日本文教出版 令和2年度版「わたしと せいかつ」上巻を活用した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

【表の見方について】
主な学習活動と

幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼保連携型認定こども園教育・保育要領の内容との関連は，以下のように示しています。
凡例：【幼】健康（1）

幼稚園教育要領/保育所保育指

【保】健康［1］

針/幼保連携型認定こども園教
育・保育要領との関連

【こ】健康〈1〉
※詳細は，本資料末尾の「幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼保連携型認定こども園教育・保育要領 ５領域の比較表」をご覧ください。

以下の三つの観点で示しています。
知識・技能

評価の観点

思考・判断・表現
主体的に学習に取り組む態度

主な評価規準

評価方法は，【

と評価方法

】内に示しています。

凡例：【行動観察】

□ ■ 年間活動計画案 評価規準の参考事例 上巻 ■ □
教科書には，スタートカリキュラム（p.4-17）を除く小単元において，重視したい評価の観点を「学習のめあて」として左下に示しています。教科書と連動している「評価の観点」は，太字で示しています。
学期

月

単元名と目標

小単元のねらい

［配当時間］

（教科書のページ）

【変更前】

【変更後】

主な学習活動と幼稚園教育要領/ 保育所

主な学習活動と幼稚園教育要領/ 保育所

保育指針/ こども園教育・保育要領との関連

保育指針/ こども園教育・保育要領との関連

感染防止策を踏まえた手立て

評価の観点

十分満足の視点

主な評価規準（基準B）と評価方法

（基準A）

巻頭資料スタートカリキュラム（p.4-17）の活用方法
学校の実態に応じて次に示す資料として活用する。
（1）

◇ いちねんせいに なったら（p.4-17） （2）
（3）

入学直後の学校生活への適応指導に
生活科の第１単元としての合科総合的活動に
教科学習の導入時に

特に，p.4-5 については1 年生にこれからの学校生活についての期待や希望を語り合う時間の資料として提示することができるとともに，
保護者向けのスタートカリキュラムの説明資料として活用できる。

教科書p.4-17
［8時間］
・初めての学校生活
で，先生や友だちと関

・先生と関わったり，友だちや上級生と仲良く関わっ

○みんな なかよし
（p.6-7）
・小学校に入学して，喜びと
不安が入り混じっているこの
時期，楽しく，安心して小学
校生活がスタートできるよう

わりながら，施設や生 になる。
活のしかた，登下校に ・１年生になった喜びを感じ
慣れ，安心して楽しく ながら，自分自身と身近な先
生活できるようにな

生や友だちと仲良く関わるこ

る。

とができる。

・幼稚園，保育所，子ども園での規則正しい生
・単元扉と教科書上p.6-7を活用し，小学校入 ・単元扉と教科書上p.6-7を活用し，小学校入
学の喜びを伝え合う。

学の喜びを伝え合う。

・幼稚園，保育所，こども園で遊んだ経験を生 ・幼稚園，保育所，こども園で遊んだ経験を生
かし，新しい友だちや上級生と仲良く遊ぶ。

かし，新しい友だちと仲良く遊ぶ。

【幼】人間関係(1) 言葉(1)(2)
【保】人間関係[1] 言葉[1][2]
【こ】人間関係<1> 言葉<1><2>

【幼】人間関係(1) 言葉(1)(2)
【保】人間関係[1] 言葉[1][2]
【こ】人間関係<1> 言葉<1><2>

知識・技能

たりする楽しさに気付いている。

自ら積極的に

【つぶやき】【表情】

活から2か月以上離れている。あわてず，日常
生活，学校生活に慣れることを優先にする。
・両手を広げて当たらない距離を基本として活
動できるよう習慣化させる。
・遊びについては，場の共有（運動場，教室な

思考・判断・
表現

・幼稚園，保育所，こども園での遊び方を思い出し，
自分の思いを相手に伝える工夫をしている。
【発言】【行動観察】

具体的な取り組み例を
あげて

どを行うが，遊びの共有（接触があるのような
遊び）は避ける。

主体的に学習に
取り組む態度

・これから始まる学校生活を，楽しく取り組もうとし
ている。

友だちのことも考えて

【発言】【表情】【行動観察】

※「いちねんせいに
なったら」（教科書上
p.4-17）は，スタート
カリキュラムの特設

○じぶんで できるよ
（p.8-9）
・学校に着いてから朝の準備

ページである。標準的 のしかたがわかるとともに，
1

６

な時数設定をしている

朝の会では元気よくあいさつ

が，第１単元の「がっ できるようになる。
こうを たんけんしよ
う」（教科書上p.1833）とあわせて弾力的
に扱うとよい。

・幼児教育段階での生活のし

・１日の始まりにすることがわかり，自分で行動する

・学校に着いてから自分ですることを理解し，
・学校に着いてから自分ですることを理解し，
実際に行ってみる。
・朝の会で行う出席確認や健康観察の意味や，
必要なことをしっかり伝えることの大切さにつ
いて考える。

【幼】人間関係(2)(3) 言葉(1)(3)
かたと比較しながら，学校に 【保】人間関係[2][3] 言葉[1][3]
着いた後の生活のしかたがわ 【こ】人間関係<2><3> 言葉<1><3>
かる。

知識・技能

実際に行ってみる。
・朝の会で行う出席確認や健康観察の意味や，
必要なことをしっかり伝えることの大切さにつ
いて考える。
・手洗いや声のボリュームなど日常生活全般に
かかわる習慣について身につける。
【幼】人間関係(2)(3) 言葉(1)(3)

必要性に気付いている。
【発表】【行動観察】

自分の経験を友だちと
話し合いながら

・両手を広げて当たらない距離をとる習慣を身
につける。
・手洗いや声のボリュームなど，スタートカリ
キュラムと関連付けて，学校再開当初に習慣化

思考・判断・
表現

・先生や友だちの話を聞いて自分なりに考えたり，必
要なことを相手に伝えたりする工夫をしている。
【行動観察】【コミュニケーション】

友だちの経験と比べな
がら

させておく。

【保】人間関係[2][3] 言葉[1][3]

主体的に学習に

【こ】人間関係<2><3> 言葉<1><3>

取り組む態度

・これから始まる１日の生活を，意欲的に取り組もう
としている。

友だちに助言したり

【行動観察】
・学校ではきまりや約束事があることに気付いてい

○みんなで できるよ
（p.10-11）
・みんなと一緒に行動した
り，同じようにきまりを守っ
て行動したりできるようにな

・掃除や給食当番などみんなで協力して行う活
動や，手洗いや整理整頓などの生活行動を，実
際の生活場面でできるように，授業や実際の活
動を通して身につけていく。

【幼】健康(5)(6)(8)
る。
人間関係(8)(9) 言葉(3)(4)(5)(6)
・学校生活でのきまりについ 【保】健康[5][6][8]
人間関係[8][9] 言葉[3][4][5][6]
て，どのように行動すればよ 【こ】健康<5><6><8>
人間関係<8><9> 言葉<3><4><5><6>
いか，考えようとする。

知識・技能

・みんなで協力して行う生活行動を，実際の生
して身につけていく。

で楽しく食事するが，現状では机は動かさず，

【幼】健康(5)(6)(8)

静かに食べること。食後は静かに読書やお絵か

人間関係(8)(9) 言葉(3)(4)(5)(6)
【保】健康[5][6][8]
人間関係[8][9] 言葉[3][4][5][6]
【こ】健康<5><6><8>

きなどをすることについて指導する。
・「協力」は一緒に何かをすることではなく，

る。

思考・判断・
表現

・みんなと力をあわせて，工夫して行動している。
【行動観察】【発言】

した総合活動でどのようなことをしたかを出し

をもって指導するとよい。

人間関係<8><9> 言葉<3><4><5><6>

主体的に学習に
取り組む態度

○あそぼう まなぼう
（p.12-13）

合い，実際にやってみる。
・教科書のマークを頼りに何をしているのか考

・幼稚園，保育所，こども園 え，経験したことのある遊びとの共通点や相違
での遊びの経験を生かし，す 点を話し合う。
すんで遊んだり学んだりしよ 【幼】健康(2)(4)
環境(9)(10)(11)
うとする。
【保】健康[2][4]
環境[9][10][11]
【こ】健康<2><4>
環境<9><10><11>

○じゅぎょうを たのしく
（p.14-15）

人間関係(4)
言葉(1)(2)(3) 表現(1)
人間関係[4]
言葉[1][2][3] 表現[1]
人間関係<4>
言葉<1><2><3> 表現<1>

・幼稚園，保育所，こども園での遊びを中心に ・手をつないだり，体に触れたり，ボール遊び
どのようなことをしたかを出し合う。

・みんなと力をあわせて取り組むことの心地よさを感
じて，学校生活につなげようとしている。

自ら声をかけて

【行動観察】【発言】

ことが大切なことに気付いている。
【コミュニケーション】【発言】

友だちの意見を生かし
て

出てきた遊びの中で接触なくできるような遊び れることなどは基本的に避けるようにし，接触
について体験する。

の可能性を極力低くしたい。

・教科書のマークを頼りに何をしているのか考 【接触しない遊び例】
え，経験したことのある遊びとの共通点や相違 ・かけっこ

・縄跳び

点を話し合う。

・ダンス

【幼】健康(2)(4)
環境(9)(10)(11)
【保】健康[2][4]
環境[9][10][11]
【こ】健康<2><4>
環境<9><10><11>

・折り紙
人間関係(4)
言葉(1)(2)(3) 表現(1)
人間関係[4]
言葉[1][2][3] 表現[1]
人間関係<4>
言葉<1><2><3> 表現<1>

の話を聞いたり自分の考えを話したりして，授 の話を聞いたり自分の考えを話したりして，授

・学習の基本的な約束やきま 業をみんなでつくっていくことに気付いてい 業をみんなでつくっていくことに気付いてい

1

知識・技能

をしたりといったこと，あるいは同じものに触

く。
【幼】人間関係(2)(3)(6)(7)(8)(10)(11)
言葉(1)(2)(6)
【保】人間関係[2][3][6][7][8][10][11]
言葉[1][2][6]
【こ】人間関係<2><3><6><7><8><10><11>
言葉<1><2><6>

・幼稚園，保育所，こども園での遊びを小学校ではど

思考・判断・
表現

・ケンパー"

のように発展させたいかについて考えている。
・小学校は教科があること，時間割があることなどに
ついて考えている。

取り組む態度

知識・技能

繰り返し確認する。また，これらのルールなど
についてはこれまでの学習の振り返りとして子

けて

・ 遊びのときの意欲的，主体的な姿勢を，学習にも
生かしていこうとしている。

自ら意識して

【行動観察】【発言】

・授業への参加のしかたに気付いている。
【発言】【行動観察】

・距離のとり方や声の大きさなどは，授業だけ
でなく休み時間にもかかわることであるため，

自分の考えの理由をつ

【発表】【コミュニケーション】

主体的に学習に

・小学校の各教科等の学習では，先生や友だち ・小学校の各教科等の学習では，先生や友だち

りを考え，授業への期待感を く。
【幼】人間関係(2)(3)(6)(7)(8)(10)(11)
もつ。
言葉(1)(2)(6)
・意欲的に学んだり，主体的 【保】人間関係[2][3][6][7][8][10][11]
に授業に参加したりできるよ 言葉[1][2][6]
【こ】人間関係<2><3><6><7><8><10><11>
うになる。
言葉<1><2><6>

自ら積極的に

一緒に決まりを守ることである，といった視点

・小学校の学習も，楽しく，協力して，意欲的に行う
・幼稚園，保育所，こども園での遊びを中心に

友だちに助言したり

【行動観察】【つぶやき】

活場面でできるように，授業や実際の活動を通 ・通常時であれば，給食は，班机にしてみんな

きまりを考えて

大切なことの理由をつ

思考・判断・
表現

・自分から話したり，人の話を聞いたりしている。

けて

【発表】【コミュニケーション】

自分と友だちの考えを
比べながら

どもの発言から引き出したい。

主体的に学習に
取り組む態度

・みんなと楽しい授業にしていこうとしている。
【行動観察】【つぶやき】

毎日の授業で意識して

・学校や通学路の安全について，その意味や方法に気 意欲的に

知識・技能
○みの まわりの あんぜん
（p.16-17）
・学校や通学路の安全につい

・学校探検や集団下校の活動を通して，学校内 ・学校探検や集団下校の活動を通して，学校内
や登下校時の安心・安全について振り返る。

【幼】健康(10) 人間関係(13) 環境(10)
て考え，すすんで安全な生活 【保】健康[10] 人間関係[13] 環境[10]
【こ】健康<10> 人間関係<13> 環境<10>
を心がけようとする。

や登下校時の安心・安全について振り返る。
【幼】健康(10) 人間関係(13) 環境(10)
【保】健康[10] 人間関係[13] 環境[10]
【こ】健康<10> 人間関係<13> 環境<10>

・集団登下校については，前後の間隔をしっか
りとることについても指導する。
・安心，安全とは，事故や不審者などに対する

付いている。

いくつかの意見や方法

【発言】【行動観察】

をあげて

・なぜ危険なのか，どのように身を守るのかを考えた

思考・判断・
表現

ことだけではない。手洗いなども含め，ウイル

り，日々の行動にどのように生かしたらよいか考えて 具体的な想定を踏まえ
いる。

て

【発言】【発表】

スに対する安全対策も同じように取り扱う。

・自分たちの安全が，多くの人の力で守られているこ

主体的に学習に
取り組む態度

とに感謝の気持ちをもち，安全に気をつけようとして
いる。
【行動観察】

感謝の気持ちを伝えて

◇ がっこうを たんけんしよう（p.18-33）
※単元扉は「学校を探検すること」についての期待や希望を語り合う時間の資料として活用することができる。
◯いろいろな ところへ

教科書p.18-33
［10時間］

・自分の行ってみたい場所を言うなど，学校にはいろ

いって みよう
（p.20-21）

知識・技能
・学校の様々なところを探検する。

・学校の様々なところを探検する。

・みんなで学校を探検して， ・もう一度行ってみたいところや会いたい人な ・もう一度行ってみたいところや会いたい人な

・学校を探検する活動 幼 稚 園 ， 保 育 所 ， こ ど も 園 どについて伝え合い，２回目の学校探検への意 どについて伝え合い，２回目の学校探検への意
を通して，たくさんの と，小学校の施設や設備の違 欲をもつ。
人・もの・こととの出
会い，関わりを繰り返
していく中で, 学校を
支えている施設や設

いに気付き，「小学校ってど 【幼】人間関係(2)(6) 環境(11)
言葉(1)(2)(5)(6)
んなところだろう」「どんな 【保】人間関係[2][6] 環境[11]
人がいるんだろう」「見てみ 言葉[1][2][5][6]
【こ】人間関係<2><6> 環境<11>
たいな，聞いてみたいな」と 言葉<1><2><5><6>
いう思いをもつことができ

欲をもつ。
【幼】人間関係(2)(6) 環境(11)
言葉(1)(2)(5)(6)
【保】人間関係[2][6] 環境[11]
言葉[1][2][5][6]
【こ】人間関係<2><6> 環境<11>
言葉<1><2><5><6>

【発言】【表情】

・整列のしかたは，両手を広げて当たらない距
その基準に基づき活動させる。
・話し合いをするときは班机ではなく，机はそ
のままにして体だけ班の中心に向けて話し合う

思考・判断・
表現

班編成は通路を挟んで編成する。

主体的に学習に
取り組む態度

学校での学びについて

しよう

考え，見通しをもった

（p.22-23）

する。

・学校の施設や設備の様子について，自分なりに考え
たり，振り返ったりして，表現している。
【行動観察】【発言】

自分と友だちの考えを
比べながら

・学校の楽しそうなことや場所，人に興味をもとうと
している。

理由をつけて

【発言】

・学校にはたくさんの施設・設備や，いろいろな仕事 どの施設でどんなこと

とともに，６年間の小 ◯じぶんたちで たんけん

活を豊かに広げようと

ながら

ように指示する。

て遊びや生活ができる

て，学校での自分の生

友だちに質問したりし

離を基準にし，クラスやグループで回る場合も

備，人，友だちのこと る。
がわかり,楽しく安心し

り，希望をもったりし

いろな場所があることに気付いている。

・自分たちで計画をたてて学

知識・技能
・学校の様々なところを探検する。

・学校の様々なところを探検する。

・もう一度行ってみたいところや会いたい人を ・もう一度行ってみたいところや会いたい人を

伝え合い，３回目の学校探検への意欲をもつ。 伝え合い，３回目の学校探検への意欲をもつ。 ・他学年との交流はなるべく避け，子どもが探
【幼】健康(4) 人間関係(2)(6)(11)
【幼】健康(4) 人間関係(2)(6)(11)
検に行く場所に職員を待機させ，管理や接触を
ろ な 場 所 や も の が あ る こ と 環境(2)(11) 言葉(1)(2)(5)(6) 表現(1)
環境(2)(11) 言葉(1)(2)(5)(6) 表現(1)
させない，など安全への配慮を行う。
【保】健康[4]
人間関係[2][6][11]
【保】健康[4]
人間関係[2][6][11]
や，いろいろな仕事をしてい
環境[2][11] 言葉[1][2][5][6] 表現[1]
環境[2][11] 言葉[1][2][5][6] 表現[1]
る人がいることに気付き，自 【こ】健康<4> 人間関係<2><6><11>
【こ】健康<4> 人間関係<2><6><11>
環境<2><11> 言葉<1><2><5><6> 表現<1>
分 な り に 考 え る こ と が で き 環境<2><11> 言葉<1><2><5><6> 表現<1>
校探検をし，学校にはいろい

る。

をしている人がいることに気付いている。

がされているのか見な

【行動観察】【つぶやき】

がら

・学校の施設・設備の様子や，学校で働いている人な

思考・判断・
表現

どについて，自分なりに考えたり，振り返ったりし 具体的な場所やものの
て，表現している。

様子をあげて

【学習カード】【コミュニケーション】

主体的に学習に
取り組む態度

・学校探検を意欲的に行い，気になるものや場所や人
を見つけようとしている。
【学習カード】【つぶやき】

具体的な場所やものの
様子をあげて

・校庭や校舎の外を回り，様々な施設や設備を見つけ

知識・技能
・校舎外の様々なところを探検する。
◯こうていを たんけんしよう
（p.24-25）

・校舎外の様々なところを探検する。

・もう一度行ってみたいところや会いたい人を ・もう一度行ってみたいところや会いたい人を
伝え合い，もっと関わりたいという意欲をも 伝え合い，もっと関わりたいという意欲をも

・ 校 舎 の 外 の 学 校 探 検 を し つ。
て，学校にはいろいろな施設 【幼】健康(4) 人間関係(2)(6)(11)
環境(2)(11) 言葉(1)(2)(5)(6) 表現(1)
や設備があることに気付くこ 【保】健康[4] 人間関係[2][6][11]
環境[2][11] 言葉[1][2][5][6] 表現[1]
とができる。
【こ】健康<4> 人間関係<2><6><11>
環境<2><11> 言葉<1><2><5><6> 表現<1>

つ。
【幼】健康(4) 人間関係(2)(6)(11)
環境(2)(11) 言葉(1)(2)(5)(6) 表現(1)
【保】健康[4] 人間関係[2][6][11]
環境[2][11] 言葉[1][2][5][6] 表現[1]
【こ】健康<4> 人間関係<2><6><11>
環境<2><11> 言葉<1><2><5><6> 表現<1>

たり，いろいろな仕事をしている人がいることに気付 多 く の 場 所 や 人 ， も
いている。

の，ことを見つけて

【つぶやき】【発表】
・安全の配慮から校舎外においても死角がない
・学校の施設・設備の様子や，学校で働いている人

範囲での探検を行う。
・マスクをしたまま屋外での活動になることが

思考・判断・

想定されるため，気温に応じて水筒も持参させ

表現

（主に校舎の外）などについて，自分なりに考えた
り，振り返ったりして，表現している。

より詳しく

【コミュニケーション】【発表】

る。

主体的に学習に
取り組む態度

・学校探検を意欲的に行い，気になるものや場所や人 たくさんの友だちに話
を見つけようとしている。

を聞いたり伝えたりし

【コミュニケーション】

ながら

・学校の施設や設備がどのようなもので，そこに携 行きたい場所，話を聞
◯がっこうに いる ひとに

・学校探検で出会った，もう一度会いたい人に ・学校探検で出会った，もう一度会いたい人に

あいに いこう

会いに行く。

（p.26-27）

・関わった人について共有し，学校生活を支え ・関わった人について共有し，学校生活を支え

知識・技能

会いに行く。

わっている人が，どのような人でどのようなはたらき きたい人を決めている
をしているか気付いている。

しっかりしたあいさ

【学習カード】【行動観察】

つ，言葉づかい

・学校には，みんなで使うも ている様々な人がいることに気付く。次にやり ている様々な人がいることに気付く。次にやり

1

のがたくさんあることや，図 たいことを決める。
書室や保健室などの施設その 【幼】健康(1) 人間関係(1)(2)(3)(6)
環境(11) 言葉(1)(2)(3)(4)(5)(6)
ものや施設・設備に携わって 表現(1)(3)
【保】健康(1)
人間関係[1][2][3][6]
いる人々がおり，たくさんの
環境[11] 言葉[1][2][3][4][5][6]
人の支えによって学校生活が 表現[1][3]
成り立っているということに 【こ】健康(1) 人間関係<1><2><3><6>
環境<11> 言葉<1><2><3><4><5><6>
気付くことができる。
表現<1><3>

6-7

たいことを決める。

・他学年との交流はなるべく避け，子どもが探

【幼】健康(1) 人間関係(1)(2)(3)(6)
環境(11) 言葉(1)(2)(3)(4)(5)(6)
表現(1)(3)
【保】健康(1) 人間関係[1][2][3][6]
環境[11] 言葉[1][2][3][4][5][6]
表現[1][3]
【こ】健康(1) 人間関係<1><2><3><6>
環境<11> 言葉<1><2><3><4><5><6>
表現<1><3>

検に行く場所に職員を待機させ，管理や接触を
させない，など安全への配慮を行う。

思考・判断・
表現

主体的に学習に
取り組む態度

・学校生活を支えているいろいろな人について，自分
なりに考えたり，振り返ったりして，表現している。
【学習カード】【コミュニケーション】

より多くの人
より多くの場所

・学校生活を支えてくれている人など，自分が関わり
たいと思う人と，意欲的に関わろうとしている。

より詳しく

【学習カード】【行動観察】
・通学路の様子から，どのようなものがあり，どのよ
うな人がいて，どのようなはたらきをしているか気付

知識・技能

◯みんなの つうがくろを
あるいて みよう
（p.28-29）

・自分たちの通学路の様子を見に行く。

・自分たちの通学路の様子を見に行く。

・関わった人や見つけたものについて共有し， ・関わった人や見つけたものについて共有し，

・通学路の様子や安全のため 学校生活を支えている様々な人，もの，ことに 学校生活を支えている様々な人，もの，ことに
に気をつけることやきまり， 気付く。次にやりたいことを考える。
そしてその安全を守っている 【幼】健康(1)(10) 人間関係(2)(9)(13)
環境(10)(11) 言葉(4)(6)
人々などについて考え，いろ 【保】健康[1][10] 人間関係[2][9][13]
いろな人の支えによって学校 環境[10][11] 言葉[4][6]
【こ】健康<1><10> 人間関係<2><9><13>
生活が成り立っていることに 環境<10><11> 言葉<4><6>
気付くことができる。

気付く。次にやりたいことを考える。
【幼】健康(1)(10) 人間関係(2)(9)(13)
環境(10)(11) 言葉(4)(6)
【保】健康[1][10] 人間関係[2][9][13]
環境[10][11] 言葉[4][6]
【こ】健康<1><10> 人間関係<2><9><13>
環境<10><11> 言葉<4><6>

に配慮する。

認し，ビニールテープなどを使って見学スペー

聞いたことなどをあげ
て
理由をあげて

【発言】【表情】

方が多いため，インタビューをするときは十分

理員と事前に打ち合わせをして安全な範囲を確

・安全を確保するために気をつけることやきまりがあ
ることに気付いている。

・通学路の見守りボランティアなどは高齢者の

・給食室を見学するときは，栄養教諭や給食調

いている。

・通学路の様子や安全のために気をつけることやきま

思考・判断・
表現

り，そこに携わっている人について，自分なりに考え 友だちの気付いたこと
たり，振り返ったりして，表現している。

と比べながら

【発言】【発表】

スをつくっておくとよい。

・通学路の様子や安全のために気をつけることやきま

主体的に学習に
取り組む態度

り，そこに携わっている人について考え，安全な登下 携わっている人の気持
校をしようとしている。

ちを理解して

【行動観察】【発言】
・学校生活を支える人々やものに，どのようなはたら

◯たんけんで みつけた

知識・技能

ことを はなそう
（p.30-31）
・自分たちの学校生活を支え ・学校探検で見つけたこと，気付いたことを発 ・学校探検で見つけたこと，気付いたことを発
ている人々や見つけたもの， 表する。
ことについて考え，楽しく安 【幼】人間関係(1)(6) 言葉(2)(3)(4)(5)
表現(4)
心して学校生活を送ることが 【保】人間関係[1][6] 言葉[2][3][4][5]
表現[4]
できる。
【こ】人間関係<1><6> 言葉<2><3><4><5>
・学校探検で見つけたこと， 表現<4>
気付いたことを自分なりの方

表する。
【幼】人間関係(1)(6) 言葉(2)(3)(4)(5)
表現(4)
【保】人間関係[1][6] 言葉[2][3][4][5]
表現[4]
【こ】人間関係<1><6> 言葉<2><3><4><5>
表現<4>

料もつくらせて活用することでより理解を深め
る。
・全体の場での発表の時は，マイク（卓上型）

わってきた学校のもの，人，
ことへの思いが醸成され，
「○○したい」「もっと○○

意欲的に

思考・判断・
表現

・学校生活を支える人々やものについて，考えたり，
振り返ったりして，表現したり伝えたりしている。
【行動観察】【表現】

わかりやすい方法を工
夫して

を使い，大きな声で話さなくてよいような場の
・自分たちの学校生活を支えている人々やものなどに

設定を行う。

主体的に学習に
取り組む態度

ついて考え，楽しく安心して学校生活を送ろうとして
いる。
【発表】【行動観察】

さらに知りたいことや
教えたい人のことを意
識して

・学校の様々な施設・設備や，そこで働く人，友だち

○がっこうの ひみつを

・子どもたちが繰り返し関

学習カードを見ながら

ワイトボードなどを使って絵による補助的な資

きる。

（p.32-33）

【つぶやき】【発表】

・発表や交流については，言葉だけでなく，ホ

法でみんなに伝えることがで

もっと さがそう

き，役割があるかに気付いている。

知識・技能
時数設定なし。

と自分との関わりに気付いている。

積極的に

【つぶやき】【コミュニケーション】

時数設定なし。

・自分が関わりたいもの，人，ことに繰り返し ・自分が関わりたいもの，人，ことに繰り返し
関わる。
共有する。

【幼】健康(2)(3)(4)
したい」という思いをもつ。
人間関係(1)(2)(3)(10)
・ 子 ど も た ち の 思 い を 体 現 【保】健康[2][3][4]
人間関係[1][2][3][10]
し，さらに体験と表現の相互 【こ】健康<2><3><4>
作用で気付きの質を高めてい 人間関係<1><2><3><10>

・学校の施設や学校の中のもの，人，ことに繰り返し

関わる。

・繰り返し関わる中で気付いたことをクラスで ・繰り返し関わる中で気付いたことをクラスで
共有する。
【幼】健康(2)(3)(4)
人間関係(1)(2)(3)(10)
【保】健康[2][3][4]
人間関係[1][2][3][10]
【こ】健康<2><3><4>
人間関係<1><2><3><10>

思考・判断・
※当初年間計画にも時数設定はないため，取り
扱いは状況によって判断し，次の学習に進む。

表現

関わる活動で，わかったことや楽しかったことを工夫 興味があるもの，人，
して表現している。

ことを選んで

【学習カード】【発表】
・自分の行きたい場所へ行き，会いたい人や友だちと

主体的に学習に
取り組む態度

く。

繰り返し関わりながら，学校のもの，人，ことへの思
いを広げたり深めたりして，常に関わろうとしてい 理由をつけて
る。
【行動観察】【発言】

◇ きせつと あそぼう ―はるから なつ―（p.48-65）
※単元扉は「春から夏の生活」について，自らの経験や期待や希望を語り合う時間の資料として活用することができる。
※教科書上p.48-49（単元扉）の活用。
研究・資料編上p.62 参照。

教科書p.48-65

自然にふれながら，身

研究・資料編上p.62 参照。

・春（夏）だと思うことや，してみたいことを ・夏だと思うことや，してみたいことを話し合
話し合う。

う。

○なつを みつけよう

・季節探しのルールやマナーを確認する。

・季節探しのルールやマナーを確認する。

（p.50-51）

・校庭で季節探しをする。

・校庭で季節探しをする。

［12時間］
・年間を通して身近な

・自然とふれあい，楽しく遊びながら季節の変化や遊

※教科書上p.48-49（単元扉）の活用。

・身のまわりの自然の様子か ・気付いたことや発見したことなどを，友だち ・気付いたことや発見したことなどを，友だち

知識・技能
・夏みつけをする範囲を設定し，その範囲内で

初夏にかけての自然の変化に ・交流を通してもっとやりたくなったことを行 ・交流を通してもっとやりたくなったことを行

・活動を通して自然の

気付くことができる。

不思議さ，季節の変化
に気付き，遊びや生活
を楽しもうとする。
【季節のフィールドワー
クは，地域や学校の実情
によって，実施できる場
所，回数などに差が出や

う。

う。

【幼】健康(3)(4) 人間関係(1)(4)(7)
環境(1)(3)(4)(8) 表現(1)(2)
【保】健康[3][4] 人間関係[1][4][7]
環境[1][3][4][8] 表現[1][2]
【こ】健康<3><4> 人間関係<1><4><7>
環境<1><3><4><8> 表現<1><2>

【幼】健康(3)(4) 人間関係(1)(4)(7)
環境(1)(3)(4)(8) 表現(1)(2)
【保】健康[3][4] 人間関係[1][4][7]
環境[1][3][4][8] 表現[1][2]
【こ】健康<3><4> 人間関係<1><4><7>
環境<1><3><4><8> 表現<1><2>

たくさんの発見を自分

議さなどに気付いている。

の言葉で

【発言】【行動観察】

基本的に1人での活動とし，「友だちとはどの
・遊んだことや，遊びを通して楽しかったこと，気付

くらい離れていたらいいかな？」と声をかけ，

いたことなどを自分なり

距離をとりながら夏みつけをするよう支援す

体全体を使って遊んだ ら，校内（校庭）の自然環境 や先生に話したり，学習カードに記録したり， や先生に話したり，学習カードに記録したり， る。
・1人での夏みつけの意欲付けとして「あとで
り，自然を使って工夫 に興味・関心をもち，春から タブレット端末などで写真を撮ったりする。
タブレット端末などで写真を撮ったりする。
して遊んだりする。

びの楽しさ，自然の不思

思考・判断・
表現

に表現したり伝えたりしている。
・季節の変化を自分たちの生活と関連付けてとらえて

友だつにクイズを出してもらうからね」や「あ

いる。

どでみんなに紹介してもらうから友だちには内

【コミュニケーション】【行動観察】

緒ですてきな夏を探そう」といった言葉かけも
有効である。

相手にわかりやすく

・年間を通して身近な
自然にふれながら，身

○なつを みつけよう

・季節探しのルールやマナーを確認する。

・季節探しのルールやマナーを確認する。

（p.50-51）

・校庭で季節探しをする。

・校庭で季節探しをする。

・身のまわりの自然の様子か ・気付いたことや発見したことなどを，友だち ・気付いたことや発見したことなどを，友だち

くらい離れていたらいいかな？」と声をかけ，
距離をとりながら夏みつけをするよう支援す

体全体を使って遊んだ ら，校内（校庭）の自然環境 や先生に話したり，学習カードに記録したり， や先生に話したり，学習カードに記録したり， る。
・1人での夏みつけの意欲付けとして「あとで
り，自然を使って工夫 に興味・関心をもち，春から タブレット端末などで写真を撮ったりする。
タブレット端末などで写真を撮ったりする。
して遊んだりする。

初夏にかけての自然の変化に ・交流を通してもっとやりたくなったことを行 ・交流を通してもっとやりたくなったことを行

・活動を通して自然の 気付くことができる。

う。

う。

不思議さ，季節の変化

【幼】健康(3)(4) 人間関係(1)(4)(7)
環境(1)(3)(4)(8) 表現(1)(2)
【保】健康[3][4] 人間関係[1][4][7]
環境[1][3][4][8] 表現[1][2]
【こ】健康<3><4> 人間関係<1><4><7>
環境<1><3><4><8> 表現<1><2>

【幼】健康(3)(4) 人間関係(1)(4)(7)
環境(1)(3)(4)(8) 表現(1)(2)
【保】健康[3][4] 人間関係[1][4][7]
環境[1][3][4][8] 表現[1][2]
【こ】健康<3><4> 人間関係<1><4><7>
環境<1><3><4><8> 表現<1><2>

に気付き，遊びや生活
を楽しもうとする。
【季節のフィールドワー

友だつにクイズを出してもらうからね」や「あ
どでみんなに紹介してもらうから友だちには内
緒ですてきな夏を探そう」といった言葉かけも
有効である。

主体的に学習に
取り組む態度

クは，地域や学校の実情

活を楽しもうとしている。
【発言】【行動観察】

いくつも
多面的に
自分のこれまでの経験
から

・諸感覚を使って自然とふれあうことを通して，それ

によって，実施できる場

知識・技能

所，回数などに差が出や
すい。

・すすんで自然とふれあい，諸感覚を用いた遊びや生

○はるや なつを かんじよう
（p.52-53）
・諸感覚を使って身近な自然
を観察・体験したり，見つけ
たものや気付いたことを生か
して遊んだりする。

・春や夏の自然について考え，どのようなこと ・夏の自然について考え，どのようなことがし
がしたいかを考える。

たいかを考える。

・自然の中で諸感覚を使って十分に遊ぶ。

・自然の中で諸感覚を使って観察する。

・遊びの中で気付いたことを遊びで表現した ・観察で気付いたことを遊びで表現したり，友
り，友だちに伝えたりする。

【幼】健康(4) 人間関係(2)
・活動を通して，春から初夏 環境(1)(3)(4)(8) 表現(1)(2)(3)(4)
にかけての自然の楽しさや不 【保】健康[4] 人間関係[2]
環境[1][3][4][8] 表現[1][2][3][4]
思 議 さ に 気 付 く こ と が で き 【こ】健康<4> 人間関係<2>
環境<1><3><4><8> 表現<1><2><3><4>
る。

だちに伝えたりする。
【幼】健康(4) 人間関係(2)
環境(1)(3)(4)(8) 表現(1)(2)(3)(4)
【保】健康[4] 人間関係[2]
環境[1][3][4][8] 表現[1][2][3][4]
【こ】健康<4> 人間関係<2>
環境<1><3><4><8> 表現<1><2><3><4>

ぞれの自然物の特徴を見
つけて，そのよさや不思議さに気付いている。

多くの諸感覚を使って

【行動観察】【つぶやき】
・諸感覚を使って見つけた自然物の特徴を友だちに伝
・遊びを中心に設定すると接触が増えるため，
観察をメインに置き，遊びについては接触しな
いような遊びを紹介したり，一人で遊べるあそ

えたり，遊びで試したりして，気付きを表現してい

思考・判断・
表現

る。
・自然とふれあうことで見つけたことを生かして遊ん

いくつもの視点で

でいる。

びを伝えたりする。

【学習カード】【行動観察】
・自然の中で，友だちと一緒に諸感覚を用いて遊びを

主体的に学習に
取り組む態度

楽しんでいる。
・遊ぶ中でもっとやりたいことを見つけようとしてい
る。

友だちとコミュニケー
ションをとりながら

【学習カード】【発言】

○ ぽけっとずかん

（p.54-55）※図鑑・資料ページ。必要に応じて適宜活用する。
・諸感覚を用いて自然を感じ，季節の変化や友だちと
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知識・技能

・絵や写真など，自分の体験活動の記録を見な ・絵や写真など，自分の体験活動の記録を見な
がら，どんなことを伝えたいか見つける。
○あそんだ ことを

がら，どんなことを伝えたいか見つける。

えるように掲示し，体験活動について伝え合 えるように掲示し，体験活動について伝え合

・体験活動を通して得た気付 う。

う。

きについて絵や文，言葉など ・お互いの発表について感想を言い合い，これ ・お互いの発表について感想を言い合い，これ
で表現し，友だちと伝え合う からの活動につなげたいこと，改善したいこ からの活動につなげたいこと，改善したいこ
ことを通して，次の季節への と，もっと挑戦したいことを話し合う。
活動につなげようとすること 【幼】人間関係(1)(6) 環境(4)
言葉(1)(3) 表現(3)(4)
ができる。
【保】人間関係[1][6] 環境[4]
言葉[1][3] 表現[3][4]
【こ】人間関係<1><6> 環境<4>
言葉<1><3> 表現<3><4>

と，もっと挑戦したいことを話し合う。
【幼】人間関係(1)(6) 環境(4)
言葉(1)(3) 表現(3)(4)
【保】人間関係[1][6] 環境[4]
言葉[1][3] 表現[3][4]
【こ】人間関係<1><6> 環境<4>
言葉<1><3> 表現<3><4>

意欲的に

【発言】【行動観察】

いくつも

【コミュニケーション】

ふりかえ ・ペアやグループになり，絵や写真を全体に見 ・ペアやグループになり，絵や写真を全体に見

ろう

の感じ方の違いに気付いている。

・自分の体験について，絵や写真をもとに表現し，友

・ペアやグループでの活動においても両手を広
げた距離を意識させる。
・体験したことを表現する場合は，十分なス
ペースを設定し，教員が様子を見ながら活動さ

思考・判断・
表現

だちに伝えている。
・身体全体を使って自然と関わり，見つけた春や夏の 意欲的に
様子から次にやりたいことを考えている。
【つぶやき】【行動観察】【学習カード】

せる。

・体験活動について友だちと伝え合う活動を通して，

主体的に学習に
取り組む態度

これからの活動につなげたいこと，改善したいこと，
もっと挑戦したいことを見つけようとしている。

多面的に

【コミュニケーション】【行動観察】

・天候によって生き物たちや生活の様子が変わるこ

知識・技能

と，自然の不思議さなどに気付いている。
【行動観察】【つぶやき】

○あめの ひを たのしもう

・雨の日の様子を予想する。

う。

・天候によって関わり方を変えたり，身近なものを利
・距離については「傘がぶつからない距離」と

かの天気の様子と比べながら ・晴れの日と比較し，交流を通してもっとやり ・晴れの日と比較し，交流を通してもっとやり いった表現を使ってもよいだろう。
絵や文，言葉を通して表現す たいことを見つける。
【幼】健康(4) 人間関係(1)(2)(3)(6)
ることができる。
環境(1)(2)(3)(4)(5) 表現(1)(2)(4)
・友だちと伝え合うことで， 【保】健康[4] 人間関係[1][2][3][6]
雨の日の遊びの楽しさや不思 環境[1][2][3][4][5] 表現[1][2][4]
【こ】健康<4> 人間関係<1><2><3><6>
議さに気付くことができる。
環境<1><2><3><4><5> 表現<1><2><4>

いくつも

・雨の日の様子を予想する。

・雨の校庭や公園と関わる活 ・身体全体を使って雨の日の自然体験活動を行 ・身体全体を使って雨の日の自然体験活動を行
動を通して気付いたことを, ほ う。

意欲的に

たいことを見つける。

・レインコートを使用する場合は，いつも通

【幼】健康(4) 人間関係(1)(2)(3)(6)
環境(1)(2)(3)(4)(5) 表現(1)(2)(4)
【保】健康[4] 人間関係[1][2][3][6]
環境[1][2][3][4][5] 表現[1][2][4]
【こ】健康<4> 人間関係<1><2><3><6>
環境<1><2><3><4><5> 表現<1><2><4>

り，両手を広げて当たらない距離を意識させ

思考・判断・
表現

用して遊び方を考えたり工夫したりしている。
・晴れの日と比較しながら，天候の変化と自分たちの 意欲的に
生活との関わりについて考えている。
【つぶやき】【行動観察】【学習カード】

る。
・雨の日に身体全体を使って自然と関わったり，雨の

主体的に学習に
取り組む態度

様子を見て次にやりたいことを考えたりしようとして
いる。
【学習カード】【行動観察】

次にしたいことや試し
たいことを具体的に

【コミュニケーション】

・自然とふれあう中で，春から夏への季節の移り変わ

知識・技能

・身体全体を使い，夏の自然の特徴を生かして ・身体全体を使い，夏の自然の特徴を生かして
○なつを もっと たのしもう
（p.60-61）
・水遊びや泥遊びなど季節の
自然の特徴を生かした遊びを

７-8

通して夏を味わい，遊びや遊

楽しく遊ぶ。

りや季節の違いに気付いている。夏の自然を生かした
遊びを通して，それらの特徴に気付いている。

多面的に

【学習カード】【行動観察】

楽しく遊ぶ。

・やりたいことや見つけたいことに挑戦する。 ・やりたいことや見つけたいことに挑戦する。
・気付いたことや感じたことを，学習カードに ・気付いたことや感じたことを，学習カードに
書いて交流する。
・次にやってみたいことを出し合う。

【幼】健康(2)(3)(4)
びに使うものを工夫してつく 人間関係(1)(7)(8)(10)
環境(1)(4) 表現(1)(4)
り，その面白さや自然の不思
【保】健康[2][3][4]
議さに気付き，友だちと遊び 人間関係[1][7][8][10]
環境[1][4] 表現[1][4]
を楽しむことができる。
【こ】健康<2><3><4>
人間関係<1><7><8><10>
環境<1><4> 表現<1><4>

書いて交流する。
・次にやってみたいことを出し合う。
【幼】健康(2)(3)(4)
人間関係(1)(7)(8)(10)
環境(1)(4) 表現(1)(4)
【保】健康[2][3][4]
人間関係[1][7][8][10]
環境[1][4] 表現[1][4]
【こ】健康<2><3><4>
人間関係<1><7><8><10>
環境<1><4> 表現<1><4>

・様々な感覚を使って夏の自然を探したり，見つけた
・泥だんごづくりなど，一人でできて，なおか
つ友だちと比べることができるような遊びが有
効な手立てである。

思考・判断・
表現

ことを生かして楽しく遊んだりしている。
・やったことや見つけたことについて，絵や文，言葉 試行錯誤しながら
で表している。
【つぶやき】【学習カード】

・自然の中で，友だちと一緒に諸感覚を用いて遊びを

主体的に学習に
取り組む態度

楽しんでいる。やりたいことや見つけたいことを決
め，すすんで活動している。

協働的に

【コミュニケーション】【行動観察】

○ ぽけっとずかん

（p.62-63）※図鑑・資料ページ。必要に応じて適宜活用する。
・規則正しい生活をしたり，家族の一員としての役割
・幼稚園，保育所，こども園の頃の夏休みを思 ・幼稚園，保育所，こども園の頃の夏休みを思

○なつやすみが やって くる

い出す。

い出す。

・夏休みの１日の生活をイメージする。

・夏休みの１日の生活をイメージする。

・小学生になって初めての夏 ・夏休みにしたいことを考える。

・夏休みにしたいことを考える。

知識・技能

について考える。
【幼】健康(6)(7)(9)(10)
人間関係(2)(3)(4)
【保】健康[6][7][9][10]
人間関係[2][3][4]
【こ】健康<6><7><9><10>
人間関係<2><3><4>

る。

積極的に

【発言】【コミュニケーション】
・夏休みの短縮も予想されるため，「夏休みが
・してみたいことを，教科書に載っている写真のよう

休みを充実したものにするた ・夏休み明けの発表について知り，必要な準備 ・夏休み明けの発表について知り，必要な準備 んばりカード」のような，夏休みの1行日記と
めに，してみたいことをすす について考える。
んで考え，夏休みを楽しみに 【幼】健康(6)(7)(9)(10)
人間関係(2)(3)(4)
することができる。
【保】健康[6][7][9][10]
人間関係[2][3][4]
【こ】健康<6><7><9><10>
人間関係<2><3><4>

を頑張ったりすることが大切であることを理解してい

ともに指導することで，具体的な計画性を持た
せる。

思考・判断・表現

に，楽しむこと，続けること，家族の一員として役に
たつことに分けて考えている。
【発言】【学習カード】

主体的に学習に
取り組む態度

意欲的に
自分のやるべきことを
考えながら

・夏休みの生活をイメージし，してみたいことを考
え，意欲的に取り組もうとしている。

計画的に

【発言】【学習カード】

◇ きれいな はなを さかせたい（p.34-47）
※単元扉は「草花を育てること」について，自らの経験や期待や希望を語り合う時間の資料として活用することができる。
・これまでの栽培経験を想起しながら，いろいろな花

教科書p.34-47
［12時間］

○そだてる はなを きめよう
（p.36-37）

・植物を育てた経験を話し合い，これから育て ・植物を育てた経験を話し合い，これから育て ・時期に合わせていくつかの種を子どもに提示

・入学前の栽培経験や学校探 る植物を決める。

る植物を決める。

植物への思いをもって
世話をすることができ
るようにする。
・植物の変化や成長の

や好きな花の名前を発表する 【幼】環境(1)(5) 言葉(1)(2)(3)(4)(10)
表現(3)(4)
ことができる。
【保】環境[1][5] 言葉[1][2][3][4][10]
・花をきれいに咲かせたいと 表現[3][4]
【こ】環境<1><5> 言葉<1><2><3><4><10>
いう思いをもって，育てたい 表現<3><4>
花を決めることができる。

があることや，それぞれの花の特徴に気付いている。
【発言】【コミュニケーション】

意欲的に
自分の言葉で

する。

・自分で決めた植物を 検などで植物と関わった経験 ・育てる種を観察し，気付いたことを紹介し合 ・育てる種を観察し，気付いたことを紹介し合 い。6月であればアサガオを育て始めても間に
種から育てることで， をもとに考え，知っている花 う。

知識・技能

う。

合うが，このように，9月からスタートし，ス

【幼】環境(1)(5) 言葉(1)(2)(3)(4)(10)
表現(3)(4)
【保】環境[1][5] 言葉[1][2][3][4][10]
表現[3][4]
【こ】環境<1><5> 言葉<1><2><3><4><10>
表現<3><4>

イセン，パンジー，ビオラ，スノードロップな

思考・判断・
表現

どで栽培活動をすることも十分可能である。

ている。

経験を踏まえて

・選んだ花を育てたい理由を話そうとしている。
【行動観察】【コミュニケーション】
・発芽や成長を楽しみにしながら，種まきをしようと

※温暖地，寒冷地などによって種まきの時期が
変わるため，事前によく調べておく。

・種が違うと育つ植物や咲く花が違うという見方をし

主体的に学習に
取り組む態度

様子に気付くととも

している。
・これから植物を育てること，きれいな花を咲かせる
ことへの意欲をもっている。

大きさ・色・形などい
ろいろな視点を立てて

【学習カード】【行動観察】

に，生命の不思議さに
ふれ，植物も自分たち
と同じように命をもっ

・花の種類に応じて，土に入れる深さや間隔などに気

て成長していることに

知識・技能

気付き，親しみをもっ
て大切にしようとす
る。

をつけた種のまき方があることに気付いている。
【行動観察】

○たねを まこう
（p.38）
・土づくりなどの準備をし

・選んだ種に合う土づくりをして，土の深さや ・選んだ種に合う土づくりをして，土の深さや ・種まきの時は半円形で二重になったり，じょ
間隔に気をつけて種をまき，水やりをする。

【幼】人間関係(2)(3) 環境(1)(2)(5)
て，思いを込めて種をまくこ 言葉(1)(2)(3) 表現(1)(2)(4)
とができるとともに，自分な 【保】人間関係[2][3] 環境[1][2][5]
言葉[1][2][3] 表現[1][2][4]
りに考えて，その様子を絵や 【こ】人間関係<2><3> 環境<1><2><5>
言葉<1><2><3> 表現<1><2><4>
文で表現することができる。

間隔に気をつけて種をまき，水やりをする。

うろなどを置いてあらかじめ場所を設定したり

【幼】人間関係(2)(3) 環境(1)(2)(5)
言葉(1)(2)(3) 表現(1)(2)(4)
【保】人間関係[2][3] 環境[1][2][5]
言葉[1][2][3] 表現[1][2][4]
【こ】人間関係<2><3> 環境<1><2><5>
言葉<1><2><3> 表現<1><2><4>

するなど，近付きすぎないようにする。
・種まき後は，植木鉢と植木鉢の間を十分に開
けて置く。そうすることで，観察をする際に適
切な距離を保ちながら観察することができる。

ていねいにきまりを
守って

ふれ，植物も自分たち
と同じように命をもっ
て成長していることに
気付き，親しみをもっ
て大切にしようとす
る。

○たねを まこう
（p.38）
・土づくりなどの準備をし

・選んだ種に合う土づくりをして，土の深さや ・選んだ種に合う土づくりをして，土の深さや ・種まきの時は半円形で二重になったり，じょ
間隔に気をつけて種をまき，水やりをする。

【幼】人間関係(2)(3) 環境(1)(2)(5)
て，思いを込めて種をまくこ 言葉(1)(2)(3) 表現(1)(2)(4)
とができるとともに，自分な 【保】人間関係[2][3] 環境[1][2][5]
言葉[1][2][3] 表現[1][2][4]
りに考えて，その様子を絵や 【こ】人間関係<2><3> 環境<1><2><5>
言葉<1><2><3> 表現<1><2><4>
文で表現することができる。

間隔に気をつけて種をまき，水やりをする。

うろなどを置いてあらかじめ場所を設定したり

【幼】人間関係(2)(3) 環境(1)(2)(5)
言葉(1)(2)(3) 表現(1)(2)(4)
【保】人間関係[2][3] 環境[1][2][5]
言葉[1][2][3] 表現[1][2][4]
【こ】人間関係<2><3> 環境<1><2><5>
言葉<1><2><3> 表現<1><2><4>

するなど，近付きすぎないようにする。

・花の種類に応じた種まきのしかたを考え，種を大切

・種まき後は，植木鉢と植木鉢の間を十分に開

思考・判断・

けて置く。そうすることで，観察をする際に適

表現

切な距離を保ちながら観察することができる。

に扱っている。
・芽の出方や成長のしかたを予想し，成長への願いや 根拠をもって
見通しをもっている。
【行動観察】【つぶやき】

主体的に学習に
取り組む態度

・種を大切に扱い，育てる種を観察して，うまく芽を
出してくれるよう願っている。
【行動観察】【学習カード】

・まいた種から芽が出て，成長していることに気付い

知識・技能

ている。
【行動観察】【学習カード】

種への思いをつぶやき
ながら

種の変化に注目しなが
ら

○せわを しよう
（p.39）

・自分なりに工夫して関わり，世話をしていく ・自分なりに工夫して関わり，世話をしていく

・世話をして発芽を待つこと 中で，芽の出方や葉の様子を観察する。
で花への思いを深めるととも 【幼】人間関係(1)(2)(3) 環境(1)(2)(3)
言葉(2) 表現(1)(2)(4)
に，発芽のしかたや子葉の形 【保】人間関係[1][2][3] 環境[1][2][3]
などに気付き，喜びとともに 言葉[2] 表現[1][2][4]
【こ】人間関係<1><2><3> 環境<1><2><3>
気付いたことを伝え合うこと 言葉<2> 表現<1><2><4>
ができる。

中で，芽の出方や葉の様子を観察する。
【幼】人間関係(1)(2)(3) 環境(1)(2)(3)
言葉(2) 表現(1)(2)(4)
【保】人間関係[1][2][3] 環境[1][2][3]
言葉[2] 表現[1][2][4]
【こ】人間関係<1><2><3> 環境<1><2><3>
言葉<2> 表現<1><2><4>

・心を寄せながら自分なりに工夫して世話をしてい

・100均ショップなどで売られている小さなホ
ワイトボードに工夫していることなどを書か

思考・判断・

せ，教室に掲示しておくことで，互いの工夫を

表現

共有することができる。

る。
・発芽した喜びや自分の気付きを伝えようとしてい
る。

声をかけたり変化をつ
ぶやいたりしながら

【行動観察】【学習カード】
・自分の大切な植物という意識をもっている。

主体的に学習に
取り組む態度

・今後の成長への期待や願いをもって世話を続けよう
としている。

具体的に

【つぶやき】【学習カード】
・以前の様子と比べることで，成長，変化しているこ
とを見つけている。

知識・技能

・本葉の数を数えるなど，以前と変わったとこ ・本葉の数を数えるなど，以前と変わったとこ
○せわを つづけよう
（p.40-41）

・ 成長に応じた世話のしかたに気付いている。
・植物も自分たちと同じように生命をもち，成長して

ろを見つけて，大きく成長した自分の植物の様 ろを見つけて，大きく成長した自分の植物の様

いることに気付いている。

子を観察する。

【行動観察】【学習カード】

子を観察する。

具体的な変化をあげて

・水やりや観察を通して，成 ・成長した植物は何をしてほしいのか考え，柱 ・成長した植物は何をしてほしいのか考え，
長や変化に気付くことができ を立てることを計画する。

様々な手立てなどを計画する。

る。成長に応じた世話のしか ・間引きした後どうするか相談し，家でも育て ・間引きした後どうするか相談し，家でも育て
たがあることを知り，観察を る計画をたてる。
もとに考え，愛着をもって必 【幼】人間関係(5)(6) 環境(2)(5)
言葉(1)(2)(4) 表現(1)(2)(3)(4)
要 な 世 話 を 行 う こ と が で き 【保】人間関係[5][6] 環境[2][5]
言葉[1][2][4] 表現[1][2][3][4]
る。
【こ】人間関係<5><6> 環境<2><5>
言葉<1><2><4> 表現<1><2><3><4>

る計画をたてる。

・相談や友だちとの交流の際は，距離と声の大
きさなどについて気を付ける。

【幼】人間関係(5)(6) 環境(2)(5)
言葉(1)(2)(4) 表現(1)(2)(3)(4)
【保】人間関係[5][6] 環境[2][5]
言葉[1][2][4] 表現[1][2][3][4]
【こ】人間関係<5><6> 環境<2><5>
言葉<1><2><4> 表現<1><2><3><4>

思考・判断・
表現

・植物と関わる中で，必要な世話について考えたり，
見つけたことを絵や文で伝えたりしている。
【学習カード】【発言】

継続的に
細かい部分まで

・育てる植物に愛着をもち，大切にしながら世話を続

主体的に学習に
取り組む態度

けようとしている。
・間引いた植物を大切に考え，別の場所で育てようと
している。

比べたり例えたりしな
がら

【学習カード】【コミュニケーション】
・花の色，つぼみのつくりや形，葉の形や色，大き
・開花の様子を見て，種まきの頃を振り返り， ・開花の様子を見て，種まきの頃を振り返り，
成長の喜びを感じる。
○さいた はなを たのしもう
（p.42-43）

知識・技能

成長の喜びを感じる。

・咲いた花の色や匂い，数を観察し，どのよう ・咲いた花の色や匂い，数を観察し，どのよう
にしたら咲いた花を残せるか考え相談する。

工夫して
協働して
友だちと交流しながら

にしたら咲いた花を残せるか考え相談する。

の花が咲いた喜びを味わい， て，色水遊び，色水染め，たたき染めや押し花 て，色水染め，たたき染めや押し花などをす ・たたき染めや押し花などは，図工の学習と関
花を観察して特徴に気付いた などをする。
り，植物に対して親しみを深 【幼】人間関係(1)(5)(6)
環境(1)(2)(4)(5) 言葉(1)(8)
め，花を使って思い出に残る 表現(3)(4)(7)
【保】人間関係[1][5][6]
作品をつくったりすることが
環境[1][2][4][5] 言葉[1][8]
できる。
表現[3][4][7]
【こ】人間関係<1><5><6>
環境<1><2><4><5> 言葉<1><8>
表現<3><4><7>

る。
【行動観察】【表情】

・自分が世話をしてきた植物 ・自分たちで考えた方法や教科書を参考にし ・自分たちで考えた方法や教科書を参考にし
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さ，手ざわりなどから，その植物の特徴に気付いてい

る。

連付けて行うことで，双方の学びを深めるとと

【幼】人間関係(1)(5)(6)
環境(1)(2)(4)(5) 言葉(1)(8)
表現(3)(4)(7)
【保】人間関係[1][5][6]
環境[1][2][4][5] 言葉[1][8]
表現[3][4][7]
【こ】人間関係<1><5><6>
環境<1><2><4><5> 言葉<1><8>
表現<3><4><7>

もに時数の削減，効率化につなげる。

・育てた花や種などを使ってどんなことができるかを

思考・判断・
表現

考えたり，活動したことを絵や文，作品などで表現し
たりしている。

わかりやすく工夫して

【学習カード】
・開花を喜び，植物への親しみの気持ちを深めてい

主体的に学習に
取り組む態度

る。
・世話をすることの楽しさや大切さがわかり，これか
らも続けたいという意欲をもっている。

思いを伝えながら
次への意欲をもって

【つぶやき】【行動観察】
・種が成長し，また種ができるという，生命の営みに

知識・技能
○たねを とろう
（p.44）
・種の付き方や実の様子を観
察した後，一粒の種からたく
さんの種ができる不思議さや

気付いている。
・植物によって，種の数，形，色，大きさなどが違う

友だちと比べながら

ことに気付いている。
・種の付き方を見ながら，よく観察する。

・種の付き方を見ながら，よく観察する。

・成長を振り返って，生命の不思議さ，生命のつなが
・種がたくさんできたことから，生命の不思議さ，生

・収穫した種を，友だちの育てた花の種と比べ ・収穫した種を，友だちの育てた花の種と比べ
てみる。

【幼】人間関係(5)(6) 環境(1)(2)(5)(9)
生命のつながりに気付くこと 言葉(1)(2)(4)(9) 表現(1)(2)(3)(4)
【保】人間関係[5][6] 環境[1][2][5][9]
ができる。
言葉[1][2][4][9] 表現[1][2][3][4]
・土の中では根が伸びて，植 【こ】人間関係<5><6> 環境<1><2><5><9>
物の成長を支えていたことに 言葉<1><2><4><9> 表現<1><2><3><4>

てみる。
【幼】人間関係(5)(6) 環境(1)(2)(5)(9)
言葉(1)(2)(4)(9) 表現(1)(2)(3)(4)
【保】人間関係[5][6] 環境[1][2][5][9]
言葉[1][2][4][9] 表現[1][2][3][4]
【こ】人間関係<5><6> 環境<1><2><5><9>
言葉<1><2><4><9> 表現<1><2><3><4>

・花の種類によっては，種が取りにくいものも

思考・判断・
表現

ある。事前に調べておいてから種まきを行うよ
うにする。

命のつながりについて考えている。
・できた種の数，形，色，大きさなどを，わかりやす 積極的に伝えて
く伝えようとしている。
【学習カード】【 コミュニケーション】
・一粒の種からたくさんの種ができることに喜びを感

主体的に学習に取

気付くことができる。

り組む態度

じるとともに，他の植物の種にも関心をもっている。
・収穫した種をプレゼントするなど，次の活動に生か 相手への思いをもって
そうとしている。
【行動観察】【表情】
・世話ができるようになったこと，世話を続けて頑

・これまでにかいてきた「発見カード」を並べ ・これまでにかいてきた「発見カード」を並べ

張ってきたことに気付いている。

て，成長してきた様子やそのときの気持ちを振 て，成長してきた様子やそのときの気持ちを振

知識・技能

り返る。育てた植物に感謝の気持ちを込めて り返る。育てた植物に感謝の気持ちを込めて
○いままでを ふりかえろう
（p.45）
・「発見カード」の記述をも
とに，これまでの世話や成長
を振り返ることができる。

カードや手紙をかく。

いて気付いている。

カードや手紙をかく。
じゃばらおりの本や紙芝居などにする。

・たくさんの種をどうしたいか話し合い，新１ ・たくさんの種をどうしたいか話し合い，新１
年生や家族，祖父母などにプレゼントする計画 年生や家族，祖父母などにプレゼントする計画
をたて，手紙も添える。

・育ててきた植物の種やつる 【幼】人間関係(5)(6)(7)(10)
などで，思い出に残る作品を 環境(2)(5)
言葉(1)(2)(3)(4)(8)(9)(10)
つくることができるととも
表現(3)(4)(7)(8)
に，自身の成長に気付き，次 【保】人間関係[5][6][7][10]
環境[2][5]
の栽培への見通しをもつ。
言葉[1][2][3][4][8][9][10]
表現[3][4][7][8]
【こ】人間関係<5><6><7><10>
環境<2><5>
言葉<1><2><3><4><8><9><10>
表現<3><4><7><8>

をたて，手紙も添える。
【幼】人間関係(5)(6)(7)(10)
環境(2)(5)
言葉(1)(2)(3)(4)(8)(9)(10)
表現(3)(4)(7)(8)
【保】人間関係[5][6][7][10]
環境[2][5]
言葉[1][2][3][4][8][9][10]
表現[3][4][7][8]
【こ】人間関係<5><6><7><10>
環境<2><5>
言葉<1><2><3><4><8><9><10>
表現<3><4><7><8>

そだてて みよう
（p.46）
・秋まきの植物や球根に関心
をもち，さらに育てていきた

・秋にまく花で新１年生が入学した喜びを感じ
る花を相談し，どんな方法で育てるか決める。
・これまでの栽培活動を思い出しながら，自分
が決めた花を育てる。

【幼】人間関係(1)(2) 環境(2)(3)(7)
いという願いをもち，育てる 【保】人間関係[1][2] 環境[2][3][7]
【こ】人間関係<1><2> 環境<2><3><7>
ことができる。

すく工夫して

・植物の成長，その順序について，自分の考えをわか
・「秋からも育ててみよう」と関連付けてまと
めて学習に取り組むことでよい相手意識をもつ

思考・判断・
表現

ことができるとともに時数の削減を行うことが

りやすく伝えようとしている。
・育ててきた植物との関わりを振り返り，自分なりの わかりやすく工夫して
方法で表現している。
【表現】

できる。

・植物の世話に熱心に取り組み，成長を見守ってきた

主体的に学習に
取り組む態度

自分の姿に気付いている。
・活動を通して得られた喜びや自信を，次の栽培活動
につなげようとしている。

積極的に伝えあいなが
ら

【表情】【つぶやき】【学習カード】

知識・技能
○あきからも

変化についてわかりや

【学習カード】

・成長をどのように記録したいのか話し合い， ・成長をどのように記録したいのか話し合い，
じゃばらおりの本や紙芝居などにする。

・植物には生命があり，世話を通して植物の一生につ

・それぞれの植物に合った世話のしかたがあることに 学んだことを生かして
気付いている。

春にどんな花が咲くか

・春に入学してくる新１年生を花で迎えるにはどんな

思考・判断・

・採れた種をどのようにプレゼントすると喜ば
れるか，これまでの経験を踏まえて考える。
【幼】人間関係(1)(2) 環境(2)(3)(7)

表現
・前時とのつながりを意識して学習に取り組む。

花を育てるとよいか考え，育てるための準備をしてい
る。

学んだことを生かして

【行動観察】

【保】人間関係[1][2] 環境[2][3][7]
【こ】人間関係<1><2> 環境<2><3><7>

主体的に学習に
取り組む態度

・植物を育ててきた経験を踏まえ，自信をもって活動
に取り組もうとしている。
【行動観察】【表現】

経験に基づいた根拠を
もって

時数設定なし。本ページは，生活科で学んだことを「自分の生活に生かす」という観点で設定してい

○ みの まわりの くさばなを さがしに でかけよう
（p.47）

休み時間を活用し，授業としては取

る。主に単元の振り返りにおいて，その都度子どもたちに促し，自身の生活にあてはめて考えさせる

り扱わない。

とよい。植物園が近くにあるなど，条件が揃っている場合には，特色ある授業として取り入れるのも
よい。

◇生きものと なかよく なろう（p.66-73）
※単元扉は「生きもの」について，自らの経験や期待や希望を語り合う時間の資料として活用することができる。
・どの場所にどのような生き物がいるのか気付いてい

教科書p.66-73
［6時間］

知識・技能

○生きものに あいに いこう
（p.68-69）

・ 身 近 な 生 き 物 に 関 心 を も 活動を行う。
【幼】健康(10) 人間関係(1)(8)(10)
ち，生き物探しをする。
環境(5)
・生き物それぞれのすみかや 【保】健康[10] 人間関係[1][8][10]
特徴に関心をもち，どの場所 環境[5]
【こ】健康<10> 人間関係<1><8><10>
にどのような生き物がいるか 環境<5>
気付くことができる。

る。
【学習カード】【発言】

・安全に留意して，実際に生き物探しや，採集 ・安全に留意して，実際に生き物探しや，採集
活動を行う。

・生き物がいそうな場所を子どもたちに予想さ

【幼】健康(10) 人間関係(1)(8)(10)
環境(5)
【保】健康[10] 人間関係[1][8][10]
環境[5]
【こ】健康<10> 人間関係<1><8><10>
環境<5>

せ，いくつかの場所を決める。少人数で最終活
動を行う。その際は各場所に職員を配置する。

自分で考えて

○生きものに あいに いこう

・身近な生き物を探し
たり観察したりしなが
ら，その特徴に気付く
ことができる。
・生き物に親しみをも
ち，大切にしようとす

・安全に留意して，実際に生き物探しや，採集 ・安全に留意して，実際に生き物探しや，採集

（p.68-69）

・ 身 近 な 生 き 物 に 関 心 を も 活動を行う。
【幼】健康(10) 人間関係(1)(8)(10)
ち，生き物探しをする。
環境(5)
・生き物それぞれのすみかや 【保】健康[10] 人間関係[1][8][10]
特徴に関心をもち，どの場所 環境[5]
【こ】健康<10> 人間関係<1><8><10>
にどのような生き物がいるか 環境<5>
気付くことができる。

・生き物のいそうな場所を予想したり，そこに生き物

活動を行う。

・生き物がいそうな場所を子どもたちに予想さ

【幼】健康(10) 人間関係(1)(8)(10)
環境(5)
【保】健康[10] 人間関係[1][8][10]
環境[5]
【こ】健康<10> 人間関係<1><8><10>
環境<5>

せ，いくつかの場所を決める。少人数で最終活 思考・判断・表現 がいるわけを考えたりしながら，生き物を見つけてい いくつもの視点で
る。
動を行う。その際は各場所に職員を配置する。
【発言】【コミュニケーション】

主体的に学習に
取り組む態度

る。

・見つけた生き物の様子を観察したり採集したりして
いる。
【学習カード】【発表】
・生き物の観察を通して，そのすみかや特徴に気付い

知識・技能
○生きものと ふれあおう
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【行動観察】

・身近な生き物を観察したり，ふれあったりす ・身近な生き物を観察したり，ふれあったりす

る。
（p.70-71）
・身近にいる生き物や，学校 【幼】人間関係(10)(11) 環境(5)
言葉(1)(2)(8) 表現(1)(2)
で飼育している生き物とのふ 【保】人間関係[10][11] 環境[5]
れあいを通して，生き物の特 言葉[1][2][8] 表現[1][2]
【こ】人間関係<10><11> 環境<5>
徴に気付くことができる。
言葉<1><2><8> 表現<1><2>

ている。

る。
用し，一人ひとずつ観察できるようにする。

て

思考・判断・表現 ・生き物とのふれあいを通して気付いたことを，学習 多様な方法で
カードに表している。
【行動観察】

○生きものの ことを

・身近な生き物に関心をもち，すすんではたらきかけ
ることを通して，生き物に親しみをもっている。
【学習カード】【コミュニケーション】
・生き物にはそれぞれ特徴があることに気付いてい

つたえよう

知識・技能
・発表したい内容を決め，準備をする。

・これまでふれあってきた生 ・「生きものと なかよしはっぴょうかい（仮 ・「生きものと なかよしはっぴょうかい（仮
き物の様子を振り返ることを 称）」をし，互いに伝え合い，学習を振り返 称）」をし，互いに伝え合い，学習を振り返
通して，自分が紹介したい生 る。
き物の特徴を決め，うまく伝 【幼】人間関係(6) 環境(5)
言葉(2)(4)(8)(10)
わる方法を考え，伝え合うこ 【保】人間関係[6] 環境[5]
言葉[2][4][8][10]
とができる。
【こ】人間関係<6> 環境<5>
・生き物に親しみをもち，自 言葉<2><4><8><10>
分なりに生き物との関わりを

生き物の気持ちになっ

なりの方法で調べている。

・虫を飼育する場合は，ペットボトルなどを活

取り組む態度

・発表したい内容を決め，準備をする。

積極的に

・生き物と適切にふれあうために必要なことを，自分

【幼】人間関係(10)(11) 環境(5)
言葉(1)(2)(8) 表現(1)(2)
【保】人間関係[10][11] 環境[5]
言葉[1][2][8] 表現[1][2]
【こ】人間関係<10><11> 環境<5>
言葉<1><2><8> 表現<1><2>

主体的に学習に

（p.72-73）

自ら進んで

る。
【幼】人間関係(6) 環境(5)
言葉(2)(4)(8)(10)
【保】人間関係[6] 環境[5]
言葉[2][4][8][10]
【こ】人間関係<6> 環境<5>
言葉<2><4><8><10>

る。
【行動観察】

・ワールドカフェ方式などを活用する場合は，

思考・判断・表現

・全体で発表する場合はマイクを活用するとよ

積極的に
協働して

いたことを自分なりの方法で表現したり伝えたりして 具体的に
いる。

わかりやすく工夫して

【行動観察】【発表】

い。

主体的に学習に
取り組む態度

継続しようとする。

ら

・観察をしてきた生き物との関わりを振り返り，気付

フラフープもしくはそのようなものを使い，子
ども間の距離をとるよう設定する。

友だちと話し合いなが

・生き物に親しみをもち，これからも大切にしようと 相手の立場にたって
している。

生き物の気持ちになっ

【行動観察】【発言】

て

◇きせつと あそぼう ―あき―（p.74-91）
※単元扉は「秋の生活」について，自らの経験や期待や希望を語り合う時間の資料として活用することができる。
教科書p.74-82
※教科書上p.74-75（単元扉）を活用して事前

［※p.74-91までの

指導。

単元で1２時間扱
い］
・身近な秋の自然の中

・春や夏と比較して，秋の様子に興味・関心を

○あきを みつけよう

もつ。

（p.76-77）
・身近な自然に興味をもち，

・季節探しのルール，マナーを確認する。

で遊んだり，身体全体 春や夏に行った校庭（公園） 体験：
・校庭（公園）で季節探しの活動をする。
を使って自然とふれ
で諸感覚を使った自然の観察
あったりする活動を通 や 体 験 を 通 し て 自 然 に 親 し
して，自然の材料を

み，秋の自然の様子に気付く

使った遊びを考えたり

ことができる。

遊び方を工夫したりす
ることなどから季節の

・交流を通してもっとやりたくなったことを行
う。
【幼】健康(3)(4) 人間関係(1)(4)(7)
環境(1)(3)(4)(8) 表現(1)(2)
【保】健康[3][4] 人間関係[1][4][7]
環境[1][3][4][8] 表現[1][2]
【こ】健康<3><4> 人間関係<1><4><7>
環境<1><3><4><8> 表現<1><2>

・秋の自然や季節によって遊び方や生活の様子が変わ

※教科書上p.74-75（単元扉）を活用して事前

知識・技能

指導。
・夏と比較して，秋の様子に興味・関心をも ・夏の観察で活用したワークシードなどで振り
つ。

返りをし，観察する場所や方法について確認す

・季節探しのルール，マナーを確認する。

る。そうすることで，密集や密着を避けること

体験：・校庭で季節探しの活動をする。

を再確認する。

・交流を通してもっとやりたくなったことを行 ・交流には模造紙や付箋などを使い，掲示した
う。

ものを個別で見に行ったり，コーナーを設置し

【幼】健康(3)(4) 人間関係(1)(4)(7)
環境(1)(3)(4)(8) 表現(1)(2)
【保】健康[3][4] 人間関係[1][4][7]
環境[1][3][4][8] 表現[1][2]
【こ】健康<3><4> 人間関係<1><4><7>
環境<1><3><4><8> 表現<1><2>

たりしてローテーションでまわるなど，少人数

ることや，自然の不思議さなどを感じたり気付いたり
している。
【行動観察】【つぶやき】

多面的に
春や夏の特徴を比べな
がら

・身近な秋の自然にあわせて関わり方や遊び方を考え
たり，工夫したりしている。

思考・判断・表現 ・春や夏と比較しながら，季節の変化と自分たちの生 体験を生かして
活との関わりを見つけている。
【学習カード】

で活動するようにする。

主体的に学習に
取り組む態度

・身近な秋の自然やそれらを利用した遊びなどに関心
をもち，みんなで楽しく遊ぼうとしている。

すすんで声をかけて

【行動観察】【コミュニケーション】

変化や特徴，自然の不
思議さに気付き，遊び

※教科書上p.76-77と一体的に使う。

や自身の生活を楽しむ
ことができる。

※教科書上p.76-77と一体的に使う。

知識・技能

・自然と親しみ，見つけた秋を生かして遊ぶ。 ・自然と親しみ，見つけた秋を生かして遊ぶ。

・秋の自然の特徴や自然の不思議さに気付いている。
【行動観察】【コミュニケーション】

試行錯誤しながら

・気付いたことや発見したことを伝えあった ・気付いたことや発見したことを伝えあった ・夏の観察で活用したワークシードなどで振り

○あきを かんじよう

り，カードに表現したりする。

（p.78-79）

り，カードに表現したりする。

返りをし，観察する場所や方法について確認す

・身近な自然とふれあい，諸 ・交流を通してさらに興味をもったことや知り ・交流を通してさらに興味をもったことや知り る。そうすることで，密集や密着を避けること
感覚を使って春や夏と比べ， たいことなどに取り組む。
変わったところや変わらない 【幼】健康(10) 人間関係(8)(10)
環境(1)(3)(4) 言葉(1)(2)(8)
ところなどを観察しながら自 表現(3)(4)
【保】健康[10]
人間関係[8][10]
然に親しみ，秋の自然の特徴
環境[1][3][4] 言葉[1][2][8]
に気付くことができる。
表現[3][4]
【こ】健康<10> 人間関係<8><10>
環境<1><3><4> 言葉<1><2><8>
表現<3><4>

たいことなどに取り組む。

を再確認する。

【幼】健康(10)
環境(1)(3)(4)
表現(3)(4)
【保】健康[10]
環境[1][3][4]
表現[3][4]
【こ】健康<10>
環境<1><3><4>
表現<3><4>

人間関係(8)(10)
言葉(1)(2)(8)

・交流には模造紙や付箋などを使い，掲示した

人間関係[8][10]
言葉[1][2][8]

たりしてローテーションでまわるなど，少人数

・身近な秋の自然に興味をもち，秋の素材を利用して

思考・判断・表現

ものを個別で見に行ったり，コーナーを設置し

ている。

友だちと協力して

【行動観察】【発言】【コミュニケーション】

で活動するようにする。

主体的に学習に

人間関係<8><10>
言葉<1><2><8>

遊び方を工夫したり，ほかの季節と比べて考えたりし

取り組む態度

・身近な秋の自然に興味をもち，遊びや生活に取り入
れ，秋を楽しもうとしている。
【学習カード】【行動観察】

楽しむための工夫をし
ながら

○ ポケットずかん （p.80-81） ※図鑑・資料ページ。必要に応じて適宜活用する。
・気付いたことや発見したことなどを，友だちや先生
○みつけた あきを
おう

つたえあ

（p.82）

・体験活動を通して得た気付
きについてカードや言葉を通

知識・技能
・体験活動を通して気付いたことや発見したこ ・体験活動を通して気付いたことや発見したこ
伝え合い，次の制作活動への見通しをもつ。

ことができている。
【学習カード】【コミュニケーション】

となどを，自分の好きな方法で表す。それらを となどを，自分の好きな方法で表す。それらを

【幼】人間関係(6)(8) 環境(3)
して表現し，友だちと伝え合 言葉(1)(2) 表現(1)(3)(4)(7)
うことで，春や夏の様子と比 【保】人間関係[6][8] 環境[3]
言葉[1][2] 表現[1][3][4][7]
べたり，次の活動につなげよ 【こ】人間関係<6><8> 環境<3>
う と し た り す る こ と が で き 言葉<1><2> 表現<1><3><4><7>

にわかりやすく話したり，学習カードに書いたりする

伝え合い，次の制作活動への見通しをもつ。

・制作活動への見通しをもたせる。

【幼】人間関係(6)(8) 環境(3)
言葉(1)(2) 表現(1)(3)(4)(7)
【保】人間関係[6][8] 環境[3]
言葉[1][2] 表現[1][3][4][7]
【こ】人間関係<6><8> 環境<3>
言葉<1><2> 表現<1><3><4><7>

・教科横断的に取り組むことで学びを深めると
ともに時数削減と効率化をはかることができ

すすんで
友だちの考えも取り入
れて

・体験活動を通して気付いたことや発見したことなど

思考・判断・表現

る。

を，学習カードや自然物などを用いて表すことができ
ている。

友だちと協力して

【行動観察】【学習カード】【作品】
・これまでの活動や体験を通して気付いたこと，季節

主体的に学習に

る。

取り組む態度

の変化の様子などについて友だちや先生に自分なりの
方法で伝えようとしている。

具体的に工夫して

【作品】

◇みつけた あきで あそぼう（p.83）
※中扉は「秋のものを生かした遊び」について，自らの経験や期待や希望を語り合う時間の資料として活用することができる。
教科書p.83-91

・自然にあるものの面白さや不思議さに気付いてい

［※p.74-91までの

・秋探しで見つけたものなど，集めた材料をみ ・秋探しで見つけたものなど，集めた材料をみ

単元で14時間扱

んなで確認し，つくりたいもの，やってみたい んなで確認し，つくりたいもの，やってみたい

い］

ことなどについて意見を出し合う。

ことなどについて意見を出し合う。

あそぼう

・実際につくったり遊んだりする。

・実際につくったり遊んだりする。

（p.84-85）

・活動を振り返り，次の活動への見通しをも ・活動を振り返り，次の活動への見通しをも

○あきの もので つくって

・集めた木の葉や実などを利 つ。
用して，すすんで遊びを考え 【幼】人間関係(1)(4)(6)(7)(8)
環境(4)(8) 言葉(3)(4)
て遊んだり，遊びに使うもの 表現(4)(5)(6)(7)
を工夫してつくったりするこ 【保】人間関係[1][4][6][7][8]
環境[4][8] 言葉[3][4]
とができる。
表現[4][5][6][7]
【こ】人間関係<1><4><6><7><8>
環境<4><8> 言葉<3><4>
表現<4><5><6><7>

知識・技能

る。

意欲的に

【つぶやき】【行動観察】【作品】

・秋の自然を生かして，遊びや遊びに使うものを工夫

つ。

・話し合いの時は班机にせず体の向きだけをか

【幼】人間関係(1)(4)(6)(7)(8)
環境(4)(8) 言葉(3)(4)
表現(4)(5)(6)(7)
【保】人間関係[1][4][6][7][8]
環境[4][8] 言葉[3][4]
表現[4][5][6][7]
【こ】人間関係<1><4><6><7><8>
環境<4><8> 言葉<3><4>
表現<4><5><6><7>

け，距離を保つ。

思考・判断・表現

してつくったり，試行錯誤してよりよいものにしたり
している。

何度も試しながら

【行動観察】【作品】

・秋の自然を生かした遊びや遊びに使うものを考え

主体的に学習に
取り組む態度

て，すすんでつくろうとしている。
【行動観察】【発言】

ルールを工夫して

【コミュニケーション】

○みんなで あそぼう
（p.86-87）

・友だちの考えた遊びやつくったもので遊ぶことを通

・前時で考えた遊びやつくったものをどう教室 ・前時で考えた遊びやつくったものをどのよう
に配置するか決める。

に配置するか決める。

知識・技能

・役割分担をして実際に遊ぶ。
・遊びを工夫したり，みんな ・役割分担をして実際に遊ぶ。
がつくった遊びを体験したり ・ 気付いたことを出し合い，もっとよくなるた ・ 気付いたことを出し合い，もっとよくなるた
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することを通して，秋の自然 めの方策を見出す。次の活動への見通しをも めの方策を見出す。次の活動への見通しをも ・空き教室など，一度の授業で複数の教室や体
つ。
への気付きをより深めたり， つ。
育館などを使用し，一か所に密集しないよう配
【幼】人間関係(7)(8) 環境(4)(8)
【幼】人間関係(7)(8) 環境(4)(8)
興味・関心を高めたりするこ
慮する。
言葉(3) 表現(5)(6)(7)(8)
言葉(3) 表現(5)(6)(7)(8)
とができる。
【保】人間関係[7][8] 環境[4][8]
【保】人間関係[7][8] 環境[4][8]
言葉[3] 表現[5][6][7][8]
・自然にあるものの面白さや 言葉[3] 表現[5][6][7][8]
【こ】人間関係<7><8> 環境<4><8>
【こ】人間関係<7><8> 環境<4><8>
不思議さに気付き，活動を楽 言葉<3> 表現<5><6><7><8>
言葉<3> 表現<5><6><7><8>
しむことができる。

・絵や写真など，用意した自分の体験活動の記 ・絵や写真など，用意した自分の体験活動の記
○あきを ふりかえろう
（p.88）
・自然の中の諸感覚を使った
体験や，自然を使った遊びを
思い出し，春・夏との違いや
自然の面白さ，不思議さに気
付き，これからの生活に生か

録を見ながら，どんなことを伝えたいか見つけ 録を見ながら，どんなことを伝えたいか見つけ
る。

る。

・ペアやグループなどで，絵や写真を見せなが ・ペアやグループなどで，絵や写真を見せなが
ら体験活動について伝え合う。

ら体験活動について伝え合う。

・お互いの発表について感想を言い合い，これ ・お互いの発表について感想を言い合い，これ ・話し合いの時は班机にせず体の向きだけをか
からの活動につなげたいこと，改善したいこ からの活動につなげたいこと，改善したいこ け，距離を保つ。
と，もっと挑戦したいことを話し合う。

【幼】人間関係(6)(7) 環境(3)
そうとしたり，次の活動へつ 言葉(1)(2)(4) 表現(3)
【保】人間関係[6][7] 環境[3]
なげようとしたりする。
言葉[1][2][4] 表現[3]
【こ】人間関係<6><7> 環境<3>

と，もっと挑戦したいことを話し合う。
【幼】人間関係(6)(7) 環境(3)
言葉(1)(2)(4) 表現(3)
【保】人間関係[6][7] 環境[3]
言葉[1][2][4] 表現[3]
【こ】人間関係<6><7> 環境<3>

して，秋の自然の特徴や自然にあるものの面白さや不 みんなで楽しむことの
思議さに気付いている。

よさを味わって

【行動観察】【コミュニケーション】
・友だちの考えた遊びやつくったもので工夫して遊ぶ

思考・判断・表現

ことを通して，秋の自然について考えている。
・遊びを通して気付いたことを表している。
【行動観察】【コミュニケーション】

主体的に学習に
取り組む態度

・自然物を使って遊んだり，遊びに使うものをつくっ
たりする活動を楽しもうとしている。
【行動観察】【コミュニケーション】
・季節の変化によって，自然の様子や人々の生活，町

知識・技能

の様子も変化することに気付いている。
【学習カード】【行動観察】

正しい言葉を使って
お客さんのことに気配
りして

試行錯誤しながら
友だちと相談しながら

具体的にいくつか例を
あげて

・絵や写真など，用意した自分の体験活動の記 ・絵や写真など，用意した自分の体験活動の記
○あきを ふりかえろう
（p.88）
・自然の中の諸感覚を使った
体験や，自然を使った遊びを
思い出し，春・夏との違いや
自然の面白さ，不思議さに気
付き，これからの生活に生か

録を見ながら，どんなことを伝えたいか見つけ 録を見ながら，どんなことを伝えたいか見つけ
る。

る。

・ペアやグループなどで，絵や写真を見せなが ・ペアやグループなどで，絵や写真を見せなが
ら体験活動について伝え合う。

・自分の活動や体験を通して気付いた秋の特徴につい

ら体験活動について伝え合う。

・お互いの発表について感想を言い合い，これ ・お互いの発表について感想を言い合い，これ ・話し合いの時は班机にせず体の向きだけをか
からの活動につなげたいこと，改善したいこ からの活動につなげたいこと，改善したいこ け，距離を保つ。
と，もっと挑戦したいことを話し合う。

【幼】人間関係(6)(7) 環境(3)
そうとしたり，次の活動へつ 言葉(1)(2)(4) 表現(3)
【保】人間関係[6][7] 環境[3]
なげようとしたりする。
言葉[1][2][4] 表現[3]
【こ】人間関係<6><7> 環境<3>
言葉<1><2><4> 表現<3>

て，絵や写真をもとに考えて表現し，伝えている。

思考・判断・表現 ・体験をもとに見つけた秋の様子からこれからの季節 具体的にわかりやすく
にやってみたいことを考えている。

と，もっと挑戦したいことを話し合う。

【学習カード】【コミュニケーション】

【幼】人間関係(6)(7) 環境(3)
言葉(1)(2)(4) 表現(3)
【保】人間関係[6][7] 環境[3]
言葉[1][2][4] 表現[3]
【こ】人間関係<6><7> 環境<3>
言葉<1><2><4> 表現<3>

・活動や体験を通して気付いたことをすすんで表現し

主体的に学習に
取り組む態度

ようとしたり，これからの生活や学習に取り入れよう 友だちの考えも生かし
としたりしている。

て

【発言】【行動観察】

○ ポケットずかん

（p.89）※図鑑・資料ページ。必要に応じて適宜活用する。
・多くの人々と交流することを楽しみ，自分の成長を

知識・技能
○しょうたいしよう
（p.90）
・「みんなで あそぼう」（教
科書上p.86-87）での体験をも
とに，招待される人の立場に
立ってルールを考えたり，遊
びを工夫したり，遊びに使う

・学級だけで遊ぶ場をさらに発展させて，身近 ・身近な人を呼ぶための計画をたてる。
準備する。進め方を決めて，練習する。招待す 習する。

・招待する対象，人数，場所，時間などについ

る人に招待状を書く。

て教員が事前に調整しておく。

・招待した人たちと自己紹介を兼ねたゲームを ・招待した人たちと自己紹介を兼ねたゲームを 【別案】
する。その後遊びを通して交流活動を行う。

する。その後遊びを通して交流活動を行う。

おもちゃや作品を展示し，自由に遊んでもら

・活動の振り返りをする。

・活動の振り返りをする。

い，感想を書いてもらう。

【幼】人間関係(5)(7)(8)(11)
言葉(3)(4)(10) 表現(5)(7)
【保】人間関係[5][7][8][11]
言葉[3][4][10] 表現[5][7]
【こ】人間関係<5><7><8><11>
言葉<3><4><10> 表現<5><7>

・書いてもらった感想を通して交流したり活動

【幼】人間関係(5)(7)(8)(11)
も の を さ ら に つ く っ た り す 言葉(3)(4)(10) 表現(5)(7)
る。招待した人と楽しく交流 【保】人間関係[5][7][8][11]
言葉[3][4][10] 表現[5][7]
する。
【こ】人間関係<5><7><8><11>
言葉<3><4><10> 表現<5><7>

相手の立場にたって

【コミュニケーション】【行動観察】

な人を呼ぶための計画をたてる。計画に沿って ・計画に沿って準備する。進め方を決めて，練
・招待する人に招待状を書く。

感じたり秋の楽しさにより気付いたりしている。

・参加してくれる人に合わせてルールを変更したり，
ものをつくり替えたりするなど，遊びや遊び方を工夫

思考・判断・表現 している。
【行動観察】【つぶやき】

みんなが楽しむことが
できるように工夫して

【コミュニケーション】
・身近な人々とすすんで関わり，交流の楽しさを味
わっている。

を振り返る。

主体的に学習に
取り組む態度

・家庭や地域における季節の変化に応じた行事などに
興味をもち，すすんで参加しようとしている。

体験や経験を生かして

【行動観察】【発言】
【コミュニケーション】
・時数設定なし。週末などにこれまでの活動で学んだことを生かしながら，地域や家庭においてもす
すんで季節の変化に応じた行事などに参加し，その後，みんなでそのことを交流することができるよ

○ あきの 生かつを たのしもう
（p.91）

う促すとよい。

休み時間を活用し，授業としては取り扱

・その際，自分の体験について，写真や絵などで記録し，そのときの様子について交流し合うことが

わない。

できるようにする。
・また，季節の変化に応じて変わるのは自然だけでない。人々の生活や町の様子も変化することに気
付くことができるようにする。

◇じぶんで できるよ（p.92-99）
※単元扉は「自分の生活する家の様子」について，自らの経験や期待や希望を語り合う時間の資料として活用することができる。
○１日の ことを

教科書p.92-99

おもい出そう

［8時間］

（p.94-95）
・家族及び自分が１日どのよ

・家族との関わりを思い出し，一緒にしていることや

・１日の自分の生活を学習カードに時間軸で並 ・１日の自分の生活を学習カードに時間軸で並
べ，ペアやグループで交流する。

べ，ペアやグループで交流する。

知識・技能

・インタビューを行う。その際，多様な家庭環 ・インタビューを行う。その際，多様な家庭環
境を踏まえ，適宜取り扱う。

境を踏まえ，適宜取り扱う。

・学級全体で時間軸を使って共有し，気付いた ・学級全体で時間軸を使って共有し，気付いた
ことについて話し合う。

生活は互いに助け合う て，家庭において自分ができ 【幼】健康(6)(7)(8) 言葉(3)(4)
ことで成立しているこ ることについて考え，自分の 人間関係(2)(3)(6)(9)(13)
とに気付き，自分にで
きることを実行した

生活と家族の生活との関わり 【保】健康[6][7][8] 言葉[3][4]
人間関係[2][3][6][9][13]
に気付くことができる。
【こ】健康<6><7><8> 言葉<3><4>
人間関係<2><3><6><9><13>

ことについて話し合う。
【幼】健康(6)(7)(8) 言葉(3)(4)
人間関係(2)(3)(6)(9)(13)
【保】健康[6][7][8] 言葉[3][4]
人間関係[2][3][6][9][13]
【こ】健康<6><7><8> 言葉<3><4>
人間関係<2><3><6><9><13>

【学習カード】【発言】

て伝え合う。

・家族一人ひとりの存在や仕事，役割が自分自身や自

思考・判断・表現

・全体での交流の時はマイクを活用する。

・グループやクラスで，家庭で行っていること

しようとする。

を教え合ったり，実演したりする活動を通し ・家庭で行っていることを教え合ったり，実演

主体的に学習に
取り組む態度

【家族の単元は昨今の実

る。

情，及び学校や学級の実

・学級全体で自分ができていることや今後挑戦 ・学級全体で自分ができていることや今後挑戦

設定するとよい。本書で
は，理想的な時数設定と

2-3 12-2

して例示しているが，そ
のことに鑑みて適宜ほか
の単元と調整するとよ
い。】

○できる ことを して みよう
（p.96-97）
・家庭生活において行ってい
ることについて，考えたり，
伝え合ったりする活動を通し
て，新たに家庭で行いたいこ
とを見つけ，家族との関わり
方を変えようとしたり，自分
の役割を新たに増やそうとし
たりすることができる。

したいことを発表する。

いことについて考える。

【発言】【行動観察】

割に気付きながら
同じ仕事でも家庭に
よって担う人が異なる
ことに気付く
自分にできることがな
いか考えながら

とともに，生活習慣や技能を身に付けることの大切さ

すすんで
継続的に

【発言】【行動観察】

したいことを発表する。
たりする。

トなどをペアやグループ，学級全体で発表す トなどを，学級全体で発表する。

・家族と自分の生活を比較・関連付けて考え，自分で

て伝え合う。
・全体での交流の時はマイクを活用する。

できることについて見つめ直し，新たに挑戦したいこ

思考・判断・表現 とや続けていきたいことを見つけている。
【発言】【行動観察】

・活動を振り返り，家庭で挑戦する仕事を決め ・コーナーを設置し，実演するときはフラフー

・活動を振り返り，家庭で挑戦する仕事を決め 実行する。

プやテープで線を引くなどして密にならないよ

実行する。

うにする。

【幼】健康(6)(7)(9)
人間関係(2)(3)(6)(9) 環境(2)
言葉(2)(3)(4)(8) 表現(3)(4)(8)
【保】健康[6][7][9]
人間関係[2][3][6][9] 環境[2]
言葉[2][3][4][8] 表現[3][4][8]
【こ】健康<6><7><9>
人間関係<2><3><6><9> 環境<2>
言葉<2><3><4><8> 表現<3><4><8>

主体的に考えようとしている。

に気付いている。

・家庭で実行してわかったこと，家族のコメン ・家庭で実行してわかったこと，家族のコメン 班編成は通路を挟んで行う。
る。

・家族や自分の１日の生活に目を向け，関心をもって

て，家族の配慮や家族がしてくれていることに気付く

知識・技能

・家庭で行っていることを実演したり，練習し ・家庭で行っていることを実演したり，練習し ・話し合いの時は班机にせず，体の方法を変え
たりする。

いる。

家族の中での自分の役

・自分ができることを伝え合ったり，実行したりし

て，新たに家庭で行いたいことについて考え したりする活動を通して，新たに家庭で行いた

態を踏まえて柔軟に時数

分の生活とどのように関わっているかについて考えて
【発言】【コミュニケーション】

り，規則正しく健康に
気をつけて生活したり

家庭生活と深くつながっていることに気付いている。 数多く

・インタビューの対象は保護者，同居人などに

・家庭における自分や うに家庭生活を送っているの ・家の人の１日を学習カードに時間軸で並べ， ・家の人の１日を学習カードに時間軸で並べ， 限定する。
友だちと伝え合う。
友だちと伝え合う。
家族の生活について考 か関心をもち，家族に尋ねた
・話し合いの時は班机にせず，体の方法を変え
えることで，家庭での り，調べたりする活動を通し

してもらっていることに気付き，自分の生活が家族の 多面的に

【幼】健康(6)(7)(9)
人間関係(2)(3)(6)(9) 環境(2)
言葉(2)(3)(4)(8) 表現(3)(4)(8)
【保】健康[6][7][9]
人間関係[2][3][6][9] 環境[2]
言葉[2][3][4][8] 表現[3][4][8]
【こ】健康<6><7><9>
人間関係<2><3><6><9> 環境<2>
言葉<2><3><4><8> 表現<3><4><8>

友だちの家と同じこ
と，違うことに気付く

【コミュニケーション】

・自分にできることについて考えたり，実行しようと
したりする中で，すすんで新たな思いや願いをもっ

主体的に学習に
取り組む態度

て，家族の一員としてよりよい生活をしようとしてい
る。
【発言】【行動観察】

家族の思いや願いにこ
たえられるよう積極的
に

【コミュニケーション】
・家庭生活と自分との関わりに気付いている。
・家庭での生活は互いを思い，協力し合うことで成立

○これからも つづけよう

知識・技能

（p.98-99）
・それぞれの家庭でできるこ
とを実行して，気付いたこと
や感じたことを伝え合い交流
する活動を通して，家族の思
いや願い，家庭生活は互いを
支え合うことで成立している
ことなどを実感し，今後も自
分の役割を自覚してすすんで
取り組もうとしたり，生活の

していること，自分も家族を構成している大切な一人
であることに気付いている。

・実行してわかったことや気付いたことを共有 ・実行してわかったことや気付いたことを共有

【発言】【行動観察】

する。

【コミュニケーション】

する。

・その後続けていることについて報告する。期 ・その後続けていることについて報告する。期
間を空けて適宜設定する。

間を空けて適宜設定する。

・報告については掲示スペースや朝の会，帰り

【幼】健康(6)(7)(9) 言葉(3)
人間関係(2)(3)(6)(9)(13)
【保】健康[6][7][9] 言葉[3]
人間関係[2][3][6][9][13]
【こ】健康<6><7><9> 言葉<3>
人間関係<2><3><6><9><13>

【幼】健康(6)(7)(9) 言葉(3)
人間関係(2)(3)(6)(9)(13)
【保】健康[6][7][9] 言葉[3]
人間関係[2][3][6][9][13]
【こ】健康<6><7><9> 言葉<3>
人間関係<2><3><6><9><13>

の会などを活用し，発表を行うにしても，長時

継続的に

・自分の役割を自覚するとともに，家庭生活において

思考・判断・表現

間にならないよう配慮する。

新たに実行したいことや，続けていきたいことについ 意欲的に
て考え，表現している。

思いや願いをもって

【発言】【表現】
・今後も家族のためにできることに積極的に取り組も
うとしたり，自分の役割を今後も果たそうとしたりし

リズムや健康に気を付けた暮

主体的に学習に

らしを継続していこうとした

取り組む態度

りすることができる。

ている。
・規則正しく健康に気をつけてよりよい生活にしよう
としている。

自分の言葉で
友だちと話題を共有し
ながら

【発言】【行動観察】

◇きせつと あそぼう ―ふゆ―（p.100-113）
※単元扉（p.102-103）は「冬の生活」について，自らの経験や期待や希望を語り合う時間の資料として活用することができる。
・様々な遊び，冬ならではの行事や文化があることを

○むかしから つたわる

教科書p.100-113
［８時間］

あそびを たのしもう

・教科書の写真から，自分の経験や考えたこと ・教科書の写真から，自分の経験や考えたこと

（p.100）

を交流し合う。

・いろいろな昔遊びがあるこ ・実際に遊んでみる。

知識・技能

を交流し合う。

り，自分がやってみたい遊び 【幼】人間関係(8)(13)
や自分の地域の行事や文化に 環境(3)(6)(8)(11) 言葉(2)
りすることを通して，
【保】人間関係[8][13]
関 し て 知 り た い こ と を 考 え 環境[3][6][8][11] 言葉[2]
自然の様子や季節の変
る。また，実際に取り組んで 【こ】人間関係<8><13>
化，自然の不思議さや 感じたことや気付いたことを 環境<3><6><8><11> 言葉<2>

【幼】人間関係(8)(13)
環境(3)(6)(8)(11) 言葉(2)
【保】人間関係[8][13]
環境[3][6][8][11] 言葉[2]
【こ】人間関係<8><13>
環境<3><6><8><11> 言葉<2>

りに気付いている。

具体的に

【発言】【コミュニケーション】

・実際に遊んでみる。

・身近な冬の自然を観 と，地域ごとに冬ならではの ・遊んでみて考えたこと，工夫したこと，感じ ・遊んでみて考えたこと，工夫したこと，感じ
・話し合いの時は班机にせず，体の方法を変え
察したり，遊びや遊び 行 事 や 文 化 が あ る こ と を 知 たことを交流し合う。
たことを交流し合う。
に使うものをつくった

知り，昔遊びの面白さや季節と人々の生活とのつなが

て伝え合う。

・昔遊び，冬ならではの行事や文化の特徴を見つけ，
冬にやってみたい遊びやもっと知りたいことについて
思考・判断・表現

考えている。

友だちと協力して

【発言】【つぶやき】
【コミュニケーション】

主体的に学習に

遊びの面白さに気付く 自分の生活に取り入れようと

取り組む態度

とともに，楽しみなが することができる。

・昔遊びや地域の冬ならではの行事の中から，やって
みたいことや知りたいことを見つけようとしている。
【発言】【コミュニケーション】

自分の考えを整理して
わかりやすく

ら遊んだり，遊びをつ
時数設定なし。本ページは，生活科で学んだことを自分の「生活」に生かすという観点で設定してい

くったりし，自分の生 ○ふゆの 生かつを たのしもう
活に取り入れることが
できる。

る。主に単元の振り返りにおいてその都度子どもたちに促し，地域の祭りや伝統行事など，季節の移

（p.101）

り変わりを実感できるできごとを自身の生活にあてはめて考えさせるとよい。
・冬の自然を感じるものを見つける観察・体験活動を
行ったり遊んだりして，学校の周りや公園など，身近

○ふゆを みつけよう
（p.104-105）
・身近な冬の自然を観察した
り遊んだりすることを通し
て，これまでの季節と比べ，

知識・技能

・冬を見つける（屋外での活動の）計画をたて ・冬を見つける（屋外での活動の）計画をたて
る。

じたり気付いたりしている。

る。

【行動観察】【つぶやき】

・学校の周りや公園などで冬を見つける。 見つ ・校庭で冬を見つける。 見つけたことをまとめ
けたことをまとめる。

【幼】健康(3)(4) 人間関係(1)(4)(7)
違いなどを見つけながら，自 環境(1)(3)(4)(8)
然の不思議さや冬の訪れなど 【保】健康[3][4] 人間関係[1][4][7]
環境[1][3][4][8]
に気付き，それを生かして遊 【こ】健康<3><4> 人間関係<1><4><7>
環境<1><3><4><8>
ぶことができる。

る。
【幼】健康(3)(4) 人間関係(1)(4)(7)
環境(1)(3)(4)(8)
【保】健康[3][4] 人間関係[1][4][7]
環境[1][3][4][8]
【こ】健康<3><4> 人間関係<1><4><7>
環境<1><3><4><8>

な場所の冬の自然や季節の変化，自然の不思議さを感

・状況に応じて場所の設定をする。

意欲的に
多面的に

○ふゆを みつけよう
（p.104-105）
・身近な冬の自然を観察した
り遊んだりすることを通し
て，これまでの季節と比べ，

・冬を見つける（屋外での活動の）計画をたて ・冬を見つける（屋外での活動の）計画をたて
る。

る。

・学校の周りや公園などで冬を見つける。 見つ ・校庭で冬を見つける。 見つけたことをまとめ
けたことをまとめる。

【幼】健康(3)(4) 人間関係(1)(4)(7)
違いなどを見つけながら，自 環境(1)(3)(4)(8)
然の不思議さや冬の訪れなど 【保】健康[3][4] 人間関係[1][4][7]
環境[1][3][4][8]
に気付き，それを生かして遊 【こ】健康<3><4> 人間関係<1><4><7>
環境<1><3><4><8>
ぶことができる。

る。
【幼】健康(3)(4) 人間関係(1)(4)(7)
環境(1)(3)(4)(8)
【保】健康[3][4] 人間関係[1][4][7]
環境[1][3][4][8]
【こ】健康<3><4> 人間関係<1><4><7>
環境<1><3><4><8>

・冬の自然の特徴やこれまでの季節との違いを見つけ

・状況に応じて場所の設定をする。
思考・判断・表現

ながら，冬の自然の特徴を生かして遊んだり，気付い
たことを表現したりしている。

ほかの季節と比べて

【学習カード】【発言】
主体的に学習に
取り組む態度

・冬の自然にすすんで関わったり，気付いたことを生
かして遊んだりしようとしている。

何度も工夫して

【行動観察】【表情】
・諸感覚を使って身近な冬の自然の特徴や不思議なこ

○ふゆを かんじよう
（p.106-107）
・諸感覚を使って身近な冬の
自然を観察・体験したり，見
つけたものや気付いたことを

2-3 12-2

生かして遊んだりする活動を
通して，冬の自然の特徴，楽
しさや不思議さに気付くこと
ができる。

知識・技能

・屋外に出て，冬を感じて楽しむ計画をたて ・屋外に出て，冬を感じて楽しむ計画をたて
る。

る。

・夏や秋の観察で活用したワークシードなどで

とをまとめる。

認する。そうすることで，密集や密着を避ける

【幼】健康(10) 人間関係(8)(10)
環境(1)(3)(4)(8) 言葉(1)(2)(8)
表現(3)(4)
【保】健康[10] 人間関係[8][10]
環境[1][3][4][8] 言葉[1][2][8]
表現[3][4]
【こ】健康<10> 人間関係<8><10>
環境<1><3><4><8> 言葉<1><2><8>
表現<3><4>

【幼】健康(10) 人間関係(8)(10)
環境(1)(3)(4)(8) 言葉(1)(2)(8)
表現(3)(4)
【保】健康[10] 人間関係[8][10]
環境[1][3][4][8] 言葉[1][2][8]
表現[3][4]
【こ】健康<10> 人間関係<8><10>
環境<1><3><4><8> 言葉<1><2><8>
表現<3><4>

ことを再確認する。
・交流には模造紙や付箋などを使い，掲示した

いる。

して

【行動観察】【コミュニケーション】

・学校の周りや公園などで冬を感じる活動を楽 ・校庭で冬を感じる活動を楽しみ，気付いたこ 振り返りをし，観察する場所や方法について確
しみ，気付いたことをまとめる。

とを見つけ，冬の自然のよさや楽しさなどに気付いて いくつかの感覚で表現

・身近な冬の自然の特徴を生かして遊んだり，冬の自
然との関わり方について考え，観察・体験する中で伝
思考・判断・表現

え合ったり振り返ったりし，冬の自然に関する気付き 試行錯誤しながら

ものを個別で見に行ったり，コーナーを設置し

を表現している。

たりしてローテーションでまわるなど，少人数

【行動観察】

で活動するようにする。
主体的に学習に
取り組む態度

・冬の自然のよさや楽しさ，不思議さを感じようとし
たり，すすんで考えを伝えようとしたりしている。
【学習カード】【コミュニケーション】

友だちの発言とつなげ
て

・冬の遊びや遊びに使うものをつくる面白さや自然の
知識・技能
○ふゆを 生かして あそぼう
（p.108-109）

・これまでに見つけたことや感じたことを生か ・これまでに見つけたことや感じたことを生か
して冬をもっと楽しむ計画をたてる。

体験や経験に基づいて

【学習カード】【作文】

して冬をもっと楽しむ計画をたてる。

・身近な冬の自然の中で遊びながら，身近にあるもの

・ 自 分 が 見 つ け た 冬 を 使 っ ・冬ならではの遊びに取り組む。感じたこと， ・冬ならではの遊びに取り組む。感じたこと，
て，遊びや遊びに使うものを 気付いたことなどを表現する。
工夫してつくり，その面白さ 【幼】健康(2)(3)(4) 環境(1)(4)
人間関係(1)(7)(8)(10) 表現(1)(4)
や自然の不思議さを感じたり 【保】健康[2][3][4] 環境[1][4]
気付いたりしながら遊びを楽 人間関係[1][7][8][10] 表現[1][4]
【こ】健康<2><3><4> 環境<1><4>
しむことができる。
人間関係<1><7><8><10> 表現<1><4>

不思議さに気付いている。

気付いたことなどを表現する。

・これまでの学習で三密の環境にならないよう

【幼】健康(2)(3)(4) 環境(1)(4)
人間関係(1)(7)(8)(10) 表現(1)(4)
【保】健康[2][3][4] 環境[1][4]
人間関係[1][7][8][10] 表現[1][4]
【こ】健康<2><3><4> 環境<1><4>
人間関係<1><7><8><10> 表現<1><4>

な習慣が身についているか，再度確認する。

で遊び方を工夫したり，使うものなどを工夫してつ
思考・判断・表現

くったりし，楽しかったことや考えたことを自分なり
に表現している。

みんなが楽しむことが
できるように工夫して

【学習カード】【行動観察】
主体的に学習に
取り組む態度

・楽しみながら遊ぼうとしたり，遊びをつくろうとし
たりしている。
【学習カード】

人と人とのつながりを
感じながら

・季節の遊びについて，四季の変化，季節によって遊
知識・技能

○きせつの ちがいを
ふりかえろう

びや生活が変わることや，自分自身の成長などに気付 季節の特徴をとらえな
いている。

がら

【学習カード】【作文】

（p.110-111）
・これまでの季節の遊びを振 ・これまでの季節の自然や遊びを比べながら， ・これまでの季節の自然や遊びを比べながら，
り返り，自然の様子や自分た 気付いたことをまとめる。
ちの生活との関わりについて 【幼】人間関係(6)(7) 環境(3)
言葉(1)(2)(4)(8) 表現(1)(3)
考え，四季の変化や特徴，以 【保】人間関係[6][7] 環境[3]
前よりもみんなと楽しく遊ぶ 言葉[1][2][4][8] 表現[1][3]
【こ】人間関係<6><7> 環境<3>
ことができる自分自身の成長 言葉<1><2><4><8> 表現<1><3>
などに気付き，それらを生か

気付いたことをまとめる。

・話し合いの時は班机にせず体の向きだけをか

【幼】人間関係(6)(7) 環境(3)
言葉(1)(2)(4)(8) 表現(1)(3)
【保】人間関係[6][7] 環境[3]
言葉[1][2][4][8] 表現[1][3]
【こ】人間関係<6><7> 環境<3>
言葉<1><2><4><8> 表現<1><3>

け，距離を保つ。
・模造紙や付箋などを活用し，ここで確認でき

・それぞれの季節を比べて違いや変化を見つけなが
ら，自然の移り変わりや自分たちの生活との関わりに
思考・判断・表現

ついて考え，自分なりの方法で伝えたり，振り返った
りしている。

るよう設定する。

伝わりやすいよう工夫
して

【学習カード】【行動観察】
・季節の遊びを通して考えたり友だちと交流したりし

して生活を楽しくしようとす

主体的に学習に

ることができる。

取り組む態度

てきた経験や気付きを生かして，これからの自分の生 人と人とのつながりを
活を楽しくしようとしている。

感じながら

【学習カード】

○ ポケットずかん

（p.112-113）※図鑑・資料ページ。必要に応じて適宜活用する。

◇もうすぐ 2 年生（p.114-123）
※単元扉は「1 年生の生活」について振り返り，「2 年生としての生活」について期待や希望を語り合う時間の資料として活用することができる。
・入学してからこれまでを振り返り，自分ができるよ
※単元扉（教科書上p.114-115）とあわせて活 ※単元扉（教科書上p.114-115）とあわせて活

教科書p.114-123
［10時間］
・１年間の自分自身の
生活や成長を振り返る

○1年かんを ふりかえろう
（p.116-117）

用するとよい。

きるようになったこと
があることなどに気付

用するとよい。

・入学してからこれまでのできごとを友だちと ・入学してからこれまでのできごとを友だちと

・ 入 学 し て か ら こ れ ま で の 話し合ったりしながら，振り返る。

話し合ったりしながら，振り返る。

言葉(1)(2)
振り返ったり，成長を支えて
【保】人間関係[1][5][7][10][13]
くれた人について考えたりす 言葉[1][2]
【こ】人間関係<1><5><7><10><13>
ることができる。
言葉<1><2>

る。

き

・１年間のできごとや自分ができるようになったこ

写真を見たり，友だちと話し ている人々に聞いたりして気付いた自分の成長 ている人々に聞いたりして気付いた自分の成長 ・インタビューのしかたを学習するときは，距
を記録する。

うになったこと，役割が増えたことなどに気付いてい 友だちの成長にも気付
【作品】【発表】【コミュニケーション】

様々な思い出に関心をもち， ・友だちと話したり，家族や自分を支えてくれ ・友だちと話したり，家族や自分を支えてくれ

活動を通して，自分は たりしながら，１年間のでき
を記録する。
多くの人々に支えられ ごとや自分や友だちの成長を 【幼】人間関係(1)(5)(7)(10)(13)
ていることや自分でで

知識・技能

離や声の大きさなどを確認する。

【幼】人間関係(1)(5)(7)(10)(13)
言葉(1)(2)
【保】人間関係[1][5][7][10][13]
言葉[1][2]
【こ】人間関係<1><5><7><10><13>
言葉<1><2>

と，上手になったことなどについて考えている。

思考・判断・表現 ・１年間を振り返り，成長を支えてくれた人について
考えている。

成長できた理由を考え
て

【学習カード】【コミュニケーション】

主体的に学習に
取り組む態度

くとともに，自分の生

・１年間のできごとに関心をもち，入学してからこれ
までの生活や成長を振り返ろうとしている。
【行動観察】【コミュニケーション】

友だちと話し合いなが
ら

活やこれまでの成長を
支えてくれた人々への

・できるようになったことや上手になったこと，自分

感謝の気持ちをもち， ○じぶんの せいちょうを
3

１-3 これからの成長への願
いと期待をもって生活
しようとすることがで
きる。

が変わったことなど，自己の成長に気付いている。

みんなに つたえよう

・自分の成長について，工夫してまとめたり， ・自分の成長について，工夫してまとめたり，

（p.118-119）

発表の準備をしたりする。

知識・技能

発表の準備をしたりする。

いている。

・１年生になって自分ができ ・自分のできるようになったことや上手になっ ・自分のできるようになったことや上手になっ
るようになったことや変わっ たこと，成長したことを友だちに伝える。

く

【発表】【作品】【表現】【表情】

たこと，成長したことを友だちに伝える。
・自分で気付いたことや友だちから聞いたり，家の人 自分の内面的な成長へ

たことなどについて考え，自 ・友だちの成長したところを見つけ，伝え合 ・友だちの成長したところを見つけ，伝え合 ・友だちの成長みつけにはできるだけ付箋など
分の成長や役割が増えたこと い，認め合う。
に気付き，それを自分なりに 【幼】人間関係(1)(6)(7)(8)
言葉(2) 表現(3)(4)(7)(8)
まとめて表現することができ 【保】人間関係[1][6][7][8]
る と と も に ， 支 え て く れ た 言葉[2] 表現[3][4][7][8]
【こ】人間関係<1><6><7><8>
人々へ感謝の気持ちをもつこ 言葉<2> 表現<3><4><7><8>
とができる。

自分の言葉で

・入学した頃と比べ，自分の役割が増えたことに気付 はっきりとわかりやす

い，認め合う。

を活用し，接触を減らすようにする。

【幼】人間関係(1)(6)(7)(8)
言葉(2) 表現(3)(4)(7)(8)
【保】人間関係[1][6][7][8]
言葉[2] 表現[3][4][7][8]
【こ】人間関係<1><6><7><8>
言葉<2> 表現<3><4><7><8>

思考・判断・表現

主体的に学習に
取り組む態度

から教えてもらったりしたことを整理し，自己の成長 の気付き
としてまとめている。

友だちと伝え合いを生

【発表】【学習カード】【作品】

かして

・自分や友だちができるようになったこと，成長した
ことに関心をもっている。
【作品】【表情】【コミュニケーション】

友だちの成長にも関心
をもって

・園児との交流を通して１年前の自分を思い出し，自
分自身の成長に気付いている。

○あたらしい 1年生を

知識・技能

しょうたいしよう

・園児のために自分たちができることに気付いてい
る。

（p.120-121）

積極的に
相手の立場にたって

【行動観察】【発言】【つぶやき】

・入学する前の自分たちの様 ・新しい１年生を招待する計画をたてる。

・新しい１年生を招待する計画をたてる。

子を振り返り，新しく入学し ・新しい１年生を招待する準備をする。

・新しい１年生を招待する準備をする。

てくる１年生のために今の自 ・新しい１年生を招待して，交流する。
分たちにできることを考え， 【幼】人間関係(2)(5)(6)(8)
言葉(1)(3)(4)(6) 表現(2)(7)
実際に園児を招いて学校生活 【保】人間関係[2][5][6][8]
を紹介したり，一緒に楽しく 言葉[1][3][4][6] 表現[2][7]
【こ】人間関係<2><5><6><8>
活動したりして，関わり合う 言葉<1><3><4><6> 表現<2><7>
ことを楽しむと同時に，自分

・新しい１年生を招待して，交流する。

・状況をみて実施の可否を決める。

【幼】人間関係(2)(5)(6)(8)
言葉(1)(3)(4)(6) 表現(2)(7)
【保】人間関係[2][5][6][8]
言葉[1][3][4][6] 表現[2][7]
【こ】人間関係<2><5><6><8>
言葉<1><3><4><6> 表現<2><7>

・実施する場合は，少人数で距離をとる活動計

・１年前の自分たちの様子を思い出しながら，園児が

画を行う。

知りたいことややってみたいことはどんなことかを話

思考・判断・表現

し合い，決めている。

相手意識(新１年生)を

・どうすれば園児に伝わるかなどを考えながら表現方 もって
法を選んだり，工夫したりしている。
【学習カード】【行動観察】
・入学した頃のことを振り返り，来年度入学する園児

たちの成長を感じることがで

主体的に学習に

きる。

取り組む態度

に関心をもち，園児のために自分たちにできることを 相手意識(新１年生)を
すすんでしようとしている。

もって

【行動観察】【手紙】
・１年間の振り返りや新１年生との関わりを通して自

3

2-3

○もうすぐ 2年生だね
（p.122-123）
・２年生になったらやってみ
たいこと，挑戦してみたいこ
となどを考え，話し合う活動
を通して，進級への思いをふ
くらませたり，新しく入学し
てくる１年生のために自分た
ちにできることを考えたりし
て，意欲的に生活しようとす

知識・技能
・２年生になって挑戦したいこと，頑張りたい ・２年生になって挑戦したいこと，頑張りたい
ことなどを考え，進級への期待感を高める。

覚した自己の成長から，これからの成長についての可
能性に気付いている。
【作品】【学習カード】【コミュニケーション】

ことなどを考え，進級への期待感を高める。

・２年生になったら挑戦したいこと，これからも続け

・新しい１年生を迎えるために自分たちにでき ・新しい１年生を迎えるために自分たちにでき
ることを考え，話し合い，友だちと協力しなが ることを考え，話し合い，友だちと協力しなが ・話し合いの時は班机にせず体の向きだけをか

ていきたいことなどを考えている。

思考・判断・表現 ・新しい１年生のためにやっておきたいことを考えて

ら準備をする。

ら準備をする。

け，距離を保つ。

【幼】人間関係(1)(2)(3)(7)(8)
言葉(2)(3)(4)
【保】人間関係[1][2][3][7][8]
言葉[2][3][4]
【こ】人間関係<1><2><3><7><8>
言葉<2><3><4>

【幼】人間関係(1)(2)(3)(7)(8)
言葉(2)(3)(4)
【保】人間関係[1][2][3][7][8]
言葉[2][3][4]
【こ】人間関係<1><2><3><7><8>
言葉<2><3><4>

・模造紙や付箋などを活用し，ここで確認でき

迎える準備をしている。

るよう設定する。

【学習カード】

ることができる。

主体的に学習に
取り組む態度

※必要に応じて適宜活用する。

相手意識(新１年生)を
もって

・これからも成長する自分の姿を思い浮かべながら，
新たなことに挑戦しようとしたり，前向きに頑張った
りしたいという自己の成長への願いと期待を抱き，意
欲的に生活しようとしている。
【学習カード】【作品】

◇ちえと わざの たからばこ（p.124-143）

具体的に

２年生への意欲をもっ
て

教科書p.124-143

○気もちの つたえかた（p.126-127）

○あんぜん けんこう（p.134-135）

○はなしかた ききかた（p.128-129）

○しょくぶつ 生きものずかん（p.136-139）

○かんがえる わざ（p.130）

○きせつの ずかん（p.140-141）

○かんさつの しかた（p.131）

○じぶんで できる こと ずかん（p.142-143）

○ようぐの つかいかた（p.132-133）

幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼保連携型認定こども園教育・保育要領 ５領域の比較表

健
康

人
間
関
係

環
境
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表
現

幼稚園教育要領（抜粋）

保育所保育指針（抜粋）※3 歳以上

幼保連携型認定こども園教育・保育要領（抜粋）
※3 歳以上

(1) 先生や友達と触れ合い，安定感をもって行動する。
(2) いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。
(3) 進んで戸外で遊ぶ。
(4) 様々な活動に親しみ，楽しんで取り組む。
(5) 先生や友達と食べることを楽しみ，食べ物への興味や関心をも
つ。
(6) 健康な生活のリズムを身に付ける。
(7) 身の回りを清潔にし，衣服の着脱，食事，排泄などの生活に必要
な活動を自分でする。
(8) 幼稚園における生活の仕方を知り，自分たちで生活の場を整え
ながら見通しをもって行動する。
(9) 自分の健康に関心をもち，病気の予防などに必要な活動を進ん
で行う。
(10) 危険な場所，危険な遊び方，災害時などの行動の仕方が分かり，
安全に気を付けて行動する。
(1) 先生や友達と共に過ごすことの喜びを味わう。
(2) 自分で考え，自分で行動する。
(3) 自分でできることは自分でする。
(4) いろいろな遊びを楽しみながら物事をやり遂げようとする気持
ちをもつ。
(5) 友達と積極的に関わりながら喜びや悲しみを共感し合う。
(6) 自分の思ったことを相手に伝え，相手の思っていることに気付
く。
(7) 友達のよさに気付き，一緒に活動する楽しさを味わう。
(8) 友達と楽しく活動する中で，共通の目的を見いだし，工夫した
り，協力したりなどする。
(9) よいことや悪いことがあることに気付き，考えながら行動する。
(10) 友達との関わりを深め，思いやりをもつ。
(11) 友達と楽しく生活する中できまりの大切さに気付き，守ろうと
する。
(12) 共同の遊具や用具を大切にし，皆で使う。
(13) 高齢者をはじめ地域の人々などの自分の生活に関係の深いい
ろいろな人に親しみをもつ。
(1) 自然に触れて生活し，その大きさ，美しさ，不思議さなどに気付
く。
(2) 生活の中で，様々な物に触れ，その性質や仕組みに興味や関心
をもつ。
(3) 季節により自然や人間の生活に変化のあることに気付く。
(4) 自然などの身近な事象に関心をもち，取り入れて遊ぶ。
(5) 身近な動植物に親しみをもって接し，生命の尊さに気付き，い
たわったり，大切にしたりする。
(6) 日常生活の中で，我が国や地域社会における様々な文化や伝統
に親しむ。
(7) 身近な物を大切にする。
(8) 身近な物や遊具に興味をもって関わり，自分なりに比べたり，
関連付けたりしながら考えたり，試したりして工夫して遊ぶ。
(9) 日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。
(10) 日常生活の中で簡単な標識や文字などに関心をもつ。
(11) 生活に関係の深い情報や施設などに興味や関心をもつ。
(12) 幼稚園内外の行事において国旗に親しむ。
(1) 先生や友達の言葉や話に興味や関心をもち，親しみをもって聞
いたり，話したりする。
(2) したり，見たり，聞いたり，感じたり，考えたりなどしたことを
自分なりに言葉で表現する。
(3) したいこと，してほしいことを言葉で表現したり，分からない
ことを尋ねたりする。
(4) 人の話を注意して聞き，相手に分かるように話す。
(5) 生活の中で必要な言葉が分かり，使う。
(6) 親しみをもって日常の挨拶をする。
(7) 生活の中で言葉の楽しさや美しさに気付く。
(8) いろいろな体験を通じてイメージや言葉を豊かにする。
(9) 絵本や物語などに親しみ，興味をもって聞き，想像をする楽し
さを味わう。
(10) 日常生活の中で，文字などで伝える楽しさを味わう。
(1) 生活の中で様々な音，形，色，手触り，動きなどに気付いたり，
感じたりするなどして楽しむ。
(2) 生活の中で美しいものや心を動かす出来事に触れ，イメージを
豊かにする。
(3) 様々な出来事の中で，感動したことを伝え合う楽しさを味わう。
(4) 感じたこと，考えたことなどを音や動きなどで表現したり，自
由にかいたり，つくったりなどする。
(5) いろいろな素材に親しみ，工夫して遊ぶ。
(6) 音楽に親しみ，歌を歌ったり，簡単なリズム楽器を使ったりな
どする楽しさを味わう。
(7) かいたり，つくったりすることを楽しみ，遊びに使ったり，飾っ
たりなどする。
(8) 自分のイメージを動きや言葉などで表現したり，演じて遊んだ
りするなどの楽しさを味わう。

① 保育士等や友達と触れ合い、安定感をもって行動する。
② いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。
③ 進んで戸外で遊ぶ。
④ 様々な活動に親しみ、楽しんで取り組む。
⑤ 保育士等や友達と食べることを楽しみ、食べ物への興味や関心
をもつ。
⑥ 健康な生活のリズムを身に付ける。
⑦ 身の回りを清潔にし、衣服の着脱、食事、排泄などの生活に必要
な活動を自分でする。
⑧ 保育所における生活の仕方を知り、自分たちで生活の場を整え
ながら見通しをもって行動する。
⑨ 自分の健康に関心をもち、病気の予防などに必要な活動を進ん
で行う。
⑩ 危険な場所、危険な遊び方、災害時などの行動の仕方が分かり、
安全に気を付けて行動する。
①保育士等や友達と共に過ごすことの喜びを味わう。
②自分で考え、自分で行動する。
③自分でできることは自分でする。
④いろいろな遊びを楽しみながら物事をやり遂げようとする気持
ちをもつ。
⑤友達と積極的に関わりながら喜びや悲しみを共感し合う。
⑥自分の思ったことを相手に伝え、相手の思っていることに気付
く。
⑦友達のよさに気付き、一緒に活動する楽しさを味わう。
⑧友達と楽しく活動する中で、共通の目的を見いだし、工夫したり、
協力したりなどする。
⑨よいことや悪いことがあることに気付き、考えながら行動する。
⑩友達との関わりを深め、思いやりをもつ。
⑪友達と楽しく生活する中できまりの大切さに気付き、守ろうとす
る。
⑫共同の遊具や用具を大切にし、皆で使う。
⑬高齢者をはじめ地域の人々などの自分の生活に関係の深いいろ
いろな人に親しみをもつ。
①自然に触れて生活し、その大きさ、美しさ、不思議さなどに気付
く。
②生活の中で、様々な物に触れ、その性質や仕組みに興味や関心を
もつ。
③季節により自然や人間の生活に変化のあることに気付く。
④自然などの身近な事象に関心をもち、取り入れて遊ぶ。
⑤身近な動植物に親しみをもって接し、生命の尊さに気付き、いた
わったり、大切にしたりする。
⑥日常生活の中で、我が国や地域社会における様々な文化や伝統に
親しむ。
⑦身近な物を大切にする。
⑧身近な物や遊具に興味をもって関わり、自分なりに比べたり、関
連付けたりしながら考えたり、試したりして工夫して遊ぶ。
⑨日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。
⑩日常生活の中で簡単な標識や文字などに関心をもつ。
⑪生活に関係の深い情報や施設などに興味や関心をもつ。
⑫保育所内外の行事において国旗に親しむ。
①保育士等や友達の言葉や話に興味や関心をもち、親しみをもって
聞いたり、話したりする。
②したり、見たり、聞いたり、感じたり、考えたりなどしたことを
自分なりに言葉で表現する。
③したいこと、してほしいことを言葉で表現したり、分からないこ
とを尋ねたりする。
④人の話を注意して聞き、相手に分かるように話す。
⑤生活の中で必要な言葉が分かり、使う。
⑥親しみをもって日常の挨拶をする。
⑦生活の中で言葉の楽しさや美しさに気付く。
⑧いろいろな体験を通じてイメージや言葉を豊かにする。
⑨絵本や物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽しさ
を味わう。
⑩日常生活の中で、文字などで伝える楽しさを味わう。
①生活の中で様々な音、形、色、手触り、動きなどに気付いたり、
感じたりするなどして楽しむ。
②生活の中で美しいものや心を動かす出来事に触れ、イメージを豊
かにする。
③様々な出来事の中で、感動したことを伝え合う楽しさを味わう。
④感じたこと、考えたことなどを音や動きなどで表現したり、自由
にかいたり、つくったりなどする。
⑤いろいろな素材に親しみ、工夫して遊ぶ。
⑥音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単なリズム楽器を使ったりなど
する楽しさを味わう。
⑦かいたり、つくったりすることを楽しみ、遊びに使ったり、飾っ
たりなどする。
⑧自分のイメージを動きや言葉などで表現したり、演じて遊んだり
するなどの楽しさを味わう。

(1) 保育教諭等や友達と触れ合い、安定感をもって行動する。
(2) いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。
(3) 進んで戸外で遊ぶ。
(4) 様々な活動に親しみ、楽しんで取り組む。
(5) 保育教諭等や友達と食べることを楽しみ、食べ物への興味や関
心をもつ。
(6) 健康な生活のリズムを身に付ける。
(7) 身の回りを清潔にし、衣服の着脱、食事、排泄などの生活に必要
な活動を自分でする。
(8) 幼保連携型認定こども園における生活の仕方を知り、自分たち
で生活の場を整えながら見通しをもって行動する。
(9) 自分の健康に関心をもち、病気の予防などに必要な活動を進ん
で行う。
(10) 危険な場所、危険な遊び方、災害時などの行動の仕方が分かり、
安全に気を付けて行動する。
(1) 保育教諭等や友達と共に過ごすことの喜びを味わう。
(2) 自分で考え、自分で行動する。
(3) 自分でできることは自分でする。
(4) いろいろな遊びを楽しみながら物事をやり遂げようとする気持
ちをもつ。
(5) 友達と積極的に関わりながら喜びや悲しみを共感し合う。
(6) 自分の思ったことを相手に伝え、相手の思っていることに気付
く。
(7) 友達のよさに気付き、一緒に活動する楽しさを味わう。
(8) 友達と楽しく活動する中で、共通の目的を見いだし、工夫した
り、協力したりなどする。
(9) よいことや悪いことがあることに気付き、考えながら行動する。
(10) 友達との関わりを深め、思いやりをもつ。
(11) 友達と楽しく生活する中できまりの大切さに気付き、守ろうと
する。
(12) 共同の遊具や用具を大切にし、皆で使う。
(13) 高齢者をはじめ地域の人々などの自分の生活に関係の深いい
ろいろな人に親しみをもつ。
(1) 自然に触れて生活し、その大きさ、美しさ、不思議さなどに気付
く。
(2) 生活の中で、様々な物に触れ、その性質や仕組みに興味や関心
をもつ。
(3) 季節により自然や人間の生活に変化のあることに気付く。
(4) 自然などの身近な事象に関心をもち、取り入れて遊ぶ。
(5) 身近な動植物に親しみをもって接し、生命の尊さに気付き、い
たわったり、大切にしたりする。
(6) 日常生活の中で、我が国や地域社会における様々な文化や伝統
に親しむ。
(7) 身近な物を大切にする。
(8) 身近な物や遊具に興味をもって関わり、自分なりに比べたり、
関連付けたりしながら考えたり、試したりして工夫して遊ぶ。
(9) 日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。
(10) 日常生活の中で簡単な標識や文字などに関心をもつ。
(11) 生活に関係の深い情報や施設などに興味や関心をもつ。
(12) 幼保連携型認定こども園内外の行事において国旗に親しむ。
(1) 保育教諭等や友達の言葉や話に興味や関心をもち、親しみをも
って聞いたり、話したりする。
(2) したり、見たり、聞いたり、感じたり、考えたりなどしたことを
自分なりに言葉で表現する。
(3) したいこと、してほしいことを言葉で表現したり、分からない
ことを尋ねたりする。
(4) 人の話を注意して聞き、相手に分かるように話す。
(5) 生活の中で必要な言葉が分かり、使う。
(6) 親しみをもって日常の挨拶をする。
(7) 生活の中で言葉の楽しさや美しさに気付く。
(8) いろいろな体験を通じてイメージや言葉を豊かにする。
(9) 絵本や物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽し
さを味わう。
(10) 日常生活の中で、文字などで伝える楽しさを味わう。
(1) 生活の中で様々な音、形、色、手触り、動きなどに気付いたり、
感じたりするなどして楽しむ。
(2) 生活の中で美しいものや心を動かす出来事に触れ、イメージを
豊かにする。
(3) 様々な出来事の中で、感動したことを伝え合う楽しさを味わう。
(4) 感じたこと、考えたことなどを音や動きなどで表現したり、自
由にかいたり、つくったりなどする。
(5) いろいろな素材に親しみ、工夫して遊ぶ。
(6) 音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単なリズム楽器を使ったりな
どする楽しさを味わう。
(7) かいたり、つくったりすることを楽しみ、遊びに使ったり、飾っ
たりなどする。
(8) 自分のイメージを動きや言葉などで表現したり、演じて遊んだ
りするなどの楽しさを味わう。

