
資料２

指導と評価の年間計画

教科名 生 活 学年 １，２年

期 単 元 名 単元の目標 学習内容 評価規準
身近な環境や自分についての気づき生活への関心・意欲・態度 活動や体験についての思考・表現

校内探検をしよう ・学校の施設の様子や先生、友達に関心を ・教室（特別教室を中心とする）や校舎 ・学校やその周りの自 ・学校探検で見つけた ・学校には友達や先生
〈学習指導要領の もち、安心して楽しく学校生活を送るこ 内の施設の様子 働く人に関心をもち 然，人々，施設等に ことややったことな がいて，たくさんの、 、
内容〉 とができる。 自分たちの学校を探検する。 関心をもち，親しん どを発表できる。 設備がそろっている
（１ （３） ・学校には、友達や先生がいて、たくさん ・探検で見つけたことやそこにいる先生 でいる。 ことに気づいている）

全６時間 の施設がそろっていることに気づくこと に聞いたことを発表しあい、探検活動
ができる。 を広げる。

一 ・みんなに紹介したい所を見つけることが
でき、再び行って調べ、発表ができる。

※○○博物館、プ ・市内の人々や公共施設等とのかかわりを ・校外学習の行き先や内容を知り、関心 ・公共施設や地域の人 ・みんなで楽しく使う ・公共物や公共施設の
ラネタリウムへ行 広げ 地域への関心をもつことができる をもつ。 々にかかわろうとし ための施設、設備の 存在が分かり、それ、 。
こう 校外学習１ ・公共物や公共施設を正しく利用すること ・施設の人と関わりながら、公共物や公 ている。 利用の仕方について を支える人々がいる（ ）
（３ （４） ができる。 共施設を利用する。 考えることができる ことに気づいている）
全８時間

学
○○大学へ行こう ・学校の周りの自然や人々、施設等に関心 ・近くの○○大学まで出かけ、周辺の春 ・学校周辺で、人や施 ・安全な車いすでの移 ・学校周辺には、どの。
（１ （３） をもち、楽しく学校生活を送ることがで の草花に関心をもったり、学校周辺の 設、身近な自然とか 動を考えるができる ような施設や自然が）

全２時間 きる。 様子を知る。 かわろうとしている あり、多くの人との
・出会った人に自分からあいさつをする ・身近な自然に親しみ 出会いがあることに
など、積極的に関わるようにする。 植物や昆虫に関心を 気づいている。

もとうとしている。
期

野菜や花を育てよ ・身近な植物の成長に関心をもち、継続的 ・育てる野菜を決め（エダマメ、ミニト ・植物の成長に関心を ・育てている植物の成 ・育てている植物の成
う に世話をすることで、親しみをもつこと マト、キュウリ、さつまいも 、みん もち、大切に育てよ 長に応じた世話を考 長や変化のの様子や）
（５ （７） ができる。 なで苗植えをして育てる。 うとしている。 えることができる。 世話の仕方に気づい）

全１０時間 ・植物の世話や観察を通して、植物の成長 ・あさがおを種まきから自分で育てる。 ・世話をしている植物 ている。
変化に目を向けることができ、自ら様々 ・成長を観察し、記録カードを作る。 の成長や変化等をと（１年８時間）

※１学期勉強した なことを発見することができる。 ・ともだち学級みんなに伝えたいことを らえ、その様子につ
ことを発表しよう ・植物の世話や成長を通して気づいたこ 考える。歌や動作なども取り入れ、楽 いて素直に表現する
（ミニトマト、キ となどを振り返り、まとめて表現するこ しく発表する。 ことができる。

、 ） 、 。ュウリ エダマメ とができる。 ・発表の練習をし 自信をもって伝える

種とり、野菜取り ・エダマメの変化やダイズの様子を見た ・育てたエダマメからできたダイズをと ・自分が育ててきたエ ・育ててきたエダマメ ・自分たちが、育てた
をしよう～エダマ り、とうふ作りについて調べたりして、 って観察する。 ダマメやダイズの色 からできるもの、作 エダマメからとうふ
メからとうふがで いろいろなことを見つけたり、考えたり ・ダイズからとうふがどうやってできる や形、大きさに興味 られるものを考えた を作ることができた
きたよ～ することができる。 のかを考え、実際にとうふを作る。 をもち、進んで収穫 り、作ってみてどう ことに気づく。
（５ （７） ・収穫の喜びを実感しながら、進んでとう ・とうふ作りやエダマメ、ダイズについ 物や種取りをしてい だったかを振り返る）

全５時間 ふ作りに取り組むことができる。 て振り返り、気づいたことや思ったこ る。 ことができる。
・観察や実際の体験を通して、気づいたこ とを発表する。 ・とうふを作る過程に ・育ててきたエダマメ

二 とや感じたことを発表することができる 興味をもち、喜んで について、その変化
作っている。 や成長を思い出し、

自分なりに表現する
ことができる。



学 秋がいっぱい ・学校周辺を散策し、学校の周りの自然や ・学校周辺を散策し、秋の実りや人々の ・散策の中で、秋の様 ・秋の楽しみ方を考え ・春との様子の違いに
（３ （４ （５） 施設、人とのかかわりを通して、自然や くらしや自然 季節の変化等に気づく 子を探そうとしてい て遊んだり、作った 気づく。） ） 、 。
（６） 生活に見られる季節の変化に気づくこと ・さつまいもの世話や収穫を通して、季 る。 りすることができる ・草木や虫などと親し

全５時間 ができる。 節や自然の変化への気づきを深める ・木の実や落ち葉など ・工夫しながら遊ぶも みながら、春と秋の
・落ち葉や木の実などで遊んだり、遊ぶも ・気に入った木の実や落ち葉を採り、そ で夢中になって遊ん のを作ったり、遊び 様子の違いに気づい
のを作ったりして友達と一緒に楽しむこ れを使って友達と遊びを楽しんだり、 だり、遊ぶものを作 方を考えたりしてい ている。

期 とができる。 作品を作ったりする。 って友達と仲良く遊 る。
んでいる。

※調べたことを発 ・小麦粉に興味をもち、自分たちで育てる ・１年生～６年生まで全員が小麦粉とい ・小麦の成長に関心を ・１学期に植物を育て ・育てている小麦の成
表しよう 小麦の成長を楽しみに、進んで観察や世 うテーマで 学習することを理解する もち、大切に育てよ た経験や、本、地域 長や変化の様子、世、 。
テーマ 話をしたり、パン作りに取り組みことが ・どうやって小麦になるのかを地域の農 うとしている。 の人から教えてもら 話の仕方、季節の移

できる。 家の人に教えてもらい、小麦の種まき ・パンを作る過程に興 ったことを基に、育 り変わりに気づく。
（３ （５ （７） ・植物を育てた経験や、本で調べたり地域 をして育てる。成長を観察し、記録カ 味をもち、楽しんで て小麦の成長や世話 ・パン工場見学やパン） ）

全２２時間 の人から教えてもらったことを基に、小 ードを作る。 いる。 の仕方を考えること 作りを通して、普段
麦の育て方やン作り方を考えることがで ・小麦粉からできるパンの作り方を調べ ができる。育ててい 食べているパンがど、
きる。 実際に作ってみる。 る小麦の成長に応じ のように作られてい

・育てている小麦やパン作りについての活 ・地域の小麦畑やパン工場等を見学する た世話を考えること るかに気づく。。
動や体験を通して、気づいたことや感じ （校外学習２）取り組みを通して、さら ができる。
たことを発表することができる。 に理解を深める。 ・世話をしている小麦

・育てている小麦の成長や変化の様子とと ・みんなに伝えたいことを考え、発表の の成長や変化等をと
三 もに、季節の移り変わりに気づいたり、 練習をし、自信をもって伝えられるよ らえ、その様子につ

普段食べているパンがどのように作られ うにする。 いて素直に表現する
ているかに気づくことができる。 ことができる。

・小麦の観察で、みん
なに知らせたいこと
や小麦粉からパンを
作ったことを発表す

学 ることができる。

冬のくらし、 ・身近な環境から、冬の暮らしの様子や冬 ・学校や家庭の周り、友達や家族の人の ・冬の遊びや行事に進 ・冬の様子の変化を他 ・自然や生活に見られ
遊び の自然の様子に気づき、生活をより楽し 様子から、自然や生活にの中に見られ んで参加しようとし の季節と比較してと る季節の変化に気づ

（２ （５ （６） むことができる。 る冬を見つけたり、冬の自然を楽しん ている。 らえることができる いている。） ）
全５時間 ・冬休みの家庭での生活の様子を発表しあ だりする。 ・家族の役割に気づき ・家族や高齢者等と気

い、振り返ることで、自分の家族や地域 ・冬休みの生活を振り返ったり、家族の 自分の役割を進んで 持ちよくかかわるこ
期 の行事などに愛をもつことができる。ま 人から聞き取ったりして、地域の行事 果たそうとしている とができる。

た、家庭において自分のできることを考 を知ったり、家庭で自分ができそうな ・工夫しながら遊ぶも
えることができる。 ことを見つける。 のを作ったり、遊び

・冬の遊びや伝承遊びを友達と一緒に工夫 ・家族や高齢者などから伝承遊びを教え 方を考えたりしてい
して、楽しむことができる。 てもらい、自分たちなりに楽しめる遊 る。

びを考える。

お楽しみ会をしよ ・１年間を振り返り、自分の成長に気づく ・１年間の学習を振り返りながらお楽し ・楽しかったことやで ・お楽しみ会に必要な ・自分たちの成長に気
う ことができる。 み会の内容を考える。 きるようになったこ ものを準備すること 付き、進級すること
買い物に行こう 校 ・お楽しみ会に向けて必要なものを考え、 ・校外学習の行き先や内容を知り、マナ とを進んで見つけよ ができる。 に自覚をもつ。（
外学習３） 買うことができる。 ーやルール、お金の取り扱い方や買い うとしている。 ・施設、設備の安全で ・公共物や公共施設の
（４ （８） ・公共物や公共施設を正しく安全に利用す 物の仕方を理解したり、そこで、働く ・進んで、お楽しみ会 正しい利用方法につ 存在が分かり、それ）

全８時間 ることができる。 人に関心をもつ。 の内容を考えようと いてて考えることが を支える人々がいる
している。 できる。 ことに気づいている

・公共施設や地域の人
々にかかわろうとし
ている。

備 ・※印のあるものは、４～６年生の総合的な学習の時間の指導内容とも関連を図りながら指導していく。
考 ・国語、音楽、図画工作、学活など他教科等との関連を図り、指導の効果を高めるようにする。


