
       年間指導計画と題材の配列一覧表        

【1年】 

指導時期 主題名 副主題名 指導内容 指導の観点 

４月 

交通安全 

1 つうがくろでの こうつうあんぜん 1 つうがくろを あるこう 安全な交通路・信号の確認 信号や交通ルールに則った，安全行動を習慣化させる。 

2 おうだんほどうの わたりかた 横断歩道を渡るときの左右確認 自動車の動きを確認するなどの安全行動を理解させる。 

3 ふみきりの わたりかた 踏切での安全な通行 踏切での安全な待ち方と渡り方を理解させる。 

4 がっこうの かえりみち 道草，寄り道の危険 道草や寄り道をしないで下校することを習慣づける。 

5月 

生活安全 

2 がっこうせいかつでの あんぜん 1 ろうかを あるく とき 廊下での安全な歩行 歩き方によって危険や迷惑を及ぼすことを知り，きまりを守る態度を育成する。 

2 かいだんを あるく とき 階段での安全な歩行 歩き方によって危険や迷惑を及ぼすことを知り，きまりを守る態度を育成する。 

3 たのしい がっこうの 一にち 学校のさまざまな場面での安全な行動 学校生活を安全に過ごすために必要なことに気づかせる。 

6月 

災害安全 

3 がっこうでの ぼうさい，あんぜん 1 あいずに したがって 緊急時の安全な行動 安全のための行動では，合図に従うことが必要であることに気づかせる。 

2 ひなんする ときの やくそく 避難するときの約束の確認 約束の内容を理解し，安全な避難を心がけるようにさせる。 

3 しらない ひとが いたら 学校内で不審者に出会ったときの行動 先生に知らせるなどの基本的な行動を確認させる。 

4 けんがくや えんそくの やくそく 校外での見学や遠足での注意事項の確認 校外学習のときに注意することと，その理由を理解させる。 

7月 

生活安全 

4 みずの じこ，ねっちゅうしょう 1 プールでの やくそく 体調管理やきまりの順守 水泳は体力が必要なことから，事故や体調により気をつける必要があることを知る。 

2 かわや いけでの じこを ふせごう 水辺での危険の確認 水辺の危険や注意の呼びかけに気づかせ，それを守る態度を育てる。 

3 でかける ときには 外出時の注意事項の確認 外出時の安全のための約束を確認する。 

4 ねっちゅうしょうに ちゅういしよう 熱中症の理解 熱中症の危険性を知り，それを防ぐ行為を理解させる。 

9月 

災害安全 

5 ふうすいがい 1 つよい かぜが ふく 強風のときの安全確認 強風のときに気をつけることを理解させる。 

2 たくさんの あめが ふる 大雨のときの安全確認 大雨のときに注意することを確認させる。川には近づかないことを徹底させる。 

10月 

生活安全 

6 あそぶ ときの やくそく 1 こうていでの あそび 校庭での危険な遊びの確認 どのような行為が，自分やその他の人に危険を及ぼすか理解させる。 

2 たいいくかんでの あそび 体育館での危険な遊びの確認 どのような行為が，自分やその他の人に危険を及ぼすか理解させる。 

3 どうろでの あそび 道路での危険性の確認 自動車が通行する場所の危険性に気づかせる。 

4 こうえんでの あそび 公園での危険な遊びの確認 どのような行為が，自分やその他の人に危険を及ぼすか理解させる。 

11月 

交通安全 

7 のりものの あんぜん 1 じてんしゃに のる まえに 自転車の点検の仕方の確認 自転車に乗る前の安全点検の仕方を確認させる。 

2 あんぜんな ばしょで のろう 自転車利用の安全な方法 場所や服装など自転車に乗る際の安全確認を徹底させる。 

3 じどうしゃの のりかた 自動車に乗るときの注意 乗降時や車内で気をつけることを理解させる。 

4 くるまは きゅうに とまれない 自動車の停止距離の確認 信号機のない横断歩道では，自動車が見えたら渡らないことを徹底させる。 

5 でんしゃや バスの のりかた 公共の乗り物での注意 乗り物の待ち方や乗車後のマナー，気をつけることを理解させる。 

12月 

生活安全 

8 かていせいかつの あんぜん 1 いえに かえったら 手を あらおう 手洗いが必要なときの確認  どのような行為をしたときに手洗いが必要になるか考えさせる。 

2 ふゆの いえでの すごしかた 冬の家庭生活での危険性の確認 暖房器具の危険性に気づかせ，火遊びをしないことを徹底させる。 

3 かじの きけん 火事から避難するときの約束 火事の危険性や火事のときにとらなければならない行動を理解させる。 

4 いえに 一人で いる ときに 家で留守番をしているときの注意点 知らない人の訪問や電話への対応を確認させ，不用意な行動をとらないことを徹底させる。 

5 ふゆの あそび， ふゆの ふくそう 雪の日の遊びと歩き方の確認 雪が積もった際の注意点を理解させる。 

6 くらく なる まえに いえに かえろう 遅い時間の危険性の確認 時間の感覚を持たせるようにして，暗くなってからの行動の危険性に気づかせる。 

1月 

生活安全 

9 そとで あそぶ とき，かえる とき 1 でかける ときには 家の人との約束の確認 行動予定を伝えることが，安全を高めることにつながることを理解させる。 

2 はんざいに まきこまれやすい ばしょ 危険性が高い場所の確認 人通りが少ない，暗い，見通しが悪い等，危険な状況に気づかせる。 

3 こんな とき どうする？ 誘拐，連れ去りの避け方 誘拐などから身を守るために注意することを理解させる。 

4 いざと いう ときに 「いかのおすし」の確認 この言葉の持つ意味をしっかりと理解させる。 

2～3月 

災害安全 

10 じしんの ひがい 1 じしんが おきたら 地震が起きたときの行動の仕方 地震はいつ，どんな場所で襲ってくるかわからないことを理解させる。 

2 じしんから みを まもる 身を守る方法の理解 まずとるべき行動を理解させる。 

3 いえに いる ときの みの まもりかた 被害を防ぐ行為の理解 とるべき行動，とってはいけない行動について理解させる。 

4 ひなんする ばしょ 避難場所の理解 災害の際には避難する場所があることに気づかせる。 

5 つなみから みを まもる 津波からの避難 海岸，水辺から離れて逃げることを徹底させる。 

 まなんだ ことを ふりかえろう 1年間の振り返り チェックポイントは重要な点なので，できなかったところを知り該当箇所を振り返らせる。 

 


