
学期 月
単元のねらい

(時間)
小単元の目標（ページ） 主な学習活動【変更前】 主な学習活動【変更後】 感染防止策を踏まえた手立て 評価観点

十分満足の視点
（基準A）

・友だちとは両手を広げて当たらない距離
をとる指示する。
・話し合いの時は班机にせず，体の方向を
変えて話し合う。
・班編成は通路を挟んで行う。

知識・技能 積極的に

知識・技能 数多く

主体的に学習に取
り組む態度

協働的に
多方面から

・育てたい野菜について調べて，カードに
書く。

・育てたい野菜について調べて，カードに
書く。

・種まきなどの季節を提示し，育てられる
野菜を伝えたうえで調べさせる。

思考・判断・表現 工夫して
生長による変化に注目
して

・育てる野菜に適した土づくりや栽培の仕
方について調べたり，専門家に話を聞いた
りして，栽培活動の準備をする。

・育てる野菜に適した土づくりや栽培の仕
方について調べたり，栽培活動の準備をす
る。

思考・判断・表現 調べた方法を意識して

・野菜の種をまいたり，苗を植えたり，水
やりをしたりしながら，次の段階について
も意欲をもつ。

・植木鉢に野菜の種をまいたり，苗を植え
たり，水やりをしたりしながら，次の段階
についても意欲をもつ。

・観察時に密着しないよう植木鉢で育てら
れる野菜を育て，2ｍ程度程度間隔をあけて
植木鉢を設置する。

知識・技能 種類に応じて

・草とり，芽欠き，施肥，支柱などの野菜
の育て方を認識する。

・草とり，芽欠き，施肥，支柱などの野菜
の育て方を認識する。

知識・技能 種類に応じて
適切に

・継続的・詳細に野菜の生長の様子を記録
する。

・継続的・詳細に野菜の生長の様子を記録
する。

観察の時は，設置した植木鉢を動かさず，
間隔をあけたまま観察する。

思考・判断・表現 継続的に
昨日と今日や種類の違
いなど様々な尺度で比
べて

・栽培活動中に起こる困ったことについ
て，みんなで知恵を出し合ったり，詳しい
人に聞いたりして，主体的に解決に取り組
む。

・栽培活動中に起こる困ったことについ
て，みんなで知恵を出し合ったり，詳しい
人に聞いたりして，主体的に解決に取り組
む。

知識・技能 命への気付き
様々な観点から

思考・判断・表現 命への気付き
様々な観点から
自然の不思議さ・巧み
さや面白さを実感しな
がら

・自分たちが育てている野菜で，どんな料
理ができそうか，知っていることを話し合
う。

・自分たちが育てている野菜で，どんな料
理ができそうか，知っていることを話し合
う。

知識・技能 多様な方法で
友だちと協力して

・収穫した野菜を使った料理について調べ
て，友だちと協力して計画を立てる。

・収穫した野菜を使った料理について調べ
て，計画を立てる。

・家庭で料理してもらうことを前提に，課
題づくりをかねて保護者と計画をたてると
よい。

知識・技能 進んで
友だちのアイデアも取
り入れて

・自分で育てた野菜を収穫する。 ・自分で育てた野菜を収穫する。 主体的に学習に取
り組む態度

積極的に
協力しながら

・収穫の記念写真を撮ったり，作品をつ
くったりして収穫の喜びを自分なりの方法
で表現する。

・収穫の記念写真を撮ったり，作品をつ
くったりして収穫の喜びを自分なりの方法
で表現する。

思考・判断・表現 よりわかりやすい方法
を工夫して

・収穫した野菜を使って調理したり，お客
さんを招いて楽しく野菜パーティーを行っ
たりする。

・収穫した野菜を使って家庭で料理をす
る。

・計画を基に家庭で料理をし，その様子を
写真や絵，インタビューなどで記録をとっ
ておく。家庭との連携を図ることができれ
ば，活動を充実させながら時数削減をはか
ることができる。

主体的に学習に取
り組む態度

自然のすばらしさを実
感しながら
感謝の気持ちをもって

・野菜づくりの思い出をカード，絵，造形
物，料理のレシピなどに表現して，友だち
と発表し合う。

・野菜づくりの思い出をカード，絵，造形
物，料理のレシピなどに表現して，友だち
と発表し合う。

・全体で発表するときは，マイクを活用す
る。

思考・判断・表現 積極的に
喜びをわかち合って

・次の野菜を育てるために畑などの後片付
け，準備などをする。

・ほかに育てたい野菜などを考え，植木鉢
の後片付け，準備などをする。

主体的に学習に取
り組む態度

積極的に
畑に対する感謝の気持
ちと命のサイクルへの
気付き

・これまでの学習を生かして主体的に冬野
菜について調べたり話し合ったりして，育
ててみたい野菜を決め，いろいろな方法で
栽培する。

・これまでの学習を生かして主体的に冬野
菜について調べたり話し合ったりして，育
ててみたい野菜を決め，いろいろな方法で
栽培する。

・冬野菜については，冬休みの課題とし
て，計画したり，料理をしたりしてまと
め，3学期の初めに交流する，といった活動
として実施するとよい。

知識・技能 継続的に
協働して

・冬野菜を収穫し，計画をたてて調理す
る。

・冬野菜を収穫し，計画をたてて調理す
る。

主体的に学習に取
り組む態度

積極的に
協力して

思考・判断・表現 数多くの気付き
継続的に

・これまでに自然の中で見つけた生き物
や，見かけた生き物，飼ったことのある生
き物など，生き物のことについて話し合
う。

・これまでに自然の中で見つけた生き物
や，見かけた生き物，飼ったことのある生
き物など，生き物のことについて話し合
う。

・話し合いをするときは班机にせず，体を
向ける方向だけを変えて行う。
・班編成は通路を挟んで行う。

主体的に学習に取
り組む態度

自ら進んで
積極的に

思考・判断・表現 図鑑や経験などをもと
にしながら

・生き物探しをする上での準備物，安全や
ルール，マナーなどについて話し合う。

・生き物探しをする上での準備物，安全や
ルール，マナーなどについて話し合う。

・手洗い，友だちとの距離や声の大きさな
どもルールとして設定し，組み入れてお
く。

思考・判断・表現 自分で考えて
高い安全意識

・学校の校庭，近くの野原，公園，小川，
池，ビオトープなどに行き，どんな場所に
どんな生き物がいるのか見つけたり，採取
したりする。

・校庭のどんな場所にどんな生き物がいる
のか見つけたり，採取したりする。

・地域で活動可能な場所を探しておく。特
に制限がなければ，公園などにも出向くこ
とができるとよい。

主体的に学習に取
り組む態度

自分で考えて
高い安全意識

・生き物見つけをしながら，どんなところ
にどのような生き物がいるか調べてカード
に書く。

・生き物見つけをしながら，どんなところ
にどのような生き物がいるか調べてカード
に書く。

思考・判断・表現 より詳しく

・食べものや環境など，生き物が生息して
いく上で必要なことを調べる。
※62，63「ひみつ 発見 大発見」も参照

・食べものや環境など，生き物が生息して
いく上で必要なことを調べる。
※62，63「ひみつ 発見 大発見」も参照

知識・技能 多様な方法で

・すんでいた場所の水や泥，水草，土，石
などの環境にも気遣いながら，生き物のす
みかをつくる。

・すんでいた場所の水や泥，水草，土，石
などの環境にも気遣いながら，生き物のす
みかをつくる。

・手洗いの徹底を行う。
・うがいをさせるときは水が飛び散らない
よう気を付けさせる。

思考・判断・表現 その生き物に適した方
法を

知識・技能 生き物の気持ちになっ
て

・生き物に親しみを寄せながら世話をす
る。
※64「生きものの 一生」も参照

・生き物に親しみを寄せながら世話をす
る。
※64「生きものの 一生」も参照

・観察時に密着しないよう指導する。
・可能であれば，1人ひとつ，虫かごやペッ
トボトルを準備し，それぞれが観察できる
ようにし，密着を避ける。

主体的に学習に取
り組む態度

継続的に
進んで

・発見したことや不思議に思ったことなど
を記録する。

・発見したことや不思議に思ったことなど
を記録する。

思考・判断・表現 比較の観点をもって
命への気付き
科学的，情緒的な視点

・6月ならば，秋キュウリ，芽キャベツ，ミ
ズナ，セロリ，コマツナなどが栽培種とし
て当てはまる。野菜は季節を問わず始めら
れる種類が多いので，9月から始めて，収穫
の時期を２年生最後の成長単元と組み合わ
せるなど，臨機応変に組み立てたい。
※温暖地，寒冷地などによって種まきの時
期が変わるため，事前に調べておく。

【表の見方について】

・それぞれの生き物が生息するための情報について調べた
ことや自分たちがわかったことなどについて表で整理しな
がら，似ているところや違うところなどを比べて思考して
いる。
【行動観察】

・生き物に関心をもち，見つけたい，飼いたいという願い
をもって主体的に生き物に関わろうとしている。
【発言】【表情】

・身近な自然の中にいる生き物の様子とその捕まえ方など
について思考している。
【発言】【学習カード】

・必要なもの，安全やルール，マナーなどについて考えた
ことを表現している。
【学習カード】【発表】

・自分たちの調べた情報をもとにして，主体的に生き物を
探している。
【学習カード】【発表】

教科書p.40-65
［14時間］

・身近な生き物を探し
たり飼育・観察したり
する活動を通して，自
然環境や生き物への親
しみをもつとともに，
生命の不思議さを感
じ，それらを大切にし
ようとする心情をもつ
ことができるようにす
る。

6-7１

・生き物を大切に育てるには，その生き物に適したすみか
や食べものことを知ることが必要であることに気付いてい
る。
【行動観察】

・主体的に生き物に親しみをもって世話をしようとしてい
る。
【行動観察】

○やったあ！ とれたよ
（34，35）
育ててきた野菜を収穫
し，その大きさや様子を
観察する。
収穫の喜びをみんなでわ
かち合い，調理するなど
して食べたり，収穫祭な
どを開いたりする。

○野さい名人に なれたか
な
（36，37）
野菜づくりの活動を振り
返ることで，野菜の育て
方や育てる工夫に気付い
たり，これから先も友だ
ちと協力して継続的に野
菜を育てる意欲をもった
りすることができるよう
にする。

○めざせ！ 野さい名人
（26-29）
自分たちで決めた野菜の
世話をすることで，野菜
の育て方や育てる工夫に
気付くことができるよう
にする。また，世話した
り，観察したりしながら
生長の様子に気付くこと
ができるようにする。

○野さいが たいへんだ
（30，31）
野菜の世話をする中で，
困ったことが起きた時に
は，友だちと協力して改
善策を考えたり，詳しい
人に聞いたりして主体的
に問題を解決することが
できるようにする。

○いろいろな 生きもの
知って いるよ
（42，43）
自分の身近にいる生き物
との関わりについて，対
話を通して自分の経験を
伝え合い，生き物を飼う
ことに対する興味をもつ
ことができるようにす
る。

・すみか・身体・動きの特徴などに気付き，カードに表し
ている。
【学習カード】

・生き物を捕まえた場所を思い出したり，本やインター
ネットなどを使ったりして，生き物の世話をする上で必要
なことを調べることの大切さに気付いている。
【行動観察】【発言】

以下の三つの観点で示しています。
 知識・技能
 思考・判断・表現
 主体的に学習に取り組む態度

評価方法は，【  】内に示しています。
凡例：【行動観察】

・生き物に触れたり世話をしたりする上で発見したこと
や，その原因や理由などを考えてカードに書くなどして表
現している。
【学習カード】

◇大きく そだて みんなの 野さい
（p.20-39）

・自分が食べたり育てたりしたことのある野菜と友だちが
提案する野菜の話を比べて考えることの良さに気付いてい
る。
【行動観察】【発言】

・対話や交流を通していろいろな種類の野菜があることに
気付いている。
【行動観察】【発言】

・野菜を育てることの楽しさについて考えたり，その良さ
について友だちと話し合ったりして，育てたい野菜を決め
ようとしている。
【コミュニケーション】【発言】

○そだてよう わたしたち
の 野さい
（24，25）
種のまき方や野菜の育て
方について本で調べた
り，専門家に話を聞いた
りして，栽培活動ができ
るようにする。

○こんなの できるかな
（22，23）
自分の知っている野菜に
ついて友だちと話し合
い，これから育ててみた
い野菜を決めることがで
きるようにする。

1 ○もう すぐ しゅうかく
（32，33）
大きく育ってきた野菜に
収穫の期待をふくらませ
るとともに，野菜を収穫
したら何をしたいか友だ
ちと協力して計画できる
ようにする。

・育てたい野菜についてカードにまとめ，表現している。
 【学習カード】

・育てる種類に合った方法を選択し，土づくりなどの栽培
活動の準備をしている。
【行動観察】【発言】

種まきや苗植えをしながら，野菜を元気よく育てる方法が
あることに気付いている。
【行動観察】

・野菜の生長を楽しみにしながら，意欲的に観察したり，
草とり，芽欠き，施肥，支柱などの野菜の育て方を認識し
ている。
【行動観察】【栽培状況】

・つくりたいものやしたいことを考えて，野菜を使った料
理を計画しようとしている。
【コミュニケーション】【行動観察】

・野菜を育てて収穫した喜びなどを，適切な方法を通して
表現している。
【発表】【作品】【学習カード】

・発生した困ったことの内容について，カード等を用いて
分類し，これまでの学びを生かして課題解決に取り組むこ
との良さに気付いている。
【表情】【学習カード】

・野菜にはそれぞれ適した育て方があることを知ってい
る。
【自己評価】【表情】【学習カード】

・食べたことのある料理を思い出したり，本やインター
ネットを使って調理方法を調べることの良さに気付いてい
る。
【行動観察】【資料】【発言】

・自分で育ててきた野菜を観察し，生長を実感しながら収
穫作業を行っている。
【表情】【行動観察】

・野菜の変化や生長の様子，自分との関わり，気付いたこ
となどを，比べたり例えたりしてカードに書いている。
【学習カード】

・自分で育てた野菜について，新たに認識したことをわか
りやすくまとめ，表現している。
【行動観察】【作品】

・野菜の世話をすることの楽しさを振り返り，主体的に畑
の後片付けや，次に野菜をつくるための準備をしようとし
ている。
【行動観察】

・これまで経験してわかったことを生かして，次に育てて
みたい野菜のことを考えている。
【学習カード】【行動観察】

・野菜のおいしさを味わったり，お世話になった人を招い
て野菜パーティーを行おうとしたりしている。
【表情】【行動観察】

主な評価規準（基準B）と評価方法

教科書p.20-39
［16時間］

・野菜づくりを計画的
に行うことで，野菜の
育て方や育てるための
様々な工夫に気付くと
ともに，友だちと協力
して取り組むことの喜
びを味わうことができ
るようにする。
・継続的な栽培活動を
通して，野菜をはじめ
植物には命があり，大
切なものだということ
を実感できるようにす
る。

6-8

・今までの経験を生かして，主体的に栽培活動を行うこと
の楽しさ・良さを認識している。
【行動観察】【コミュニケーション】

・夏の野菜での経験を生かし，計画，調理しようとする。
【表情】【行動観察】

◇生きものと いっしょに
（p.40-65）

○もう 一度 チャレンジ
（38，39）
今までの経験をもとにし
て，主体的に冬野菜を育
てる計画をたて，継続的
に世話をし，収穫後，調
理することができるよう
にする。

○何か いるかな
（44，45）
身近な場所へ生き物探し
に出かけ，様々な生き物
がすんでいることに気付
くことができるようにす
る。

○大切に そだてるよ
（46，47）
生き物の好きな食べもの
や，すむのに適した環境
を調べて，自分たちで生
き物にとって快適なすみ
かをつくることができる
ようにする。

○よく 見ると…
（48，49）
毎日の世話をする中で，
生き物の動きや生態を観
察して，成長や変化に気
付くことができるように
する。

・自分が食べたり，見たり，あるいは育て
たことがある野菜について友だちと話し合
い，これから育ててみたい野菜を決める。

・模造紙に困ったことを書いておき，付箋
などで友だちから考えを貼ってもらうこと
で接触を避けて交流することができる。
・話し合いを行うときは，座って距離を
とってから話し合いを行う。

日本文教出版 平成27年度版「わたしと せいかつ」 下巻を活用した６月始まりの年間活動計画案
年間活動計画案 評価規準の参考事例の見方

・自分が食べたり，見たり，あるいは育て
たことがある野菜について友だちと話し合
い，これから育ててみたい野菜を決める。

評価観点

主な評価規
準と

評価方法

□ ■ 年間活動計画案 評価規準の参考事例 下巻 ■ □
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・自分が発見した生き物の不思議や秘密に
ついて，調べてわかったことや気付いたこ
となどをまとめたものを，友だちと紹介し
合い学びを深める。

・自分が発見した生き物の不思議や秘密に
ついて，調べてわかったことや気付いたこ
となどをまとめたものを，友だちと紹介し
合い学びを深める。

・話し合いするときは班机にせず，体を向
ける方向だけを変えて行う。

主体的に学習に取
り組む態度

お互いに協力し合って
命への気付き
科学的，情緒的な視点

主体的に学習に取
り組む態度

生き物のことを気遣っ
て

・ハムスターやウサギ，モルモットなどの
生き物に，実態に応じて観察したり触れた
りしながら一緒に遊ぶ。

・生き物に，実態に応じて観察したり触れ
たりしながら一緒に遊ぶ。

・遊んだ後は手洗いをしっかりする。 主体的に学習に取
り組む態度

積極的に

思考・判断・表現 情緒的な視点
命への気付き

・ハムスターなどの哺乳動物に対して，適
した世話や健康管理を行いながら育てる。

・ハムスターなどの哺乳動物に対して，適
した世話や健康管理を行いながら育てる。

知識・技能 自分で考えて
自分で準備して

・生き物に触れた体験から感じたことや気
付いたことから関心をもって生き物の世話
をし，その学びを絵や言葉などで伝えたり
表したりする。

・生き物に触れた体験から感じたことや気
付いたことから関心をもって生き物の世話
をし，その学びを絵や言葉などで伝えたり
表したりする。

・図工や国語など教科横断的に取り組むこ
とで時間の削減を図る。

主体的に学習に取
り組む態度

注意深く
命への深い気付き

・生き物を飼育する楽しさや飼育を通して
知った発見や驚きなどを紹介し合う。

・生き物を飼育する楽しさや飼育を通して
知った発見や驚きなどを紹介し合う。

・ホワイトボードなどを活用し，視覚的に
も理解を促す。

知識・技能 積極的に
協働的に

・この単元で学んだこと，気付いたことな
どを，相手への伝わりやすさを考えて，自
分なりの方法でまとめる。

・この単元で学んだこと，気付いたことな
どを，相手への伝わりやすさを考えて，自
分なりの方法でまとめる。

思考・判断・表現 具体的に
わかりやすく工夫して
適した手段を選んで

・年下の子ども（幼稚園，保育所の子ど
も）や上級生，地域の方などを招待して，
生き物に触れる楽しさを伝える。

・年下の子ども（幼稚園，保育所の子ど
も）や上級生，地域の方などを招待して，
生き物に触れる楽しさを伝える。

・状況が許されない場合，職員に対して伝
える場の設定をする。

主体的に学習に取
り組む態度

相手の立場に立って
生き物の気持ちになっ
て

・世話をしてきた生き物たちをこれからど
うするか考え，話し合う。

・世話をしてきた生き物たちをこれからど
うするか考え，話し合う。

・話し合いするときは班机にせず，体を向
ける方向だけを変えて行う。
・班編成は通路を挟んで行う。

主体的に学習に取
り組む態度

生命愛護や親しみの心
をもって
それぞれの生き物に
とって適した方法を理
解して

・生き物を育ててわかったこと，不思議に
思ったことなどを振り返る。

・生き物を育ててわかったこと，不思議に
思ったことなどを振り返る。

思考・判断・表現 餌，飼育方法，身体や
動きの特徴などに気付
いて

知識・技能 深い気付き

・長い夏休みを利用して，してみたいこと
や挑戦したいことを考える。

・夏休みを利用して，してみたいことや挑
戦したいことを考える。

・地域によって夏休みが短縮となることを
想定し，チャレンジすることを考えられる
よう計画をたてる。

知識・技能 意欲的に
進んで

・してみたいことの目標を設定して，夏休
みの計画表をつくる。

・してみたいことの目標を設定して，夏休
みの計画表をつくる。

思考・判断・表現 自分の生活を振り返っ
て

・記録したカードや写真，集めた資料など
を利用して，夏休みの思い出を自分なりの
方法でわかりやすく伝える準備をする。

・記録したカードや写真，集めた資料など
を利用して，夏休みの思い出を自分なりの
方法でわかりやすく伝える準備をする。

・夏休みが短期間になった場合，ある程度
課題として準備すできるように手だてを提
示する。

知識・技能 休み前の計画も振り
返って
根拠をもって

思考・判断・表現 自分の表現で
適した手段で

・伝わりやすい話し方を心がけて発表をす
る。

・伝わりやすい話し方を心がけて発表をす
る。

・全体で発表するときは，マイクを活用す
る。

思考・判断・表現 はっきりと 丁寧に
言葉だけでなく身振り
手振りも交えて
聞いている人のことを
意識して

・友だちの発表を聞いて，お互いのよいと
ころに気付く。

・友だちの発表を聞いて，お互いのよいと
ころに気付く。

・1人に1枚模造紙半分程度の紙を用意し，
それぞれが発表を聞いて気付いたことなど
を付箋に書き，感想の交流を図る。

主体的に学習に取
り組む態度

数多く
深い気付き

・身の回りにある材料の特徴を生かして，
並べたり，転がしたり，音を出したりして
遊ぶ。

・身の回りにある材料の特徴を生かして，
並べたり，転がしたり，音を出したりして
遊ぶ。

・材料については基本的に共有せず，それ
ぞれ家庭から持ってきたものを使用する。
※家庭環境に配慮し，用意できない子には
教師が材料を提供する。

思考・判断・表現 進んで
意欲的に

主体的に学習に取
り組む態度

進んで
何度も試しながら

・自分たちの考えた遊びについて，ルール
をつくったり，競争したりして，みんなで
一緒に遊ぶ。

・自分たちの考えた遊びについて，ルール
をつくったり，競争したりして，遊ぶ。

・密着，密接の状況になりやすいため，場
合によっては一緒に遊ぶことを避ける。

思考・判断・表現 協働的に
ルールを工夫して

○こんな おもちゃは ど
うかな
（78，79）
十分に親しんだ材料を
使って，動くおもちゃを
つくろうとしている。

・「こんなおもちゃをつくりたい」という
願いを膨らませて，おもちゃづくりに取り
組んでいる。
※92-95「おもちゃを つくろう」も参照

・「こんなおもちゃをつくりたい」という
願いを膨らませて，おもちゃづくりに取り
組んでいる。
※92-95「おもちゃを つくろう」も参照

・密着，密接の状況になりやすいため，場
合によっては一緒に遊ぶことを避ける。
・ロープで場所を区切るなどして個別にな
りすぎず，適切な距離を設定することも考
えたい。

主体的に学習に取
り組む態度

風や重さなどの力に気
付いて
同じ思いをもった友だ
ちと協力して
アドバイスし合って

・おもちゃの種類ごとに研究所を開設し
て，グループごとに協力しておもちゃづく
りを工夫する。

・おもちゃの種類ごとに研究所を開設し
て，グループごとに協力しておもちゃづく
りを工夫する。

・グループで活動する場合は，距離や声の
大きさなど，これまで習慣化してきたこと
を確認する。

知識・技能 協働して
試行錯誤しながら
科学的な認識

・気付いたこと，決めたことなどを記録し
ながら，つくりたいおもちゃの特徴を理解
する。

・気付いたこと，決めたことなどを記録し
ながら，つくりたいおもちゃの特徴を理解
する。

思考・判断・表現 わかりやすく

○もっと パワーアップ！
（82，83）
自分のつくったおもちゃ
を試して，もっと高く
もっと速く動くような改
良をしたり，さらにきれ
いに見えるような工夫を
したりするようにする。

・研究所どうしの交流会でつくったおも
ちゃを試し，改良する点をみんなで考えて
完成させる。

・研究所どうしの交流会でつくったおも
ちゃを試し，改良する点をみんなで考えて
完成させる。

・直接的な会話をなるべく避け，気付いた
ことなどは付箋に書き，アドバイスする。

知識・技能 協働して
繰り返し試しながら
友だちの意見も取り入
れて
科学的な認識

・自分が工夫したおもちゃのよさを生かし
た「遊びの広場」を計画する。

・自分が工夫したおもちゃのよさを生かし
た「遊びの広場」を計画する。

知識・技能 積極的に

・グループに分かれて，具体的にやること
を出し合いながら計画を練る。

・グループに分かれて，具体的にやること
を出し合いながら計画を練る。

思考・判断・表現 自分の意見をもって
協働して

・グループごとに，計画に沿いながら「遊
びの広場」の準備や会場づくりをする。

・グループまたは個人ごとに，計画に沿い
ながら「遊びの広場」の準備や会場づくり
をする。

主体的に学習に取
り組む態度

進んで
協働して
予定通り進んでいるか
どうか気付いている

・「お店の人」と「お客さん」に分かれて
自分の役割を果たしながら，みんなで一緒
に楽しく遊ぶ。

・自分の役割を果たしながら，楽しく遊
ぶ。

・グループ活動やあそびの広場ができない
場合は，各机におもちゃを置き，順番に遊
んでまわる。

知識・技能 協働的に
みんなで楽しむことの
よさを味わっている

思考・判断・表現 正しい言葉を使って
お客さんのことに気配
りして

・ゴミやまだ使えるものを分別しながら整
理する。

・ゴミやまだ使えるものを分別しながら整
理する。

知識・技能 自分で判断しながら

・1年生を「遊びの広場」へ招待することを
計画する。

・「遊びの広場」へ招待することを計画す
る。

・状況によって正体ができないときは，職
員に参加を依頼する。また，少人数であれ
ばできるようなら1.2年生合わせて20名程度
の人数になるよう調整する。

思考・判断・表現 進んで

・1年生でも楽しめるように，ルールを変更
したり，追加で必要なものをつくったりす
る。

・来てくれる人が楽しめるように，ルール
を変更したり，追加で必要なものをつくっ
たりする。

主体的に学習に取
り組む態度

何度も繰り返し試しな
がら

・生き物のかわいさや生き物について知ったことなどを，
まとめてCT機器を活用し，表現しようとしている。
【行動観察】【発表】【作品】

・自分の育てている生き物について，知ったことを伝え合
うことの楽しさ・良さに気付いている。
【行動観察】

教科書p.40-65
［14時間］

・身近な生き物を探し
たり飼育・観察したり
する活動を通して，自
然環境や生き物への親
しみをもつとともに，
生命の不思議さを感
じ，それらを大切にし
ようとする心情をもつ
ことができるようにす
る。

6-7１

○秋や 冬の 生きものたち ※図鑑・資料ページ。必要に応じて適宜活用する。
（60，61）

○ひみつ 発見 大発見 ※図鑑・資料ページ。必要に応じて適宜活用する。
（62-65）

・生き物と生き物を育む自然環境への親しみを表現してい
る。
【発言】【学習カード】【作品】

・生き物にはそれぞれ特性があり，尊い生命をもっている
ことに気付いている。
【学習カード】【作品】【発言】

・生き物の不思議や秘密について教え合いながら，主体的
に活動をしようとしている。
【コミュニケーション】【発言】

・一生懸命に世話をしていく上で，生き物と自分との関わ
りに気付き，友だちと対話を通して学びを深めようとして
いる。
【学習カード】

・生き物に関心をもち，生き物の立場に立って触れたり遊
んだりしようとしている。
【行動観察】

・生き物の温かみを感じ，親しみをもって接しながら生き
物の特性について観察している。
【行動観察】【学習カード】

・生き物とのふれあいで気付いたことをもとにし，どのよ
うにすれば生き物たちが生きていけるのか気付いている。
【行動観察】【つぶやき】

○だっこしても いい？
（52，53）
ハムスターやウサギ，モ
ルモットなど小型，中型
の哺乳動物に関心をもっ
て触れたり遊んだりする
ことで，その特性に気付
くことができるようにす
る。

○よろこんで くれるかな
（54，55）
哺乳動物の飼い方や世話
の方法を調べ，関心を
もって育てることができ
るようにする。

○1年生を しょうたいし
よう
（88，89）
「遊びの広場」に1年生を
招待し，一緒に楽しく遊
ぶことができるようにす
る。

・身の回りにある材料を使って主体的に遊び，それぞれの
特性について学んだり，伝えたりしようとしている。
【行動観察】【作品】

・みんなで遊べるように遊び方やルールを工夫している。
【行動観察】【発言】【コミュニケーション】

◇あそびの たつ人 あつまれ
（p.74-95）

9-102

・身の回りの材料を使って，どんな遊びができるかを考え
ようとしている。
【つぶやき】【行動観察】【作品】

・役割を意識して互いに協力しあって遊ぶことの楽しさ・
良さに気付いている。
【コミュニケーション】【行動観察】

・工夫した内容を，カードや設計図などにまとめようとし
ている。
【学習カード】【作品】

・1年生にも参加してもらう方法を考えて，呼びかけをし
ようとしている。
【行動観察】【発言】

○どんな ことが できる
かな
（76，77）
身の回りにある材料から
発想した遊びを楽しみ，
より楽しく遊ぶ方法を工
夫して考えることができ
るようにする。

・人に優しくできるようになった自分や，生き物を大切に
できるようになった自分の成長に気付いている。
【行動観察】【発言】【自己評価】

○ずっと いっしょに い
たい けれど…
（58，59）
世話をしてきた生き物た
ちのこれからを考え，今
後も生き物や命を大切に
しようとする気持ちをも
つことができるようにす
る。

○夏休みに したいことは
…
（66，67）
してみたいことやどのよ
うに過ごしたいかを考え
て，夏休みの計画をたて
られるようにする。

・生き物の今後を考え，生き物にとってどうすることがよ
いのかを主体的に話し合おうとしている。
【コミュニケーション】【発言】【表情】

・生き物の世話をすることで生命を大切にしようとしてい
る自分自身の成長に気付いている。
【学習カード】【自己評価】

○さあ 夏休みだ！（68，69）
―特別単元―
夏休みを楽しみながらすごすとともに，生活や活動についてわかりやすく記録する。

・1年生が遊ぶことを想定してルールを変更したり，追加
で必要なものをつくったりしようとしている。
【行動観察】【作品】

○あつまれ！ あそびの
広場に
（86，87）
みんなで企画し準備して
きた「遊びの広場」で，
一緒に楽しく遊ぶことが
できるようにする。

・呼び込みをしたり，遊びのルールを説明したりするな
ど，お客さんに楽しんでもらおうとしている。
【コミュニケーション】【話し方】【行動観察】

・遊びをしている中で，ゴミとなるものとまだ使えるもの
とを，分別，整理してから判断することの良さを認識して
いる。
【行動観察】

○あそびの 広場を つく
ろう
（84，85）
それぞれがつくったおも
ちゃを持ち寄って遊べる
「遊びの広場」を計画
し，みんなで協力して準
備や会場づくりをできる
ようにする。

○おもちゃ けんきゅう
じょ
（80，81）
同じ種類のおもちゃをつ
くる友だちと研究所（グ
ループ）をつくって，一
緒に試行錯誤しながらお
もちゃづくりをする。

・友だちに教えたり，教えられたりしながら，お互いに協
力し合って作品をつくることの楽しさ・良さに気付いてい
る。
【コミュニケーション】【学習カード】【作品】

・今までのお祭りや遊びの経験を思い出して，どんな「遊
びの広場」にしてみたいのか話し合って計画することの楽
しさ・良さに気付いている。
【発言】【コミュニケーション】

・グループでできる状況でなければ，それ
ぞれで計画する。
・ある程度可能であれば，距離をとった話
し合いの形で進めるか，役割を分担し，個
別に作業して最後に合わせるというよう
に，密接する時間をなるべく減らす。
・個人でつくった場合は，それぞれ机の上
に準備をする。

・夏休み中にチャレンジしたいことやがんばりたいことな
どを計画表にまとめている。
【行動観察】

○どう やって つたえよ
うか
（70，71）
夏休みに記録したことを
もとに，わかりやすさ伝
わりやすさを考えて発表
の準備をすることができ
るようにする。

○わたしの 夏休みはね…
（72，73）
夏休みの思い出につい
て，相手にわかりやす
く，思いをこめて発表す
ることができるようにす
る。 ・友だちの発表を聞いて，お互いのよさに気付き認め合お

うとしている。
【発表】【相互評価】

◇夏休みに したい ことは…
（p.66-73）

・夏休みの思い出について，自分の思いを相手に伝えよう
としている。
【発表】【身体表現】【表情】

・夏休みを意欲的に過ごすための計画をたてる方法を知ろ
うとするとともに，それに沿って生活することの良さを認
識している。
【行動観察】

教科書
p.74-95
［16時間］

・身の回りにある材料
を利用して，簡単な仕
組みで動くおもちゃを
工夫してつくり，その
面白さや見えない力の
不思議さに気付くこと
ができるようにする。
・みんなで協力して遊
び方を工夫しながら楽
しむことができるよう
にする。

・材料の特徴を生かして様々な組み合わせや工夫をして自
分の思いや願いに沿ったおもちゃをつくろうとしている。
【行動観察】【作品】

・グループごとに話し合いながら，遊びの計画をたてた
り，設計図をつくったりしている。
【発言】【コミュニケーション】【学習カード】

・計画に沿い，アイデアを出し合いながら，主体的に「遊
びの広場」を準備する楽しさに気付いている。
 【行動観察】

・遊びを通しての気付きや材料に関する知識などについて
グループごとに話し合いながら，よりよいおもちゃづくり
をすることの楽しさに気付いている。
【コミュニケーション】【作品】

1-2 7-8

・たくさんある思い出を比べながら，そのなかでも伝えた
い事柄を選ぶことの良さや大切さに気付いている。
【行動観察】【つぶやき】

・夏休みの記録や作品をどのようにすると効果的に伝わる
か工夫して表現しようとしている。
【作品】【行動観察】

教科書p.66-73
［6時間］

・夏休みにしてみたい
ことやどのように過ご
したいかを考えて，計
画をたてることができ
るようにする。
・活動の記録をもと
に，友だちや先生に夏
休みの思い出をわかり
やすく伝えられるよう
にする。

○ふしぎな こと 発見！
（50，51）
毎日の世話をする中で発
見した不思議なことを，
言葉や絵で表現して友だ
ちに伝えることができる
ようにする。

○教えて あげたいな
（56，57）
これまで育ててきた生き
物の成長の様子を振り返
り，自分なりの表現で工
夫してまとめ，生き物を
紹介し合うことができる
ようにする。

2



・1年生が楽しく遊べるように工夫しながら
一緒に遊ぶ。

・来てくれる人が楽しく遊べるように工夫
しながら一緒に遊ぶ。

主体的に学習に取
り組む態度

根気よく

・「遊びの広場」終了後，友だちと協力し
ながら，後片付けをする。

・「遊びの広場」終了後，友だちと協力し
ながら，後片付けをする。

・全員が同じことをすると接触の機会が増
えるため，役割分担をしておくとよい。

知識・技能 協働的に
分別をしながら

・つくったおもちゃなどをもとに活動を振
り返り，わかったことや工夫したことを
カードなどにまとめる。

・つくったおもちゃなどをもとに活動を振
り返り，わかったことや工夫したことを
カードなどにまとめる。

思考・判断・表現 わかりやすく
科学的な認識

・おもちゃづくりでお世話になった人，
「遊びの広場」に来てくれたお客さんにお
礼を言ったり，感謝の手紙を書いたりす
る。

・おもちゃづくりでお世話になった人，
「遊びの広場」に来てくれたお客さんにお
礼を言ったり，感謝の手紙を書いたりす
る。

主体的に学習に取
り組む態度

自分の言葉で
感謝の具体的な気持ち
をもって

・教科書を見て，どんな建物や施設などが
あるか見つける。

・教科書を見て，どんな建物や施設などが
あるか見つける。

主体的に学習に取
り組む態度

自分なりのこだわりを
もつ
挿絵と自分の町と比べ
て

・クラスで身近な町にどのような建物や施
設などがあるかなど，考えながら初めての
町探検（おためし探検）に行く。

・クラスで身近な町にどのような建物や施
設などがあるかなど，ワークシートに書
く。

・校区地図を配布し，どんな施設があるか
を書き出す。
・模造紙サイズに校区地図を印刷し，全体
の気付きを付箋に書き，貼る。

思考・判断・表現 積極的に

・友だちと町のすてきなところを紹介し合
いながら，もっと探検したい場所を友だち
との対話を通して選ぶ。

・友だちと町のすてきなところを紹介し合
いながら，もっと探検したい場所を友だち
との対話を通して選ぶ。

・可能であれば，探検先を探して計画する
が，できない場合は，探検を想定している
場所の方に来校してもらい，インタビュー
させてもらったり，手紙で聞きたいことを
聞く準備をする。

思考・判断・表現 自分なりに工夫して
自分の言葉で

・話し合いするときは班机にせず，体を向
ける方向だけを変えて行う。

知識・技能 協働的に
友だちの考えと比較し
ながら

主体的に学習に取
り組む態度

友だちの考えに耳を傾
けながら
自分の考えをもって

主体的に学習に取
り組む態度

協力して
根拠をもって

・グループを編成し，訪問先までの道順や
出会った人に尋ねてみたいことなどを話し
合い，探検の計画をたてる。

・グループを編成し，聞きたいことを整理
する。

・状況によって探検の準備をする。
・直接会って話をできないことも想定し，
訪問先ので何が知りたいかを確認し，教員
は出向いて写真などをとって視覚支援を行
い，子どもが思いを膨らませることができ
るように準備する。

知識・技能 知りたいことを明確に
して
より詳しく

・インタビューのマナー，交通安全，持ち
もの，グループ内での役割分担を行い，そ
れぞれの役割を適切に表現できているか，
練習を通して聞きたいこと，知りたいこと
が聞くことができるようになっているのか
などを話し合う。

・ZOOMやLINEなど活用し，リアルタイムで
インタビューしたり，施設の映像を見せる
ことも検討する。

思考・判断・表現 協働的に
具体的なイメージを
もって

・質問カードをもとに，練習してきた方法
でグループごとに決めた方法でインタ
ビューを行う。

・質問カードをもとに，練習してきた方法
でグループごとに決めた方法でインタ
ビューを行う。

・探検できない場合は，ZOOMやなどオンラ
インでの交流ができないか等も相手先と調
整する。

知識・技能 相手意識をもって

・インタビューをして自分たちが知りた
かったことなどをいろいろな方法で記録す
る。

・インタビューをして自分たちが知りた
かったことなどをいろいろな方法で記録す
る。

・手紙などで帰ってきた場合は，必要数コ
ピーする。
・来校してのインタビューになった場合
は，あらためて距離などについて確認す
る。

思考・判断・表現 自分の言葉で
目的をもって

・記録したことを活用し，気付いたことや
わかったことなどをカードにまとめる。

・記録したことを活用し，気付いたことや
わかったことなどをカードにまとめる。

思考・判断・表現 自分の予想と関連付け
て
新しい疑問や課題を見
つける

・前回までの訪問で知り合った店の人や諸
施設の人にお願いして，さらに活動を深め
る。

・前回来たことをまとめ，もつと知りたい
ことや聞きたいことをまとめる。

・話し合いするときは班机にせず，体を向
ける方向だけを変えて行う。

思考・判断・表現 友だちと意見を出し
合って
グループの意見をまと
めて

主体的に学習に取
り組む態度

積極的に
思いが伝わるような工
夫をして

・1回目の探検でもった疑問や知りたいこと
を体験やインタビューなどを通して新たに
知り，新しい知見をまとめる。

・まとめたことを再度聞いたりし，新たな
気付きや思いなどをまとめる。

・探検できない場合は，ZOOMやなどオンラ
インでの交流ができないか等も相手先と調
整する。。

知識・技能 自分の言葉で
工夫して

・活動の記録を整理し，グループごとに振
り返る。

・活動の記録を整理し，グループごとに振
り返る。

・子どもたちに必要な写真がないか聞き，
教員が可能な限り写真を撮りに行く。

知識・技能 自分の伝えたいことを
視点にして

・集めた資料をもとに，自分たちで発表の
方法を工夫しながらまとめる。

・集めた資料をもとに，自分たちで発表の
方法を工夫しながらまとめる。

思考・判断・表現 発表の方法を工夫しな
がら
伝わるような工夫をし
て

・お世話になった地域の人や家の人などを
招待し，まとめてわかったこと，調べてわ
かったことや気付いたことなどを，様々な
表現方法を用いて発表する。

・まとめてわかったこと，調べてわかった
ことや気付いたことなどを，様々な表現方
法を用いて発表する。

・発表のしかたについては密接・密集しな
いように距離をとる。
・発表の様子はビデオを撮り，感謝の手紙
とともにお世話になった方に渡せるよう準
備する。

思考・判断・表現 工夫して
わかりやすく
相手を意識して

知識・技能 地域とつながりをもと
うとする
深い気付き

・お世話になった人たちにお礼の手紙・
カード等をかく。

・お世話になった人たちにお礼の手紙・
カード等をかく。

知識・技能 伝え方を工夫して

・町探検でお世話になった地域の人に，
様々な表現方法で感謝の気持ちを伝える。

・お世話になった地域の人に，様々な表現
方法で感謝の気持ちを伝える。
・ビデオメッセージを作る。

・直接渡せない場合はビデオメッセージな
ども有効な手立てとして検討する。
・ビデオメッセージの交換ができるとなお
よい。

思考・判断・表現 感謝の気持ちをもって

・自分や友だちの，よいところを出し合っ
て，カードに書いて交換する。

・自分や友だちの，よいところを出し合っ
て，カードに書いて交換する。

・話し合いをするときは班机にせず，体を
向ける方向だけを変えて行う。
・班編成は通路を挟んで行う。

知識・技能 たくさん
進んで
様々な観点から

・友だちと交換したカードから，「今の自
分」に気付くことができる。

・友だちと交換したカードから，「今の自
分」に気付くことができる。

主体的に学習に取
り組む態度

心の成長も

主体的に学習に取
り組む態度

自分なりの視点で
数多く

○一番の 思い出はね…
（102，103）
自分の成長に関心をも
ち，これまでの思い出に
ついて振り返ることがで
きるようにする。

・これまでにあったできごとや，自分がで
きるようになったことを思い出して，カー
ドにまとめる。

・これまでにあったできごとや，自分がで
きるようになったことを思い出して，カー
ドにまとめる。

・話し合いをするときは班机にせず，体を
向ける方向だけを変えて行う。
・班編成は通路を挟んで行う。

思考・判断・表現 進んで
意欲的に
学校でのこと，地域家
庭でのこと，幼いころ
のことなど広い視点で
人との関わりに気付い
ている

・同居している家族に限ってインタビュー
を行う。

思考・判断・表現 数多く

主体的に学習に取
り組む態度

感謝の気持ちをもって
多方面へ取材して

・カードや写真，集めた資料などをもとに
成長の様子を絵巻物やアルバムなど自分な
りの方法でまとめる。

・カードや写真，集めた資料などをもとに
成長の様子を絵巻物やアルバムなど自分な
りの方法でまとめる。

・グループでできる状況でなければ，それ
ぞれ個人活動でまとめる。
・ある程度可能であれば，距離をとった話
し合いの形で進めるか，実物投影機などを
用いてそれぞれの座席にいながら交流する
など，密接する時間をなるべく減らす。

思考・判断・表現 わかりやすく
様々な方法で
工夫して
自分に合った方法をい
くつかの中から選んで

主体的に学習に取
り組む態度

数多く
人，もの，ことへのア
プローチがある

・自分の成長についてまとめたことを発表
することで，感謝の気持ちを表す。

・自分の成長についてまとめたことを発表
することで，感謝の気持ちを表す。

思考・判断・表現 わかりやすく
丁寧に
よりよく伝わる手段を
いくつか選んで

・友だちとお互いの発表について交流，対
話をし，友だちのよいところにも気付く。

・友だちとお互いの発表について交流，対
話をし，友だちのよいところにも気付く。

主体的に学習に取
り組む態度

数多く
聞き手を意識して
より深い伝え合い交流
活動

1-3

・1年生が楽しめることを考えながら，一緒に遊ぼうとし
ている。
【コミュニケーション】【行動観察】

○楽しく あそんだね
（90，91）
これまでの活動を振り返
り，身近にある物を使っ
て遊ぶことの楽しさに気
付くとともに，これから
もみんなと協力して遊び
たいと思う気持ちをもつ
ことができるようにす
る。

○1年生を しょうたいし
よう
（88，89）
「遊びの広場」に1年生を
招待し，一緒に楽しく遊
ぶことができるようにす
る。

・活動を通して，たくさんの人の協力があったことに気付
き，自ら進んでお礼を言ったり，感謝の手紙を書いたりし
ている。
【行動観察】【話し方】【手紙】

◇わたしの すてきが はばたく
（p.96-113）

9-102

・「遊びの広場」終了後，友だちと協力しながら後片付け
をすることの良さを認識している。
【行動観察】

・わかったことや工夫したところをカードなどに表現して
いる。
【学習カード】【作品】

○いい ところ 見つけた
（98-101）
友だちと互いのよいとこ
ろを出し合い，今の自分
について関心をもつこと
ができるようにする。

○わたしの こと しらべ
たい
（104，105）
自分のいいところや思い
出から認識した，自分の
がんばってきたことや成
長について，家の人や身
近な人へのインタビュー
を行い，成長の様子を知
ることができるようにす
る。

・どのように自分が成長してきたか，また
どんな時に，どんな人に，どのようなこと
でお世話になったのかを思い出したり，自
分が思い出せなかったことを家族にインタ
ビューしたりしてまとめる。

・マイクを使って聞こえやすい環境を作
る。/

・例年参観などで行うことが多いが，密に
なるため実施できない。ビデオなどを使っ
て録画しておき，可能であれば，ＤＶＤを
各家庭ごとに配布できるようにする。

・自分が大きくなったこと，自分でできることや役割が増
えたことなどに気付いている。
【発言】【作品】

教科書p.96-113
［12時間］

・自分や友だちのよい
ところを出し合うこと
で，自分でも気付いて
いない長所に気付くこ
とができるとともに，
自分自身の成長や自分
のがんばりにも気付く
ことができる。
・自分が大きくなるに
は多くの人に支えられ
てきたことに気付くこ
とで，感謝の気持ちを
もち，これからの生活
をより意欲的にしてい
こうという考えをもつ
ことができるようにす
る。

・自分の成長についてまとめたことを発表し，成長を支え
てくれた人々への感謝の気持ちを表現しようとしている。
【発表】【作品】

・友だちとお互いに発表し合うことで，お互いのよさに気
付き認め合っている。
【発表】【相互評価】

・自分や友だちのよいところを見つけて伝え合うことの価
値を認識している。
【行動観察】【自己評価】【相互評価】【学習カード】

・友だちのカードから，自分の長所に気付いている。
【学習カード】

・自分の成長に関心をもって取り組もうとしている。
【学習カード】【自己評価】

・自分の思い出を整理して，印象深いできごとなどをまと
めて表現しようとしている。
【学習カード】【行動観察】

○いろいろな ことが
あったよ
（106，107）
自分なりの方法で自分の
成長の記録をまとめ，そ
れを用いて自分の成長に
ついて考えることができ
るようにする。

○わたしの すてきを 見
て ください
（108，109）
自分の成長についてまと
めたことを発表し，自分
を支えてくれた人への感
謝の気持ちを表すことが
できるようにする。

・自分が成長していく中でお世話になった人を思い浮か
べ，カードにまとめて表現している。
【学習カード】

・自分が思い出せなかった幼い時のことなどをインタ
ビューすることで知り，自分の成長を支えてくれている
人々が多くいたことに気付いている。
【学習カード】【発言】

・自分の成長について調べたことやわかったことなどをま
とめている。
【作品】【行動観察】

◯こんな ところに 行っ
たよ
（14，15）
活動を振り返り，町探検
を通して見つけたこと，
気付いたことなどをまと
め，学びを深める。

◯町の じまん はっぴょ
う会
（16，17）
町探検で見つけたこと，
気付いたことなどを表現
することで，自分たちの
住んでいる町を理解する
とともに，さらに興味・
関心を深めることができ
るようにする。

◯ありがとうを つたえ合
おう
（18，19）
町探検でお世話になった
人に感謝の気持ちをつた
える。

◯ふしぎが いっぱい 楽
しさ いっぱい
（6，7）
おためし探検で見つけた
町のすてきなところを出
し合って情報交換をし，
もっと探検したい，行き
たい，調べたいという学
びに向かう意欲を高める
ようにする。

・前回までの町探検で聞いたことや調べたことから，さら
に詳しく知りたいこと，体験したいことを思考している。
【発言】【つぶやき】

・インタビューしたことをメモに書き留めたり，訪問先の
施設の様子を絵に描いたり，写真に撮ったりして，探検の
記録をとっている。
【学習カード】【作品】【行動観察】

・記録したことを整理しながら，質問したことに対する答
えやインタビューで新たに気付いたことやわかったことな
どをまとめている。
【学習カード】

・前回までの訪問で知り合った店の人や諸施設の人に自ら
お願いをして，簡単なお手伝いや体験，詳しいインタ
ビューをしようとしている。
【行動観察】【コミュニケーション】

○おもちゃを つくろう①② ※図鑑・資料ページ。必要に応じて適宜活用する。
（92-95）

・これまでの学びを生かし，自分が感じたことを相手に伝
わるよう手紙・カードなどで表現することの良さに気付い
ている。
【作品】【手紙】

・町の自然や人々の様子を振り返り，友だちに伝えたいこ
とをふせんや学習カードにて表現している。
【ふせん】【学習カード】

◯みんなで 町を たんけ
んだ
（4，5）
身近な町の様子を思い浮
かべておためし探検に行
く。

・質問カードをもとにして，知りたいことなどについてイ
ンタビューをすることの良さに気付いている。
【行動観察】【コミュニケーション】

・班でもっと見に行きたいところや調べたいことを相談し
て，主体的に決めている。
【学習カード】【会話の様子】

◯見たい 聞きたい たく
さん あるよ
（8，9）
・町のすてきなところに
ついて対話や学習カード
などをもとに交流を図
る。
・訪問先でのインタ
ビュー内容，持ちものの
準備やマナー・ルール･安
全などを確認して，グ
ループで協力しながら，
町探検の計画をたてるこ
とができるようにする。

◯グループで たんけんだ
（10，11）
計画に沿って（1回目の）
町探検をし，町や施設の
様子を調べ，働く人たち
やそこで出会った人たち
との対話や交流を通し
て，町のことをまとめる
ことができるようにす
る。

教科書
p.74-95
［16時間］

・身の回りにある材料
を利用して，簡単な仕
組みで動くおもちゃを
工夫してつくり，その
面白さや見えない力の
不思議さに気付くこと
ができるようにする。
・みんなで協力して遊
び方を工夫しながら楽
しむことができるよう
にする。

・自分の町に興味を持ち，気付いたことや考えたことなど
メモ書きをしたり，気付いたことを友だちや先生に伝えた
りしている。
【学習カード】【発言】【行動観察】

・挿絵から気付いたこと，考えたことなどを主体的に見つ
けたり，友だちと対話をしながら伝え合うことを通して自
分の町に関心をもとうとしている。
【発言】【コミュニケーション】

・どのように自分が成長してきたか，また
どんな時に，どんな人に，どのようなこと
でお世話になったのかを思い出したり，自
分が思い出せなかったことを家族や身近な
人にインタビューしたりしてまとめる。

◇発見！ 町へ とび出そう
（p.2-19）
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・町探検で気付いたことなどを思い出したり，その時の記
録を集めたりしながら学んだことをグループで共有するこ
との良さに気付いている。
【学習カード】【資料】

・学んだことなどを整理し，思いが伝わるように作品とし
てまとめている。
【作品】【行動観察】

・町の人たちとの交流をもとに町への理解や興味，地域で
生活すること，つながることの大切さに気付いている。
【地域の人との対話】【発言】【発表】

・自分たちの見つけたことや気付いたことを，友だちや招
待した地域の人，家の人などに伝わるよう表現している。
【発表】【作品】

2-3 12-1

・知りたいことなどを班で共有し，探検の詳しい計画をた
てようことの良さに気付いている。
【行動観察】【計画シート】

教科書p.2-19
［18時間］

・自分たちが住んでい
る町の商店や公共施設
などの見学を自分たち
で計画し，計画に基づ
いて探検することがで
きるようにする。
・町で働く人や町の様
子（人・もの・こと）
などを観察したり，調
べたりすることで，自
分たちの地域に関心を
もち，人と関わる喜び
を味わうことができる
ようにする。

・みんなで出し合った町のすてきなところを整理しながら
まとめることの楽しさ・良さに気付いている。
【行動観察】【探検マップ】【発言】

・町の自然や人々の様子を振り返り，町にはすてきなとこ
ろがあることに気付き，詳しく知りたいことや聞きたいこ
となど課題を見つけようとしている。
【学習カード】

・今までお世話になった人に，自分たちの気持ちや考えが
伝わるよう方法を工夫している。
【行動観察】【発言】【作品】

・お手伝いや体験を通して新しく知ったこと，感じたこと
などを友だちに伝えることの楽しさ・良さに気付いてい
る。
【学習カード】

◯チャレンジ しよう
（12，13）
1回目の町探検を経てさら
に詳しく知りたいこと，2
回目の町探検で簡単なお
手伝いや体験，詳しいイ
ンタビューなどを行い，
町の様子やそこで働く
人々について，より深く
気付くことができるよう
にする。

・知りたいこと，聞きたいことを聞くことができるような
表現となっているか判断している。
【行動観察】【計画シート】

3



・お世話になった人へお礼の気持ちを手紙
や制作物で表現する。

・お世話になった人へお礼の気持ちを手紙
や制作物で表現する。

・直接渡せない場合はビデオメッセージな
ども有効な手立てとして検討する。
・ビデオメッセージの交換ができるとなお
よい。

思考・判断・表現 自分の言葉で

・これからの成長へも目を向け，思いを馳
せる。

・これからの成長へも目を向け，思いを馳
せる。

主体的に学習に取
り組む態度

継続性，発展性がある

・自分が人の役に立てることは何かを考え
るようにする。

・自分が人の役に立てることは何かを考え
るようにする。

知識・技能 意欲的に
進んで
近い将来（3年生以
降）の目標がしっかり
ある

○これからの わたしは…
（112，113）
3年生に向けての期待や自
覚をもつとともに，これ
からの自分がやりたいこ
とを考え，夢をもつこと
ができるようにする。

・自分の成長を振り返って，3年生以降，ど
んな風に成長したいか，どうなりたいかを
まとめることを通して学びをつかめる。

・自分の成長を振り返って，3年生以降，ど
んな風に成長したいか，どうなりたいかを
まとめることを通して学びをつかめる。

・ある程度可能であれば，距離をとった話
し合いの形で進めるか，実物投影機などを
用いてそれぞれの座席にいながら交流する
など，密接する時間をなるべく減らす。

主体的に学習に取
り組む態度

意欲的に
進んで
近い将来（3年生以
降）の目標がしっかり
ある

1-3

・自分が人の役に立てることができることを改めて認識
し，そこから自分に自信を感じている。
【学習カード】【発言】【自己評価】

◇なんでも ずかん ※図鑑・資料ページ。必要に応じて適宜活用する。
（p.116-132）

○点字に ふれよう
（132）

教科書p.116-132

○ようぐを つかって みよう
（130-131）

教科書p.96-113
［12時間］

・自分や友だちのよい
ところを出し合うこと
で，自分でも気付いて
いない長所に気付くこ
とができるとともに，
自分自身の成長や自分
のがんばりにも気付く
ことができる。
・自分が大きくなるに
は多くの人に支えられ
てきたことに気付くこ
とで，感謝の気持ちを
もち，これからの生活
をより意欲的にしてい
こうという考えをもつ
ことができるようにす
る。

・成長を支えてくれた人たちに手紙などで感謝の気持ちを
表現している。
【発表】【作品】

・続けられそうなこと，新たに挑戦したいことなどに前向
きになっている。
【発言】

○おいしく 食べよう
（124，125）

○地いきの りょうり いろいろ
（126，127）

○聞く まとめる つたえる
（128，129）

○たくさんの 人の おか
げだよ
（110，111）
自分を支えてくれた人へ
の感謝の気持ちを，直接
表すことができるように
し，これからのことにつ
いて意欲的に取り組むこ
とができるようにする。

・これからの自分について自信をもち，主体的に頑張りた
いことや将来の夢をカードにまとめたり，話したりしよう
としている。
【学習カード】【発言】【自己評価】

○出かける ときの マナー
（116，117）
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○3年生に なったら…。
（114，115）

○かんきょうを まもる くふう
（120，121）

○地しんや 火事が おきたら
（122，123）

○みんなに やさしい 町の くふう
（118，119）
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