
資料６： 「お店やさん」単元指導計画H16

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20時 数 １・２ ３・４ ５・６・７・８・９ ・ ・ ・ ・ ・ ・
お店の計画をし お店の看板を お店の宣伝をしよう お店やさんの修業をしよ お店を開こう 売上金を送金し みんなに報告し お店の反省会
よう 作ろう う よう よう をしよう

主な ・昨年の活動を ・店の名前を ・お店のキャラクタ ・代金やおつりの計算・ ・家族に販売す ・売り上げの合 ・全校集会で報 ・活動を振り
思い出して話 決めて看板を ーを募集して作る。 商品の袋詰め・挨拶の練 る。 計を計算する。 告する内容を考 返って話す。

学習内容 す。 作る。 ・ポスターを作る。 習をする。 ・先生に販売す え、発表の練習 ・協力金で何
・今年やってみ ・商品の名前 ・全校の友だちに伝 ・電話注文の受け方の練 る。 をする。 をするか考え
たいことを発表 と値段を確認 える内容を決め、発 習をする。 ・全校児童に販 ・お世話になっ る。
し、計画表を作 し、値段票・ 表の練習をする。 ・近所の文具店で実際に 売する。(昼休 た人や学級にお
る。 注文票を作る 買い物をし、お店の人の み） 礼の手紙を書。

話を聞く。 く。
今年もやりた お 客 さ ん 活動を盛り上げ お店の人に聞いた話や 先生や家族 最終的な売 協力してく 自分たちA: AB: AB: A: AB: AB: AB: AB:

興味 いという意欲を の立場を考え たいという願いをも 自分の買い物体験から学 が買いにくるの り上げの計算と れた人への感謝 のアイデアや
関心 もち、積極的に て、看板等を って、アイディアや んだことを自分たちの店 を楽しみにしな いうことで、緊 の気持ちを感じ がんばりでお
意欲 意見を言える。 見やすくする 意見を積極的に発言 にも生かすことができ がら、はりきっ 張感をもって取 ながら、自分た 店をやりぬい
態度 さんと同じ ための工夫を できる。 る。 て活動すること り組むことがで ちにできること た達成感を感B:A

意見でも、つけ 考えることが 全校の友だちのこと 面倒くさがらず、何 ができる。 きる。 を考えて取り組 じることがでAB:
たしながら意見 できる。 を考え、丁寧な作業 度も計算練習ができる。 むことができ きる。

主 を言える。 ができる。 る。
やりたいこと 目 立 つ 色 学習した漢字を エプロンの紐を蝶結びにできる。 小為替のし 接続詞を使 写真を見A: AB: AB: AB: AB: AB: AB:

な を短くまとめて を選び、大き 使って、丁寧な字で 電話で注文を受けたときどうすればよい くみがわかり手 いながら、短い ながら、でき
知識 カードに書け く丁寧な字を 賞状やポスターをか かを考えて発表できる。正確に電話での 続きができる。 文章にまとめて ごとやその時

ね ・ る。 書ける。 く。 注文を聞き取ることができる。 枠内に収まる数 話すことができ の気持ちを思
技能 は さ み で キャラクター投票 商品を大切に取り扱うことができる。 字を書ける。 る。 い出して話せAB: B: A:

ら 計画表の見方 線の上を切る 数の計算ができる。 落ち着いて計算し、売上表に金額を丁寧 売り上げ金額 お礼の手紙の書 る。B: A:
がわかり、活動 ことができる パソコンでポス に記入することができる。 の合計を計算で き方を知り、縦。AB:

い の順番を指差し ドアや窓の ターを作ることがで 同じ種類のものをまとめて、工夫して きる。 書きの文章を丁A: B:
ながら話せる。 寸法を測り、 きる。 代金の計算ができる。四捨五入の学習を 商品の売り上 寧な文字で、漢B:

看板の大きさ 短い文章にまとめて 生かして福引券の枚数を決め、袋に入れ げ数の合計を計 字を使いながら
を考えて作る 話すことができる。 ることができる。 算できる。 書ける。

。ことができる
友達の発表を 声 を か け 聞き手の立場に お店でのマナーを守って買い物がで さんが計算 聞き手の方を 自分や友A: AB: AB: AB: A:B A: AB:

社会性 静かに、優しく 合いながら、 合わせて話し方を変 きる。失礼でない質問を考えてできる。 を間違えても優 見ながら話がで 達のがんばり
・ 応援しながら聞 バランスよく え、キャラクター投 声や視線で合図をして作業ができる。 しく声をかけた きる。 を 発表 でき

人との ける。 文字を並べて 票の説明ができる。 気持ちのよい電話の受け答えができる。 り待ったりでき 体育館・教室 る。B:
関わり 友達に聞こえ 看板を作るこ 得意なことを教えあ 忙しいときにもお客さんに優しい言葉 る。 などの場所に合B: A:

る声で、はっき とができる。 いながらポスターを がけができる。 公共の場で わせ、聞き手にAB:
りと話せる。 作ることができる。 同級生の男子に対しても丁寧な対応が のマナーを守っ 伝わる声で話がB:

できる。 て行動できる。 できる。
他教科 国：カタカナ 算：単位・ 国：目的に応じて 国：丁寧な言葉遣い 社：郵便のしく 国：感謝状の書
との の表記 定規の使 話す 算：計算の工夫 み き方
関連 い方 算：位取り 社：商店の仕事や工夫 算：電卓の使い
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