伝え合
う。
○見つけた生きものの名前を（教科書や
図鑑で）調べたり，観察したりする。
○「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。

4 54～55 なつを かんじよう

雨の日と晴れの日の違いに気付き，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。

○どんな遊びをしたいか，話し合い，遊
びのイメージを膨らませ，必要な道具な
どを準備する。
〇雨の日の生きものや花の様子を観察し
たり，諸感覚をはたらかせながら雨の中
を散歩して気付いたことを表現する。
○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。

1 56～57 なにを かんじたかな

身近な自然でくり返し遊んだ活動を振り
返って，季節によって生きものや植物な
どの様子が違うことや自然の不思議さに
気付いたり，友達と一緒に遊んだ経験か
ら自分の成長に気付くことができるよう
にする。

○見つけたことやわかったことをカード
などに書いて，友達と伝え合う。
○友達との伝え合いを通して，季節の特
徴について考えたり話し合ったりする。
■「わたしのみつけたなつ」を書き，
「まんぞくはしご」を使って活動を振り
返る。
★家の人と一緒に野原に行き，活動した
ことや見つけた生きものを伝える。

資
料

58～59 のはらずかん

春から夏の生きものと生息環境を，適宜，参考にする。

単元
（学習指導要領との関連）

目標

きせつと なかよし
はる なつ
（主たる内容５,内容４，６，９）

指導時期：５～７月
指導時数：12時間
教科書　：上巻ｐ.46～61

①身近な自然を観察したり，諸感覚を使って遊んだりすることを通して，春や夏の
特徴や違いを見つけ，自然の様子や四季の変化，四季の変化と自分の生活とのかか
わりについて気付くことができるようにする。
②活動を通して感じた，春や夏の自然遊びの楽しさや，自然の不思議さなどについ
て表現したり，伝え合ったりすることができるよにする。
②春や夏の特徴を生かした遊びを楽しみ，季節の変化を生活に取り入れ，自分の生
活を楽しくしようとする。
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1 60
にゅうがくしてからを
ふりかえろう

入学してからの生活や出来事を思い出
し，4月の自分と今の自分を比較して自分
の生活や成長を見つめ直すとともに，自
分を支えてくれた様々な人との関わりに
も気付くことができるようにする。

〇4月から今までの出来事を振り返り，楽
しかったことやびっくりしたことを交流
する。

1 61
なつやすみを げんき
に
すごそう

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。

○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。
○夏休み後，自分が取り組んだことや，
がんばったことを発表する。
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時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1 62～63
なかよく なろうね
小さな ともだち
（とびら）

学校で見つけた生き物たちを思い出し生
き物に興味をもてるようにする。

○学校で見つけた生き物たちを思い出
す。
○学校の生き物の様子や飼ったことがあ
る生き物について話，生き物に興味をも
つ。
○生き物に会える場所を話し合う。

2 64～65 生き物を さがそう

校舎内や校庭の生き物を探し，ふれ合い
を通して，生き物の命を感じ取り優しく
接することができるようにする。

○校舎内や校庭の生き物を探しす。
○生き物と遊ぶときに，気をつけること
について話し合う。
○生き物の命を感じ取り優しく接する。
○学校にいた生き物について話し，触れ
合いを振り返る。

4 66～67
じぶんたちで
そだてよう

よりよい世話について考えながら生き物
の世話をするとともに，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
付き，命を大切にすることができるよう
にする。

○生きものを飼育することについて話し
合い自分たちで育てる覚悟をもつ。
○飼育している生き物のすみかを考える
○飼育している生き物の餌について好き
な物食べないものを整理する。
○飼育している生き物の接し方や触れ
合ったときの感じを整理する。
○可能ならば，獣医師の指導を受ける。

3 68～69 なにを かんじたかな

生き物に触れ合ったり，世話をしたりし
たことを通して，自分なりに考えたり工
夫したりして，感じたことや気付いたこ
とを身近な人たちに伝えることができる
ようにする。

○世話を通して自分が感じてきたことを
振り返り話し合う。
○生き物との関わりや，生き物の様子を
自分の考えた方法で表す。
○伝える相手や伝え方を考え，練習をす
る。
○自分が感じたことを，世話を任せてく
れた人に報告をする。
■「わたしのそだてた生きもの」を書
き，「まんぞくはしご」を使って活動を
振り返る。
★家の人に，自分が学校で飼育した生き
物を紹介する。

資
料

70
生きものの
そだてかた ずかん

資
料

71

もしも
生きものの ことばが
わかる マイクが あっ
たら。

飼育環境や餌などを，適宜，参考にする。

飼育をした経験をもとに，生きものに心を寄せて，生きものの意気持ちを想像す
る。

単元
（学習指導要領との関連）

目標

なかよく なろうね
小さな ともだち
（主なる内容７　内容８）

指導時期：９月
指導時数：10時間
教科書　：上巻ｐ.62～71

①動物や虫などを育てる活動を通して，それらの育つ場所，変化や成長の様子に関
心を持って働きかけることができるようにする。
②動物や虫などが生命をもっていることや成長していることに気付き，それらを表
現したり友達と伝え合ったりすることができるようにする。
③動物や虫などに親しみをもち，それらの生命を大切に感じながら，大切にしよう
とする。
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時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1
72～
73

きせつと なかよし
あき
(とびら)

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。また，
秋にできる遊びについて期待をもてるよ
うにする。

○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。
○みんなでしてみたい秋の活動を話し合
い，活動への見通しを立てる。

2
74～
75

あきを
見つけに　いこう

野原や公園で秋の自然を観察したり，木
の実や落ち葉を集めたり，自然を利用し
て遊んだりすることを通して，夏の頃と
様子が変わっていることや秋の自然の様
子に気付くことができるようにする。

○秋の野原や公園に行く計画を立てる。
○野原や公園に出かけ，春や夏に虫を見
つけた場所で虫や虫のすみかを探す。
○秋の草花や樹木などを観察し，季節の
変化に気付く。
○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。

1
76～
79

草の み
木の み
どんぐり
おちば

秋を探したり，遊んだりしたことなどを
振り返り，採取した木の実や落ち葉など
を友達と見せ合ったり，拾ったときの思
いや気付いたことを観察カードに記入し
たりすることができるようにする。

○秋の公園や野原でしてきた体験や集め
た木の実や木の葉などについて伝え合
う。
○活動したことの楽しさや，見つけた秋
のことなどを，カードに絵や文で表現す
る。
○次の時間はどのような活動をしたらよ
いか見通しをもつ。

1
80～
81

なにを かんじたかな

秋と自分たちの生活との関わりを振り返
り，見つけた木の実や木の葉，楽しかっ
た活動などについて友達と紹介し合った
り伝え合ったりするとともに，更に秋を
楽しむためにこれからの活動について考
えることができるようにする。

〇前時にカードに描いた内容について，
友達に紹介したり伝え合ったりする。
〇友達と伝え合いをして気付いたことや
感想を発表する。
〇これからどんなの活動をしていきたい
かを個人で考え，ノートや教科書などに
記入する。
〇これからどんなことをしていきたいか
を発表し，クラス全体で話し合う。話し
合ったことをもとに，今後何をしていく
かをクラス全体で決める。
■「わたしのもっと〇〇したいな」を書
き，「まんぞくはしご」を使って活動を
振り返る。

1
82～
83

たからもので
あそぼう

集めた木の実や葉の形や色などの特徴を
生かしてどんな遊びができるか考えた
り，簡単な遊びをみんなで楽しんだりす
ることができるようにする。

〇集めた木の実や葉について，友達と伝
え合う。
〇集めた木の実や葉で，どんなことをし
てみたいかを考える。
〇集めた木の実や葉の特性を生かして，
簡単な遊びを楽しむ。
〇素材遊びをした感想や気付いたことを
伝え合う。

単元
（学習指導要領との関連）

目標

きせつと なかよし
あき
（主たる内容５,６ 内容４,８）

指導時期：10～11月
指導時数：14時間
教科書　：上巻ｐ.72～91

①身近な自然を観察したり，諸感覚を使って遊んだりすることを通して，秋の特徴
や，春や夏との違いを見つけ，自然の様子や四季の変化，四季の変化と自分の生活
とのかかわりについて気付くことができるようにする。また，秋の自然を利用して
遊ぶものを作って遊ぶ活動を通して，遊ぶものを工夫してつくることができ，秋の
自然遊びの楽しさや，自然の不思議さなどについて気付くことができる。
②遊びを通して，見つけたことや感じたこと考えたことを表現したり，伝え合った
りすることができるよにする。
③秋の特徴を生かした遊びを楽しみ，季節の変化を生活に取り入れ，自分の生活を
楽しくしようとする。また，みんなと楽しみながら遊びを創り出そうとする。
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3
84～
85

おもちゃを
つくって
あそぼう

木の実や葉を利用し，身近なものを使っ
て遊びや遊びに使うものを工夫して作
り，そのおもしろさや自然の不思議さに
気付き，みんなで楽しむことができるよ
うにする。

○作りたいものを考え，活動への見通し
をもつ。
○自分が作りたいおもちゃを工夫しなが
ら作ったり改良したりしながら遊ぶ。
○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。

資
料

86 つくりかた

2 87
たのしさを
つたえよう

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。

○「あきのたからものランド」の計画を
立てる。
○「秋のたからものランド」に招待する
ために必要なものを作ったり準備したり
する。
〇遊び方やルールをグループで話し合っ
たり，試しに遊んでみたりして工夫す
る。
〇ポスターや招待状を作って渡す。
■「ようこそたからものランドへ」を書
き，自分の考えを整理する。

2
88～
89

みんなで
たのしもう

園児などを「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。

○園児を出迎え，挨拶をしたり，「あき
のたからものランド」コーナーやルール
などについて説明をしたりする。
○「あきのたからものランド」を園児と
一緒に楽しむ。
〇園児を見送り，片づけをする。
〇活動を振り返り，楽しかったことや嬉
しかったことを，絵や文で表現する。
■「どんなあそびをしたかかこう」を書
き，活動を振り返る。

1
90～
91

なにを かんじたかな

単元全体を振り返り，秋を楽しむことが
できた充足感を味わうとともに，おも
ちゃ作りで工夫をしたことや園児との交
流でできたことを伝え合うことを通し
て，自分の成長に気付くことができるよ
うにする。

〇今まで記入したカードや，ノート，写
真などを見て，今までの活動を振り返
る。
〇今までの活動を振り返って，感じたこ
とや考えたことをカードや教科書に記入
する。
〇今までの活動について，感じたことや
考えたことを友達と伝え合う。
〇友達と伝え合いをして感じたことや，
気付いたことを発表する。
■「わたしの見つけたあき」を書き，
「まんぞくはしご」を使って活動を振り
返る。
★家の人に，おもちゃの工夫や楽しかっ
たことを伝え，一緒に遊ぶ。

秋の自然物を使ったおもちゃの作り方などを，適宜，参考にする。
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時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1 92～93
かぞくにこにこ
大さくせん
（とびら）

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

○家族がにこにこする場面や自分の家族
のことについて思い出す。
○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。
○家の人がしていることや，自分のして
いることについて話し合う。

1 94～95
みんなの　１日を
しらべよう

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。

○家庭での自分の１日の過ごし方を思い
出し，家族の１日の過ごし方について考
える。
○家庭でわからないことを見たり尋ねた
りして調べ，家族の１日や仕事を調べ
る。

1 96～97 なにを かんじたかな

家庭で話を聞いたり，自分で調べたりし
たことを通して，家族一人一人の役割や
果たしている仕事などが，自分とどのよ
うに関わっているかについて友達と伝え
合うことができるようにする。

〇自分と家族の１日の過ごし方につい
て，見付けたり，比べたりして気付いた
ことを友達と話し合う。
〇家族が家庭のために果たす役割や仕事
が自分とどのように関わっているかを考
え，伝え合い，自分が家でできることを
やってみたいという意欲をもつ。
■「わたしが気がついたこと」を書き，
「まんぞくはしご」を使って活動を振り
返る。

2 98～99
できる ことに
ちょうせん

家庭生活の中で，自分ができそうな仕事
に取り組み，実践したことを振り返りな
がら，家族や家庭生活を自分との関わり
で考え，意欲や自信をもって継続して行
うことができるようにする。

○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。

3 100
大さくせんを
つたえよう

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。

○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。
〇「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。

1 101 なにを かんじたかな

家族がお互いに支え合っていることや家
族の思いがわかり，自分の役割を積極的
に果たそうとする。

〇活動を振り返り，自分の気持ちを家族
へ手紙で伝える。
〇これからも自分が家族のためにできる
ことを続けていく意欲をもつ。
■「わたしの大さくせん」を書き，「ま
んぞくはしご」を使って活動を振り返
る。
★自分が家庭できることを考えて続ける
ようにする。

単元
（学習指導要領との関連）

目標

かぞくにこにこ
大さくせん
（主たる内容２ 内容８，９）

指導時期：12～１月
指導時数：10時間
教科書　：上巻ｐ.92～103

①家庭における自分の生活や役割，家庭での楽しみなどを見つめ直すことを通し
て，家庭での生活は互いに支え合っていることがわかるようにする。
②家庭での生活は，それぞれのよさや果たしている仕事，役割があることに気付
き，それらを表現したり伝え合ったりしながら，自分でできることなどについて考
えることができるようにする。
③家族の一員として，自分の役割を積極的に果たしたり，規則正しく健康に気を付
けて生活したりしようとする。
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1
102～
103

これまでを
ふりかえろう

ふゆ休みを げん気に
すごそう

○９月から１２月までの活動を振り返り
表現することで，自分の成長を実感でき
る。
○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。

〇これまでの活動からできるようになっ
たこと等を友達に伝え合い，自分自身の
成長を振り返る。
〇児童の成長に対する気付きについて認
め，価値付けることで，今後の学習に活
かしていく。
○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

12



時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1
104～
105

ふゆと
ともだちに　なろう
（とびら）

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。また，
冬にできる遊びについて期待をもてるよ
うにする。

○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。

2 92～93
ふゆを
見つけに　いこう

冬の野原や公園で，冬の生きものを探し
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。

○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，出会った人と関わったりする。
○諸感覚を使い，秋の様子と比較しなが
ら植物や生きものの様子を調べたり，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。

2
108～
109

ふゆの 生きもの

生きものの様子を観察したり調べたりし
て，生きものの冬の過ごし方に関心をも
てるようにする。

○植物の様子を観察する。
○生きものの様子を観察する。

4 96～97 きたかぜと　あそぼう

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，みんなで冬の遊びを楽し
むことができるようにする。

○風を捕まえたり，風を使ったおもちゃ
を作ったりして，風と遊ぶ。
○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，カードやノートに書
く。

2
112～
113

ゆきや こおりで
あそぼう

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
議さに気付きくことができるようにす
る。

○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。
●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。

1
114～
115

なにを　かんじたかな

冬の特徴を生かした遊びを通して気付い
たことを，カードなどにまとめ，友達と
伝え合うことを通して，いっそう冬の特
徴をつかみ，自然の面白さや不思議さに
気付くことができ，自分たちの遊びや生
活をよりよくしようとする。

○気付いたことを絵や文にしてカードな
どに書く。
○わかったことや感じたことを伝え合
う。
■「わたしの見つけたふゆ」を書き，
「まんぞくはしご」を使って活動を振り
返る。
★冬の野原でしたことを，家の人に伝え
る。

資
料

116～
117

のはらの カレンダー
生きものの1年間の様子を参考にする。

単元
（学習指導要領との関連）

目標

きせつと なかよし
ふゆ
（主たる内容５,６ 内容４,８）

指導時期：１～２月
指導時数：12時間
教科書　：上巻ｐ.104～117

①身近な自然を観察したり，諸感覚を使って遊んだりすることを通して，冬の特徴
や，春，夏，秋との違いを見つけ，自然の様子や四季の変化，四季の変化と自分の
生活とのかかわりについて気付くことができるようにする。また，冬の自然を利用
して遊ぶものを作って遊ぶ活動を通して，遊ぶものを工夫してつくることができ，
冬の自然遊びの楽しさや，自然の不思議さなどについて気付くことができる。
②遊びを通して，見つけたことや感じたこと考えたことを表現したり，伝え合った
りすることができるよにする。
③冬の特徴を生かした遊びを楽しみ，季節の変化を生活に取り入れ，自分の生活を
楽しくしようとする。また，みんなと楽しみながら遊びを創り出そうとする。
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時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1
118～
119

もうすぐ　２年生
（とびら）

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。

○入学したときのことで覚えていること
を発表し合う。
○入学した頃から今までの写真などを見
て，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，
残念だったことなどを発表する。

3
120～
121

1年かんを
おもい出そう

入学してからのことを思い出し，１年間
のできごとを振り返ることができるよう
にする。
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，自分への自信を膨ら
ませることができるようにする。

○カードや絵，作文などを見ながら，入
学してからのできごとを発表し合う。
○カードや絵，作文などを見て１年間を
振り返る。
○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。
○自分一人だけでなく，友達と協力して
できたことや自分を支えてくれた人々が
い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。

6
122～
123

あたらしい
１年生を
むかえよう

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。

○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年生に教えてあげたい学校のこと
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。
○教室をきれいに掃除したり，飾り付け
をしたりして，新１年生を迎える準備を
する。

4
124～
125

なにを かんじたかな

これからの成長への願いをもち，２年生
への生活に期待を膨らませることができ
るようにする。

○２年生になることへの期待をもてるよ
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。
○書いた作文を発表し，友達のよさを認
め，伝え合う。
○活動を振り返り，自己評価するととも
に，教科書の「わたしの目ひょう」に自
分の思いを書く。
■「わたしの目ひょう」を書き，「まん
ぞくはしご」を使って活動を振り返る。
★２年生の目標や願いを，家の人に伝え
るようにする。

資
料

126

もしも
1年まえの じぶんと
あえる かがみがあっ
たら。

自分の成長を学習した経験をもとに，1年前の自分が今の自分に，どのようなこと
を言うかを想像する。

単元
（学習指導要領との関連）

目標

もうすぐ ２年生
（主たる内容９ 内容８）

指導時期：２～３月
指導時数：14時間
教科書　：上巻p.118～126

①それまでの生活や出来事を思い浮かべ，過去の自分と現在の自分とを比較し，自
分自身の生活や成長を見つめ直すことができるようにする。
②自分の成長を支えてくれた人々について考え，表現したり伝え合ったりすること
で，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るようにする。
③これまでの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち，これからの成
長への願いをもって，意欲的に生活しようとする。
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