
教育出版　2019年7月

時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1 2～3
ようこそ １年生。
学校の ことを
つたえたいな

２年生になり，これからの自分の成長に
願いをもって，生活への意欲が高められ
るようにする。

○2年生に進級し，新1年生を迎えること
への期待や喜びをカードに書いたり，伝
え合ったりする。
○新1年生にしてあげたいことや教えてあ
げたいことを話し合う。
■「新1年生にこんなことつたえたいな」
を書き，自分の思いを整理する。

2 4～5
ぽかぽか お日さま
出かけたいね

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，実際に歩き，これから
の生活科の学習への意欲を高める。

○学校のまわりにどんな春を見つけるこ
とができるか予想する。
○まちや人々，田畑の様子などに目を向
けて歩く。

令和2年度版『せいかつ下 なかよし ひろがれ』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／2年生導入
（学習指導要領との関連）

目標

わくわく ２年生
（主たる内容９・内容３）

指導月　：４月
配当時数：３時間
教科書　：下巻p.２～５

1年生の頃のことを振り返ったり，新１年生との関わったりすることを通して，これ
からの学校生活への期待と自分の成長への自信をもち，意欲的に生活することがで
きるようにする。
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時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1 ６～７
めざせ
野さい作り名人
（とびら）

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。

○いつも食べている野菜は，どのように
して作られているのか，1年生の時の花の
栽培や，今までの経験から予想してみ
る。
○花の栽培を通して培った力で，自分で
も育てることができると気付いたり，何
を育てたいか考えたりする。

2 ８～９ 野さいを そだてよう

育てたい野菜を調べたり話し合ったりし
て，決めることができるようにする。

○教科書や図鑑などを使って調べたり，
地域で野菜を作っているや身近な人に聞
いたりして育てたい野菜を決める。
○野菜の種類に応じて必要な準備や世話
の仕方について知る。
○収穫した野菜をどうしたいのか話し合
う。

1 10～11 なえを うえよう

野菜の種類に合わせて，苗を植えたり種
をまいたりすることができるようにす
る。

○どんな土に植えると良いのか調べて準
備をする。
○苗の植え付けや種まきのやり方を知
り，用意した容器や学級園に苗を植えた
り種をまいたりする。
○これからどんな世話をしたらいいのか
考える。
●葉，茎，根などの植物のからだのつく
りを，自分が育てている野菜とほかの植
物とで比較する。

2 12～13 せ話を しよう

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

○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。
○自分の世話について伝え合ったり表現
したりし，その良さに気付く。
○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。

1 14～15 しゅうかくしよう

育った野菜の大きさや色などを確かめて
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。

○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。

2 16～17
野さいの ことを
ふりかえろう

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。

○野菜の収穫後のあと片づけをする。
○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，栽培を通してできるようになったこ
となどを思い出し，いろいろな方法でま
とめる。

1 18～19 何を かんじたかな

野菜の成長の変化や収穫の喜び，自分の
よさや成長について考えたことを伝え合
うことができるようにする。

○野菜の生長や収穫の喜び，野菜を育て
て思ったことや考えたこと，自分自身が
成長したことなどについて話し合ったり
伝え合ったりする。
■「わたしのそだてた野さい」を書き，
「まんぞくはしご」を使って活動を振り
返る。
★収穫した野菜を家庭で調理して食べ
る。食べた感想をカードなどにまとめ伝
え合う。

資
料

20～21
野さいの
そだて方ずかん

資
料

22～23
野さいと
くだものの クイズ

野菜にはいろいろな種類があることを知り，形や旬，食べ方を知ることを通して野
菜に興味を持ち，自分で育ててみたい野菜を決める参考にする。

野菜の苗の植え方，種のまき方，世話の仕方などを，適宜，参考にする。

単元
（学習指導要領との関連）

目標

めざせ
野さい作り名人
（主たる内容７　内容８）

指導月　：５～10月
配当時数：10時間
教科書　：下巻p.６～21

①野菜などの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
ていることや成長していることに気付き，それらを大切にすることができるように
する。
②野菜がよりよく成長することができるように必要な世話の仕方を考えたり，野菜
の成長の様子や変化を絵や文で表現したり伝え合ったりすることができるようにす
る。
③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。
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時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1 24～25
まちが大すき
たんけんたい
（とびら）

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，行ってみたいという
意欲をもつことができるようにする。

○自分たちの住むまちや，日々の生活で
お世話になっている人について思い出し
たり，話し合ったりする。

2 26～27
まちに ついて
話そう

お世話になっている人々や楽しい場所な
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。

○まちの中で，お気に入りの場所やお世
話になっている人について，自分なりの
理由や経験を発表する。
○それぞれのお気に入りの場所について
話し合いながら分類・整理し，特徴につ
いて考える。
○みんなで行ってみたいところについて
話し合い，探検に行く場所を決める。

2 28～29
たんけんの 計画を
立てよう

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。

○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「まちたんけん」計画カードや自分の
探検マップに記録する。
●「東西南北」がついている地名などが
ある場合は，方位を意識する。

3 30～33

たんけんに
出かけよう

みんなの ための
場しょを さがそう

○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。
○多くの人々が誰でも利用することがで
き，安心で住みやすい地域にするための
さまざまな施設があることに気付くこと
ができるようにする。

○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。
○駅や図書館などの設備や利用する人々
の様子について観察する。
○設定ができる場合は，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標識，安全
を守るためのものなどを調べる。
○感想や気付いたことをカードや探検
マップに書き加える。

2 34～35 何を かんじたかな

○1回目の探検を振り返り，気付いたこと
や経験したことを「探検カード」に表現
できるようにする。

○地域の店や公共施設を探検して，諸感
覚を使って観察したり，そこで働く人の
話を聞いたりしてたことを「探検カー
ド」に絵や文で書く。
○書いた「探検カード」をもとに自分の
気付きや経験を発表したり友達と伝え
合ったりする。
■「わたしの見つけた「？」」を書き，
「まんぞくはしご」を使って活動を振り
返る。

2 36～37
みんなで 図書かんを
たんけんしよう

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，たく
さんの地域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。

○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。

単元
（学習指導要領との関連）

目標

まちが大すき
たんけんたい
（主たる内容３・４　内容８）

指導月　：５～６月
配当時数：14時間
教科書　：下巻p.24～45

①地域の人々と関わったり，公共施設を利用したりすることを通して，地域のよさ
や特徴，自分たちの生活との関わりに気付き，利用することができるようにする。
②地域のよさや自分の生活と人々との関わりについて考え，絵や文で表現したり友
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
返し関わることを楽しみ，親しみや愛着をもち，適切に接したり安全に生活したり
しようとする。
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1 38～39
見つけた ことを
つたえ合おう

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ることが
できるようにする。

○情報カードに気付きや発見を絵と文で
書き，床地図に貼ったり，友達のカード
を読んで感想を伝え合ったりする。
○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考えたことを話し
合う。

1 40～41 何を かんじたかな

自分が書いた探検カードや床地図をもと
に話し合い，地域にはいろいろなよさが
あり，自分の生活が地域のさまざまな施
設や人々と関わり合っていることについ
て考えることができるようにする。

○地域の自然や人，施設などのよさにつ
いて考え，話し合う。
○地域のお店や施設，人々と自分の生活
との関わりについて考え，話し合う。
■「わたしがもっと知りたいこと」を書
き，「まんぞくはしご」を使って活動を
振り返る。
★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。

資
料

42～43
わたしの
まちの 自まん

資
料

44 わたし まちの くふう

資
料

45

もしも
かこや みらいを 見る
ことが できる
モニターが あったら。

自分たちの地域で自慢できることや方言などについて考え，地域への愛着をいっそ
う高める。

地域には，多様な人たちが生活をしていることやみんなが暮らしやすい工夫がある
ことやに気付き，自分たちが住むまちや多様性の意識を高める。

まちの学習をした経験をもとに，未来のまちと自分との関わりを想像する。
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時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1 46～47
めざせ
生きものはかせ
（とびら）

自然の中にいる生きものについて自分の
経験を話し合い，生きものを飼うことに
対する興味をもつことができるようにす
る。

○家で飼っている生きものを発表する。
○これまでに自然の中で見つけた生きも
のや，飼ったことのある生きものについ
て話し合う。
○学校の近くの自然の中にどんな生きも
の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ものを見つ
けたいか，どんな生きものを飼いたいか
を話し合う。

2 48～49
生きものを
つかまえよう

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

○生きもの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もの探しに出か
ける。
○友達と情報交換しながら生きものを探
したり，捕まえたりする。
○捕まえた生きものを持ち帰る。

3 50～51
生きものを
かって みよう

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

○生きもののすみかやえさについて話し
合う。
○飼い方について，生きものに詳しい人
に聞いたり，図鑑や本を見たり，イン
ターネットで調べたりする。
○生きものに合ったすみかや餌を準備す
る。
○すみかを整えて育てる。
○不思議に思ったことや驚いたことを
カードに記録する。
●生きもののからだのつくりを比較す
る。

3 52～53
生きものの ことを
つたえ合おう

自分の飼っている生きものをさまざまな
方法で紹介したり，友達の発表も関心を
もって聞いたりできるようにする。

○自分の飼っている生きものを紹介し合
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。

1 54～55 何を かんじたかな

生き物の成長の様子や生き物への親しみ
や愛着，世話をしてきた自分のよさにつ
いて考えたことを表現することができる
ようにする。

○生き物を育てて思ったことや感じたこ
と，自分自身の成長などについて話し合
う。
○飼った後は生きものをどうするのかを
話し合う。
■「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。
★発表のために作った作品をもとに，生
きものの秘密について家族に教える。

資
料

56～57
生きものの
そだて方図かん

資
料

58～59
夏を 楽しむ
くふうは どこ

単元
（学習指導要領との関連）

めざせ　生きものはかせ
（主たる７　内容８）

指導月　：６～７月
配当時数：10時間
教科書　：下巻p.46～57

生きものの飼育環境や餌を，適宜，参考にする。

春のまちの様子と比較して，自分たちが住む地域の自然や生活の様子に，どのよう
な変化があったか考えたり，自分たちのまちの夏の行事を思い起こしたりする。

目標

①生きものを育てる活動を通して，生きものの育つ様子に関心をもち，生きものも
自分と同じように成長し，生命をもっていることに気付くことができるようにす
る。
②生きものを大切に育てるために必要なことを考えたり，飼い方や育て方などの情
報を本や図鑑などで調べたりすることができるようにするとともに，気付いたこと
や驚いたことなどを表現したり伝え合ったりすることができるようにする。。
③生きものへの親しみをもち，それらの生命を大切に感じながら，大切に育てよう
とする。
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時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1 60～61
えがおのひみつ
たんけんたい
（とびら）

これまでのまち探検で，お世話になった
人，訪ねた場所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。

○前回のまち探検の記録や作品をもとに
思い出し，印象に残っていることや，自
分の生活や関わり方が変わったところを
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
話し合う。
○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。

3 62～63
もっと 知りたい こと
を
せい理しよう

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。

○行きたい場所や目的，約束などについ
て話し合い，探検の計画を立てる。
○行きたい場所をもとに，グループをつ
くる。
○行きたい場所をもとにグループをつく
り，お店の人にインタビューをして尋ね
てみたいことを考え，整理し，笑顔で働
く理由を予想する。
○話し合ったことや自分の考えについて
計画カードに記録する。
○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。

5 64～65 インタビューを しよう

仕事をする人たちの思いや，仕事の仕方
や内容などについて聞き取ったり見付け
たりしながら，笑顔の秘密について調べ
ることができるようにする。

○お店を探検したりインタビューしたり
するときに気をつけることを確認する。
○仕事の仕方や手順，種類などについて
観察したり聞き取ったりする。
○お店や公共施設で，普段見ることので
きないバックヤードの様子や，開店前や
閉店後の仕事などについて教えてもら
う。
○気付いたり教えてもらったりしたこと
を整理してまとめる。

5 66～67
しごとに
チャレンジしよう

探検場所で仕事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
さや楽しさ，仕事をしている人たちの思
いなどに気付く。

○仕事を体験させてもらう時に気を付け
ることを話し合う。
○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。

1 68～69 何を かんじたかな

仕事の一部を体験したり，手伝ったりし
て気付いたり考えたりしたことを伝え合
うことができるようにする。

○仕事の大変さや楽しさ，仕事をしてい
る人たちの思いなどについて，グループ
の友達と自分の考えを伝え合う。
○働く人たちの笑顔の秘密について考え
たり予想を立て直したりする。
■「わたしがインタビューした人」を書
き，「まんぞくはしご」を使って活動を
振り返る。

単元
（学習指導要領との関連）

えがおのひみつ
たんけんたい
（主たる内容３・４　内容８）

指導月　：９～11月
配当時数：28時間
教科書　：下巻p.60～83

目標

①インタビューや仕事を体験するなど，地域に積極的にかかわる活動を通して，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，地域のために働いている人たちの思いに気付いたり，地域の人と交流すること
の楽しさやよさを感じることができるようにする。
②地域の人々と自分たちの生活との関わりについて考え，インタビューや体験を通
して分かったことや考えたことをいろいろな方法で表現し，友達や家族，地域の人
に伝えることができるようにする。
③地域の自然や施設，さまざまな人々への愛着をいっそう深めて，地域の一員とし
て生活しようとする。

6



3 70～71 体けんを つたえ合おう

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。

○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。
○他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。
○体験発表会を開く。

3 72～73
まちの 人にも
つたえよう

探検場所で体験したことや，まちやまち
の人たちの魅力，笑顔で働く人たちの秘
密を，まちの人たちにも伝える発表会を
計画し，準備をすることができるように
する。

○発表会の計画を立てる。
○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。
■「ようこそえがおいっぱいはっぴょう
会へ」を使って，自分が伝えたいことを
整理する。

3 74～75
えがおいっぱい
はっぴょう会

発表会で自分たちの経験や気付きを工夫
して伝えることができるようにするとと
もに，地域の人たちと交流することのよ
さに気付くことができるようにする。

○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，感想をカードに書
く。

3 76～77
ありがとうを
つたえよう

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。

○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。
○手紙や感謝状，ポスターなど，グルー
プごとに方法を決めて書き，届ける。

1 78～79 何を かんじたかな

「えがおいっぱい発表会」を通して感じ
たことや考えたことをカードに書いた
り，友達と伝え合ったりすることができ
るようにする。

○仕事の大変さや楽しさ，仕事をしてい
る人たちの思いなどについて話し合う。
○働く人たちの笑顔の秘密について予想
と比べたり話し合ったりする。
○大人になったらしてみたい仕事やなり
たい職業について伝え合う。
■「わたしが見つけたえがおのひみつ」
を書き，「まんぞくはしご」を使って活
動を振り返る。
★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。

資
料

80～81
すてきな えがお
あこがれの しごと

資
料

82～83
秋は どこに
やって きた

夏のまちの様子と比較して，自分たちが住む地域の自然や生活の様子に，どのよう
な変化があったか考えたり，自分たちのまちの秋の行事を思い起こしたりする。

地域で多様な仕事をしている人々に気付き，これからの自分の生活や職業への意識
を高める。
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時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1 84～85
作って ためして
（とびら）

動くおもちゃで遊んだ経験や自分でおも
ちゃを作って遊んだ経験を思い出し，自
分でも動くおもちゃを作ってみんなで遊
びたいという意欲を高められるようにす
る。

○休み時間などに見本の動くおもちゃで
遊んだ経験を想起する。
○例示のおもちゃがどのような動きをす
るのか予想し，話し合う。
○おもちゃがどんな材料で作られている
かを調べる。
○自分たちにもおもちゃが作れそうか考
え，おもちゃづくりへの見通しがもてる
ように話し合う。

1 86～87 うごかして あそぼう

輪ゴムやガムテープなどでどんな遊びが
できそうか予想し，共通体験として，み
んなで素材遊びを楽しむ。

○事前に輪ゴム，ガムテープ，ビニル
袋，磁石などの材料を集めておく。それ
らの材料でどんな遊びができるか予想す
る。
○素材遊びをする。素材のもつ目に見え
ない力や特徴を捉えながら，試したり，
予測したり，工夫したりする。
○素材遊びの振り返りをする。身近にあ
るものでどんなおもちゃを作れるのかを
予想し，おもちゃ作りへの見通しをも
つ。
●磁石にくっつくものとくっつかないも
のとで，どのような違いがあるか考え
る。

6 88～88
うごく おもちゃを
作ろう

素材遊びの経験や教科書，おもちゃ図鑑
を参考にしながら動くおもちゃを作って
試す。

○身近にある物を使って，自分が作りた
いおもちゃを決める。必要な材料や道具
を考え，見通しをもつ。
○素材遊びの経験や教科書，おもちゃ図
鑑を参考にしながら動くおもちゃを作っ
て試す。

1 90～91 何を かんじたかな

○自分が作ったおもちゃについて，よ
かった所と改善点を出し合い，クラスで
共有する。自分の満足度を確認する。
■「わたしの作ったおもちゃ」を書き，
「まんぞくはしご」を使って活動を振り
返る。

4 92～93 パワーアップ大作せん

試行錯誤しておもちゃを改良する。その
おもちゃを使って，自分たちで遊びを創
り出すことの面白さを実感する。完成し
た自分たちのおもちゃを使って，みんな
で遊びたいという思いをもつ。

○改善点を基に，「丈夫，早い，高い，
遠い，おもしろい」という視点でおも
ちゃをよりよくしていく。
○同じおもちゃのグループどうしで一緒
に遊ぶ。
○それぞれの視点を基におもちゃをより
よくしていく。自分のおもちゃをよりよ
くするための解決策を振り返る。

6 94～95 おもちゃで あそぼう

自分達が作ったおもちゃでおもちゃ大会
を開く準備をする。
対象に合った遊び方を考えながら，友達
や保護者，園児などと一緒に遊ぶ。

○看板や得点表などを作成し，クラスや
学年の児童と遊ぶための準備をする。
○友達との関わりを大切にしながら，
ルールや遊び方を工夫し，遊びを創り出
したり，面白くしたりする。
○単元を振り返り，できるようになった
ことや身に付いた力を自覚し，自分たち
の生活をより楽しく豊かにする。
■「こんなおもちゃであそんだよ」に絵
や言葉で記録する。

単元
（学習指導要領との関連）

目標

作って ためして
（主たる内容６　内容８）

指導月　：12～１月
配当時数：20時間
教科書　：下巻p.84～101

①輪ゴムや磁石など身近にある物を利用して，動くおもちゃを作り，おもちゃを改
良したり遊び方を工夫したりして繰り返し遊び，工夫して遊びを楽しくする面白さ
や遊び込む面白さ，友達と一緒に遊ぶことの面白さに気付くことができるようにす
る。
②遊びの過程の中で，新たな願いをもち，願いを実現するために，さまざまな工夫
を見つけたり，比べたり，見通したり，試したり，見付けたり，たとえたりしなが
ら遊びを発展させ，遊びの楽しさや工夫点を表現したり伝え合ったりすることがで
きる。
③遊び込むことで，自分たちで遊びを創り出し，自分たちの生活を楽しく豊かなも
のにしていこうとする。
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1 96～97 何を かんじたかな

おもちゃ作りやおもちゃ大会を振り返
り，何を学んだのか何ができるように
なったのかを考え，友達に伝えることが
できる。

○課題をどのように解決したのかを伝え
合う。
○自分や友だちのよさを伝え合う。
○これからも，身近なものを使って遊ぼ
うという思いをもつ。
■「わたしのおもちゃのくふう」を書
き，「まんぞくはしご」を使って活動を
振り返る。
★家族など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。

資
料

98～
100

おもちゃの
作り方図かん

資
料

101
もしも
はつ明が ひらめく
ぼうしが あったら

資
料

102～
103

北風が はこんで
くる ものは なあに

おもちゃの材料やおもちゃを作る手順を，適宜，参考にする。

動くおもちゃを作った経験をもとに，ものを動かす力を使った発明について想像す
る。

秋のまちの様子と比較して，自分たちが住む地域の自然や生活の様子に，どのよう
な変化があったか考えたり，自分たちのまちの冬の行事を思い起こしたりする。
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時
数

頁 小単元 目標 学習活動

1
104～
105

あしたへ つなぐ
自分たんけん

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。

○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。
○小学校に入学してからや２年生になっ
てからできるようになったことや成長し
たと思うことを思い出す。
○自分の成長を調べるためには，どのよ
うな方法があるのか話し合う。

3
106～
107

自分に ついて
考えよう

自分の成長について考えたり，話し合っ
たりして，自分自身の体や心の成長に気
付くことができるようにする。

○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。
○体の成長についてどのような変化が
あったかを考える。

6
108～
109

まわりの 人に
聞いて みよう

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，身近な人たちから聞
き取ったり，友達と振り返ったりしなが
ら，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。

○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。
○小さい頃に使っていた物や写真など，
小さい頃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，小さい頃のことを取材する。
○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。

2
110～
111

何を かんじたかな

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。

○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。
○友達と自分の成長を伝え合いながら，
互いに認め合い，喜びを味わう。
■「わたしが自分にはく手したいこと」
を書き，「まんぞくはしご」を使って活
動を振り返る。

6
112～
113

楽しかったね 生活科

３年生の学習や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。

○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，社会や理科などの
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。
○３年生になった自分がどのように生長
しているか予想し，話し合う。

2
114～
115

何を かんじたかな

これからの自分の生活への期待を作文で
表現することができるようにする。

○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，発表す
る。
○これから頑張りたいことややってみた
いことなどをカードに書いて整理し，書
きたいことを選んで作文する。
■「わたしの３年生の目ひょう」を書
き，「まんぞくはしご」を使って活動を
振り返る。
★３年生になって，がんばりたいことや
希望について家族に伝える。

資
料

116

もしも
みらいの 自分が 見え
る
ぼうえんきょうが あっ
たら

自分の成長を学習した経験をもとに，これからの自分について想像する。

単元
（学習指導要領との関連）

目標

あしたへ つなぐ
自分たんけん
（主たる内容９　内容８）

指導月　：２～３月
配当時数：20時間
教科書　：下巻p.104～116

①成長を振り返り，自分が大きくなったことや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，自分の成長には多くの人の支えがあったことに気付
くことができるようにする。
②これまでの生活や成長を支えてくれた人々やこれからの生活のことをについて考
え，さまざまな方法で表現したり伝え合ったりすることができるようにする。
③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ととも
に，３年生への進級の期待やこれからの成長への願いをもち，自信をもって意欲的
に生活しようとする。
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