
学期 月
単元名とねらい

(時間)
小単元の目標（ページ）

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
評価観点

十分満足の視点
（基準A）

・小学校の生活で初めて知ったことなどを話
す。
【幼】言葉（2）
【保】言葉［2］
【こ】言葉〈2〉

知識・技能 初めて知ったことの特徴
を認識して

・幼稚園・保育園・こども園と似ていること・
違うことなどに気付く。
【幼】環境（2）
【保】環境［2］
【こ】環境〈2〉

思考・判断・表現 似ているところ・違うと
ころを意識して

・楽しい生活が始まることを実感したり，自分
が取り組んでみたいことを認識したりする。
【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〉

主体的に学習に取り
組む態度

自分が一番やってみたい
ことを明確にして

・どんなことをしたら楽しいか教科書を見て話
す。
【幼】言葉（1）（2）
【保】言葉［1］［2］
【こ】言葉〈1〉〈2〉

知識・技能 自分の経験を友だちと話
し合いながら

・手遊びごっこをする，本を読むなど，仲良く
教室で過ごす内容を選ぶ。
【幼】人間関係（1）（2）言葉（6）
【保】人間関係［1］［2］言葉［6］
【こ】人間関係〈1〉〈2〉言葉〈6〉

思考・判断・表現 自分の経験と友だちの経
験とを比べながら

・自らの健康の状況や健康を支える持ち物につ
いて関心をもっている。
【幼】健康（4）（8）人間関係（11）
【保】健康［4］［8］人間関係［11］
【こ】健康〈4〉〈8〉人間関係〈11〉

主体的に学習に取り
組む態度

決まりの大切さに気付い
て

知識・技能 決まりやマナーの意味に
ついて

思考・判断・表現 自ら積極的に

主体的に学習に取り
組む態度

決まりやマナーの良さを
理解して継続して

知識・技能 新たに知ったことを認識
して

思考・判断・表現 自分の考えの理由をつけ
て

主体的に学習に取り
組む態度

毎日の生活の中で意識し
て

知識・技能 大切なことの意味を考え
て

思考・判断・表現 大切なことの理由をつけ
て

主体的に学習に取り
組む態度

毎日の授業で意識して

・決まりやマナーを守ることの大切さを理解
し，友だちと声をかけあって行動している。
【行動観察】【発言】

○じぶんで できるよ
（8，9）
小学校生活に必要なロッ
カー等の使い方，名札を
自分でつけることや学習
の準備をすることがわか
るとともに，気持ちよい
小学校生活をしていくた
めには，決まりを守った
り挨拶をしたりすること
の大切さに気付くことが
できるようにする。

他教科等との関連…
[学][道]

・教科書を見たり，幼稚園・保育園・こども園
での経験を思い出したりして，登校後の時間に
どのように過ごすことが必要となるか認識して
いる。
【発表】【行動観察】

・決まりやルールを守って，遊んだり，行動し
たりすると楽しいことに気付いている。
【行動観察】

○みんなで できるよ
（10，11）
小学校の生活の中で，友
だちと力を合わせること
でできることや一人ひと
りが意識をすることで安
全や健康，心地よさ等を
維持することに気付くこ
とができるようにする。

他教科等との関連…
[学][道]

・登校後の生活の仕方や過ごし方などについて
友だちと教えあって楽しく遊んでいる。
【行動観察】【コミュニケーション】

□ ■ 年間活動計画案 評価規準の参考事例 上巻 ■ □

・決まりやマナーを守って行動することに熱心
に取り組んでいる。
【行動観察】

◇いちねんせいに なったら
（p.4，5）

○じゅぎょうを たのしく
（14，15）
生活科を中心に他教科等
との関連を意識して学ぶ
ことの楽しさに気付くこ
とができるようにする。

他教科等との関連…
[学][国][算][音][図][体
][道]

・授業に取り組むときに大切なことについて，
教科書の内容から気付いたことを友だちどうし
で伝え合おうとしている。
【発言】【コミュニケーション】

・小学校の授業の良いところや気を付けたいこ
とについて，自分と友だちの考えを比べながら
発表している。
【発表】

・授業の決まりや約束の大切さに気付き，学習
にのぞもうとしている。
【行動観察】【発言】

・教科書を参考にしながら，実際に利用の仕方
を体験して理解をする。
  掃除の仕方
  手の洗い方
  階段の歩き方
  給食の仕事の仕方
  健康診断時の並び方
  自分の持ち物の整理の仕方
【幼】人間関係(8)(9)(10)(11) 環境(8)
【保】人間関係[8][9][10][11] 環境[8]
【こ】人間関係<8><9><10><11> 環境<8>

評価観点

主な評価規準
と評価方法

【表の見方について】

幼稚園教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）
※幼稚園教育要領の詳細は，最下部の「幼稚園教育要領（抜粋）」をご覧ください。

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：【こ】健康〈1〉
※幼保連携型認定こども園教育・保育要領の詳細は，最下部の「幼保連携型認定こども園教育・保育要領（抜粋）」をご覧
ください。

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
育要領との関
連

保育所保育指針の内容との関連は，以下のように示しています。
凡例：【保】健康［1］
※保育所保育指針の詳細は，最下部の「保育所保育指針（抜粋）」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
 思考・判断・表現
 主体的に学習に取り組む態度

令和2年度版 日本文教出版 生活 上巻 年間活動計画案 評価規準の参考事例の見方

主な評価規準（基準B）と評価方法

評価方法は，【  】内に示しています。
凡例：【行動観察】

・教科書の内容と幼稚園・保育園・こども園で
の経験とを比べながら，似ているところや違う
ところを考えて発表している。
【発表】

・幼稚園・保育園・こども園の様子と比べなが
ら話している。
【発言】【行動観察】

1
○あそぼう まなぼう
（12，13）
生活科を中心に他教科等
との関連を意識して学ぶ
ことの楽しさに気付くこ
とができるようにする。

他教科等との関連…
[学][国][算][音][図][体
]
[道]

・小学校の生活の中で取り組むべきことの大切
さに気付き，自分の生活にのぞもうとしてい
る。
【行動観察】【発言】

・教科書の内容や小学校の生活について興味を
もって，友だちどうしで伝え合おうとしてい
る。
【発言】【コミュニケーション】

○みんな なかよし
（6，7）
楽しい小学校生活にする
ために，幼稚園・保育
園・こども園で経験した
ことのある遊びを取り入
れ，新しい友だちと仲良
く遊びながら人間関係を
つくっていけるようにす
る。

他教科等との関連…
[学][国][図][音][体]

・小学校の生活で初めて知ったことを話そうと
している。
【発言】【表情】

・小学校の生活の中での決まりやマナーについ
て興味をもっている。
【行動観察】【発言】

・小学校生活の中で，楽しそうなことや自分が
やってみたいことに気付いている。
【発言】【表情】

・教科書の様子を参考にしながら友だちと話し
合う活動を通して，小学校で生活を通して学ぶ
ことの良さや楽しさ，取り組むべきことについ
て理解する。
【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〉

・教科書の様子を参考にしながら友だちと話し
合う活動を通して，小学校の授業の良さや楽し
さ，取り組むべきことについて理解する。
【幼】人間関係（9）言葉（4）
【保】人間関係［9］言葉［4］
【こ】人間関係〈9〉言葉〈4〉

教科書p.4-17
［8時間＋α］

・幼稚園・保育園・こ
ども園と違う新たな小
学校での生活を，楽し
く，安全で，気持ちよ
く過ごすことができる
ようにする。

※時数設定はあくまで
も目安。他教科及び領
域の時間と組み合わ
せ，必要に応じて有効
な場面で弾力的に活用
するとよい。

4-5

巻頭資料スタート・カリキュラム（P4-17）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） 入学直後の学校生活への適応指導に

（2） 生活科の第1単元としての合科総合的活動に

（3） 教科学習の導入時に

特に，P4-5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。
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・教科書の様子を見て，気付いたことを出し合
う。
【幼】健康（10）環境（9）（10）
【保】健康［10］環境［9］［10］
【こ】健康〈10〉環境〈9〉〈10〉

知識・技能 意欲的に
何か所も

・幼稚園・保育園・こども園と小学校の安全に
関する情報や登下校の様子を比べて，似ている
ところや違うところを話す。
【幼】言葉（2）（4）
【保】言葉［2］［4］
【こ】言葉〈2〉〈4〉

思考・判断・表現 自分と友だちの様子とを
比べながら

・これから毎日気を付けて登下校をする気持ち
を高める。
【幼】健康（10）
【保】健康［10］
【こ】健康〈10〉

主体的に学習に取り
組む態度

自分の通学路の様子を明
確にして

・教科書の絵を見て，学校見学を前に自分が気
になるところや見に行きたいところを発表す
る。
【幼】言葉（2）
【保】言葉［2］
【こ】言葉〈2〉

知識・技能 疑問をもつ
秘密を探ろうとする

・学校見学を前に，幼稚園・保育園・こども園
と比べて似ているところ・違うところを比べて
考える。
【幼】言葉（4）
【保】言葉［4］
【こ】言葉〈4〉

思考・判断・表現 自分と友だちの考えを比
べながら

・学校見学を通して小学校は楽しそうだと気付
き，さらに行きたいところを考える。
【幼】環境（2）
【保】環境［2］
【こ】環境〈2〉

主体的に学習に取り
組む態度

理由をつけて

・学校見学で気になったところをグループごと
に探検する。
【幼】環境（11）
【保】環境［11］
【こ】環境〈11〉

知識・技能 よく見る
話を注意して聞く

・場所によって活動することがいろいろ違うこ
とを知る。
【幼】環境（2）
【保】環境［2］
【こ】環境〈2〉

思考・判断・表現 具体的な場所やものの様
子を

・小学校にはいろいろな人がいることに気付
く。
【幼】人間関係（12）（13）
【保】人間関係［12］［13］
【こ】人間関係〈12〉〈13〉

主体的に学習に取り
組む態度

具体的な場所やものの様
子を

・校庭で見つけた場所やもの，生き物のことを
発表し合う。
【幼】言葉（2）
【保】言葉［2］
【こ】言葉〈2〉

知識・技能 多くの場所や人，もの，
ことを見つけて

・3回目の探検で行ってみたいところを話し合
う。
【幼】言葉（3）（4）
【保】言葉［3］［4］
【こ】言葉〈3〉〈4〉

思考・判断・表現 「～だから」
「もっと～してみたい」

知識・技能 行きたい場所，話を聞き
たい人を決めている
しっかりしたあいさつ，
言葉づかい

思考・判断・表現 理由をつけて

思考・判断・表現 より多くの人
より多くの場所

主体的に学習に取り
組む態度

よりくわしく

知識・技能 意欲的に
何か所も

思考・判断・表現 友だちの気付いたことと
比べながら

・これから毎日気を付けて登下校をする気持ち
を高める。
【幼】健康（10）
【保】健康［10］
【こ】健康〈10〉

主体的に学習に取り
組む態度

安全に気を付けて

知識・技能 学習カードを見ながら
意欲的に

思考・判断・表現 わかりやすい方法を工夫
して

主体的に学習に取り
組む態度

さらに知りたいことや教
えたい人のことを意識し
て

知識・技能 進んで

思考・判断・表現 どうしても知りたいこと
を選んで

主体的に学習に取り
組む態度

理由をつけて

◯たんけんで みつけた
ことを はなそう
（30，31）
学校探検を通して人やこ
とにさらなる興味をも
ち，それらに積極的に関
わろうとする。

4-51

・何を見たいのか，何をしたいのかをはっきり
と考えている。
【学習カード】【発言】

・小学校の中で発見したこと，インタビューを
した人の内容について，友だちの知らせること
と比較しながら考えている。
【学習カード】

・もっと知りたいこと，会いたい人を特定し，
どんなことを次に見たいのかを意識している。
【学習カード】【行動観察】

◯がっこうに いる ひと
に あいにいこう
（26，27）
3回目の学校探検をし，学
校にはみんなで使うもの
がいろいろとあること
や，いろいろな人の支え
によって学校生活ができ
るということに気付くこ
とができるようにする。

◯みんなの つうがくろを
あるいて みよう
（28，29）
通学路探検の様子を振り
返り，知ったことや気付
いたこと，感じたことを
自分なりの表現でまと
め，発表することができ
るようにする。

○がっこうの ひみつを
もっと さがそう
（32，33）
再度校庭を探検して，新
たな課題を見つけようと
する。

・学校の施設や人について興味をもち，活動を
より広げようとしている。
【発言】【表情】

・自分の知りたいことを新たに認識し，上級生
に質問をしてみる。
【学習カード】【作品】

・自分たちの学校のよさに気付いている。
【行動観察】【発言】

教科書p.18-33
［10時間］

・学校生活を支えてい
る人々や学校施設の様
子がわかり，安心して
学校生活にのぞむこと
ができるようにする｡ ・学校見学を通して，幼稚園・保育園・こども

園と比べながら似ているところや違うところを
発表している。
【行動観察】【発言】

・自分の行ってみたい場所を言うなど，小学校
には楽しそうな場所があることに気付いてい
る。
【発言】

・1回目の学校探検を意欲的に行い，気になる
ものや場所を見つけようとしている。
【行動観察】

・1回目の学校探検を通して小学校の様々な場
所やもので新たに見つけたことについてカード
に絵や言葉で書いて友だちと交流し合ってい
る。
【学習カード】【発言】

・自分の通学路と比べながら歩き，気付いたこ
とを友だちと交流している。
【発言】【発表】

・自分の通学路上のことと関連付けて考え，安
全な行動をすることの大切さに気付いている。
【行動観察】【発言】

◯こうていを たんけんし
よう
（24，25）
2回目の学校探検として校
庭を歩き，生き物や遊具
などの様々な様子につい
て気付くことができるよ
うにする。

・小学校の楽しそうなことや場所に興味をもと
うとしている。
【発言】【表情】

・校庭で発見した場所や人，もの，ことについ
て発表している。
【発言】【発表】

・自分がもっと探検したい場所，会いたい人の
ところに行こうとしている。
【学習カード】【行動観察】

・3回目に探検で行ってみたい場所，もの，人
について，なぜ行きたいのか理由を話してい
る。
【コミュニケーション】【発表】

・通学路探検を通して気が付いた危ない行動や
危険な場所について，また，安全確保のために
働く人々のことを認識しようとしている。
【発言】【表情】

・1回目の学校探検を通して，次に明らかにし
たいことやもっと知りたいことを認識してい
る。
【学習カード】【発言】

◯いろいろな ところへ
いって みよう
（20，21）
全員での学校見学を通し
て幼稚園・保育園・こど
も園と違うところに気付
き，小学校生活の楽しい
ところ見つけをして，み
んなでもっと楽しくして
いこうとする意欲をもつ
ことができるようにす
る。

◯じぶんたちで たんけん
しよう
（22，23）
学校見学の経験から，１
回目の学校探検を行い，
学校にはいろいろな場所
やものがあり，人がいる
ことに気付くことができ
るようにする

○みのまわりの あんぜん
（16，17）
交通安全，災害安全，生
活安全（防犯）に気を付
けて登下校ができるよう
にする。

他教科等との関連…
［学］

・自分の通学路上で取り組むべき安全な行動の
大切さに気付いている。
【行動観察】【発言】

・友だちの発表する内容と自分の経験とを比べ
ながら聞いたり，質問したりしている。
【行動観察】【表現】

・自分の発表した内容や友だちの発表につい
て，これからの小学校での生活に生かそうとし
ている。
【発表】【行動観察】

・学校探検して発見したことをまとめている。
【発言】【発表】

1

・教科書の内容を見て，学校内に示されている
安全に関する情報や身を守るための方法につい
て興味をもったり，登下校時に想定される危険
について理解したりしている。
【発言】【表情】

・教科書の内容と自分の経験とを比べて気付い
たことを話そうとしている。
【発言】【発表】

・さらに詳しく知りたいと思った場所や人につ
いて追究していこうとする。
【幼】環境（2）（11）
【保】環境［2］［11］
【こ】環境〈2〉〈11〉

・3回目の学校探検で発見したこと，インタ
ビューをしたことなどをカードに記述する。
【幼】人間関係（1）（7）言葉（2）
【保】人間関係［1］［7］言葉［2］
【こ】人間関係〈1〉〈7〉言葉〈2〉

・通学路探検を集団で経験することを通して，
気付いたことを出し合う。
【幼】言葉（2）（4）
【保】言葉［2］［4］
【こ】言葉〈2〉〈4〉

・学校探検で体験したことや発見したことを交
流し合う。
【幼】人間関係（6）言葉（2）（4）
【保】人間関係［6］言葉［2］［4］
【こ】人間関係〈6〉言葉〈2〉〈4〉

◇がっこうを たんけんしよう ※このページは「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
（p.18，19）

教科書p.4-17
［8時間＋α］

・幼稚園・保育園・こ
ども園と違う新たな小
学校での生活を，楽し
く，安全で，気持ちよ
く過ごすことができる
ようにする。

※時数設定はあくまで
も目安。他教科及び領
域の時間と組み合わ
せ，必要に応じて有効
な場面で弾力的に活用
するとよい。

4-5

・校庭で生活する上級生や高学年の先生，様々
な生き物等の自分のお気に入りについて，知り
たいことや，やってみたいことを考えて挑戦す
る。
【幼】人間関係（10）環境（2）
【保】人間関係［10］環境［2］
【こ】人間関係〈10〉環境〈2〉
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・知っている草花の名前をあげたり，花の思い
出や今までの花を育てた経験を話したりする。
【幼】環境（5）言葉（2）表現（3）
【保】環境［5］言葉［2］表現［3］
【こ】環境〈5〉言葉〈2〉表現〈3〉

知識・技能 意欲的に
自分の言葉で

・咲かせてみたい花について考える。
【幼】人間関係（4）環境（5）
【保】人間関係［4］環境［5］
【こ】人間関係〈4〉環境〈5〉

主体的に学習に取り
組む態度

積極的に

・自分で育てようと決めた種の様子について気
付いたことをカードに書く。
【幼】環境（5）言葉（2）
【保】環境［5］言葉［2］
【こ】環境〈5〉言葉〈2〉

思考・判断・表現 大きさ・色・形など い
ろいろな視点を立てて

○たねを まこう
（38）
どんな花が咲くか予想
し，期待しながらたねま
きができるようにする

・土やたね，水など必要なものを用意して，た
ねをまく準備をする。
【幼】人間関係（12）環境（1）
【保】人間関係［12］環境［1］
【こ】人間関係〈12〉環境〈1〉

知識・技能 自ら進んで

知識・技能 たねを観察しながら

思考・判断・表現 友だちのカードと比べな
がら

主体的に学習に取り
組む態度

具体的に

知識・技能 根気よく

主体的に学習に取り
組む態度

継続的に
細かい部分まで

・植物の生長の様子や気付いたことなどをカー
ドなどにかく。
【幼】環境（1）（3）表現（3）
【保】環境［1］［3］表現［3］
【こ】環境〈1〉〈3〉表現〈3〉

思考・判断・表現 比べたりたとえたりしな
がら

○さいた はなを たのし
もう
（42，43）
生長した花の様子を観察
し，その価値を認めつ
つ，花の良さを味わおう
としようとする。

・自分で栽培した花を飾ったり，押し花づくり
や，色水づくり，染めもの遊びなどを行ったり
する。
【幼】表現（1）（5）
【保】表現［1］［5］
【こ】表現〈1〉〈5〉

知識・技能 工夫して
協働して

○たねを とろう
（44）
一粒のたねから，たくさ
んのたねができる不思議
さに気付くことで，草花
には命があることを実感
し，命のサイクルに気付
けるようにする。

・収穫したたねを数えたり，プレゼントをつ
くったり，翌年のために保存したりする。
【幼】環境（5）
【保】環境［5］
【こ】環境〈5〉

主体的に学習に取り
組む態度

命のサイクルに
気付く

○いままでを ふりかえろ
う
（45）
花の生長の様子を振り返
りながら，花への感謝の
気持ちを抱くようにす
る。

・カードに記述した花の生長の様子を振り返
り，これまで気付かなかった生長の様子に気付
くとともに，花に対する愛着を新たにする。
【幼】環境（5）
【保】環境［5］
【こ】環境〈5〉

思考・判断・表現 工夫して

○あきからも そだててみ
よう
（46）
春に咲く花の球根を植え
たりしながら，一層花に
親しみをもち，これから
も栽培活動を続けていく
意欲をもつことができる
ようにする。

・春に咲く花のたねや球根を植えるなど，栽培
活動を本単元での活動だけで終わらせるのでは
なく，継続して行う。
【幼】環境（3）（5）
【保】環境［3］［5］
【こ】環境〈3〉〈5〉

知識・技能 学んだことを生かして
春にどんな花が咲くか想
像しながら

○みのまわりの くさばな
を さがしに でかけよう
（47）
身近な公園や社会教育施
設に出かけて，多様な草
花の様子について関心を
もって観察しようとす
る。

・身近な公園や社会教育施設の草花と，これま
で花を世話してきた経験と結び付けて多様な草
花の特徴や様子などについて関心をもって観察
する。
【幼】環境（1）（5）
【保】環境［1］［5］
【こ】環境〈1〉〈5〉

主体的に学習に取り
組む態度

友だちと見つけたことを
比べながら交流して

・身近な春や夏の様子を見つけることを通し
て，自分たちが生活する地域に親しみをもつ。
【幼】環境（3）
【保】環境［3］
【こ】環境〈3〉

主体的に学習に取り
組む態度

いくつも
多面的に
自分のこれまでの経験か
ら

・交通規則や約束を守り，安全に散歩ができる
ように話し合う。
【幼】健康（10）
【保】健康［10］
【こ】健康〈10〉

思考・判断・表現 進んで
真剣な態度で

・いろいろな春や夏の様子があることに気付く
ことができる。
【幼】環境（1）（3）
【保】環境［1］［3］
【こ】環境〈1〉〈3〉
※p76「あきを みつけよう」，p104「ふゆを
みつけよう」も参照。

知識・技能 たくさんの発見で自分の
言葉で

・近くの公園や自然などに対して，友だちとと
もに諸感覚で感じながら親しむ。
【幼】環境（8）表現（1）
【保】環境［8］表現［1］
【こ】環境〈8〉表現〈1〉

知識・技能 多くの諸感覚を使って

・栽培することに決めた花のたねの様子につい
てよく観察して気付いたことを絵や言葉で記述
している。
【学習カード】【行動観察】

・必要なものを考え，たねまきの準備をしよう
としている。
【行動観察】【準備】

・自分で決めた花のたねに適したまき方を試し
ている。
【行動観察】

・花の生長について毎日ねばり強く記録をカー
ドに記述している。
【学習カード】

○はるや なつを かんじ
よう
（52，53）
身近な公園や自然に親し
み，様々な人と関わりな
がら，楽しく遊ぶことが
できるようにする。

・自分が知っている草花をあげ，それらの思い
出を友だちに話そうとしている。
【発言】【コミュニケーション】

・育てた草花を飾ったり，特性を生かした遊び
を考えたりしながら，楽しく活動をしている。
【行動観察】【作品】【表情】

・草花への感謝の気持ちを込めて，カードを本
にまとめたり，作品をつくったりしている。
【作品】

教科書p.48-61
［13時間］

・近くの公園や公共施
設まで散歩したり，自
然に触れ合ったりする
活動を通して，身近な
自然に関心をもつとと
もに，交通安全や公共
施設の使い方，人との
関わり方などに気付く
ことができるようにす
る。

・生長の様子や気付いたことをカードに記録し
たり，それについてみんなに話したりしてい
る。
【学習カード】【相互評価】
【コミュニケーション】

・毎日の世話の中で，植物の生長の変化に気付
いている。
【学習カード】【発言】

○せわを つづけよう
（40，41）
水やりや草取り，追肥な
ど生長に合った世話のし
かたを考え，継続して世
話をし，生長の様子や気
付いたことをカードなど
に記録できるようにす
る。

・これまで継続して取り組んできた経験と比べ
ながら，多様な草花の特徴を意欲をもって観察
している。
【行動観察】

・花のたねや球根を植えて，世話をしようとし
ている。
【学習カード】【行動観察】

◇きせつと あそぼう ―はるから なつ― ※このページは「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
（p.48，49）

1 5-7

・水やり，草取り，追肥などの世話を継続的に
行おうとしている。
【行動観察】【栽培状況】

5-111-2

○そだてる はなを きめ
よう
（36，37）
自分が知っている草花や
調べた花をあげ，花の咲
く植物に興味・関心を
もったり，育てたい花を
決めたりすることができ
るようにする。

・花の生長の様子をカードに表し，友だちと交
流している。
【学習カード】【作品】

・友だちの話を興味をもって聞き，草花にもい
ろいろな種類があることや，それを世話するた
めには様々な準備が必要なことに気付いてい
る。
【相互評価】【コミュニケーション】

・収穫したたねが，最初にまいたたねと同じよ
うな形・色・大きさであることや，一粒のたね
からたくさんのたねができることに気付いてい
る。
【学習カード】【表情】

○はるや なつを みつけ
よう
（50，51）
身の回りの春見つけをす
ることで，近くの公園や
公共施設へ散歩に行く意
欲をもたせ，どんなこと
に気を付けて行ったらよ
いか気付くことができる
ようにする。

◇きれいな はなを さかせたい ※このページは「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
（p.34，35）

・友だちの発言を聞き，身の回りには様々な春
や夏の様子がたくさん見られることに気付いて
いる。
【発言】【相互評価】【行動観察】

身近な地域の中で出会う春や夏について，意欲
的に観察し，見つけようとしている。
【発言】【行動観察】

教科書p.34-47
［14時間］

・自分で育てたい草花
の栽培を通して，草花
の育て方や苦労・育て
るための工夫などに気
付くとともに，生命の
不思議さを感じ，友だ
ちと協力して育て，収
穫を喜び合うことがで
きるようにする

・交通規則や約束を守ることの大切さや，危険
について考えている。
【発言】【行動観察】

・身近な自然に対して約束を守って友だちと遊
んだり，諸感覚を使って感じたりしようとして
いる。
【行動観察】【つぶやき】

○せわを しよう
（39）
花の生長の様子を詳細に
観察しながら世話をす
る。

・たねまきの仕方を調べたり教わったりしなが
ら，自分で選んだ花のたねまきを行い，カード
に記録する。
【幼】環境（5）表現（1）
【保】環境［5］表現［1］
【こ】環境〈5〉表現〈1〉

・水やりや草取り，追肥などそれぞれの植物の
生長に合った世話の仕方を考え，継続して世話
をする。
【幼】環境（1）（5）
【保】環境［1］［5］
【こ】環境〈1〉〈5〉
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・身近な地域の春や夏の様子について知る。
【幼】環境（3）
【保】環境［3］
【こ】環境〈3〉

主体的に学習に取り
組む態度

いくつもの視点で

・公園などの公共施設や公共物などの安全で正
しい利用の仕方を知る。
【幼】環境（8）（11）
【保】環境［8］［11］
【こ】環境〈8〉〈11〉

知識・技能 進んで

・自らが見つけたものや感じたこと，遊んだこ
とを友だちに伝えようとする。
【幼】言葉（2）
【保】言葉［2］
【こ】言葉〈2〉

知識・技能 意欲的に
いくつも

・友だちと伝え合う活動を通して，自分と比べ
て聞くことができる。
【幼】言葉（4）
【保】言葉［4］
【こ】言葉〈4〉

思考・判断・表現 意欲的に

・みんなの諸感覚を通した活動から春から夏の
季節の特徴について気付いている。
【幼】環境（3）
【保】環境［3］
【こ】環境〈3〉

主体的に学習に取り
組む態度

多面的に

・雨の日の外の様子で見つけたものや感じたこ
とを友だちに伝えようとする。
【幼】言葉（2）
【保】言葉［2］
【こ】言葉〈2〉

知識・技能 意欲的に
いくつも

・雨の日の外の様子について友だちと伝え合う
活動を通して，自分と比べて交流することがで
きる。
【幼】言葉（4）
【保】言葉［4］
【こ】言葉〈4〉

思考・判断・表現 意欲的に

・（教室に帰ってきてからの学習活動）雨の日
の外の様子について，友だちと交流したことか
ら新たな活動の意欲をもつ。
【幼】人間関係（5）環境（1）
【保】人間関係［5］環境［1］
【こ】人間関係〈5〉環境〈1〉

主体的に学習に取り
組む態度

次にしたいことや試した
いことを具体的に

・水遊びやシャボン玉遊び，土遊びなど夏特有
の遊びをして，夏を体感する。
【幼】環境（4）
【保】環境［4］
【こ】環境〈4〉

知識・技能 協働して

・水や土などの素材固有の特色に気付き，それ
を生かして遊ぶ。
【幼】環境（2）（4）
【保】環境［2］［4］
【こ】環境〈2〉〈4〉

知識・技能 試行錯誤しながら
科学的な観点から

・みんなの諸感覚を通した活動から夏の特徴に
ついて気付いている。
【幼】環境（3）
【保】環境［3］
【こ】環境〈3〉

主体的に学習に取り
組む態度

多面的に

知識・技能 積極的に

主体的に学習に取り
組む態度

早寝 早起き 朝ご飯 自
分から

・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。
【幼】環境（5）言葉（4）
【保】環境［5］言葉［4］
【こ】環境〈5〉言葉〈4〉

思考・判断・表現 自ら進んで
積極的に

・小学校の校庭，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。
【幼】環境（5）
【保】環境［5］
【こ】環境〈5〉

知識・技能 どんなところに行けば生
き物を見つけることがで
きるかに気付いている

・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かく。
【幼】言葉（2）
【保】言葉［2］
【こ】言葉〈2〉

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

・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。
【幼】環境（5）
【保】環境［5］
【こ】環境〈5〉

思考・判断・表現 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。
【幼】環境（5）
【保】環境［5］
【こ】環境〈5〉

知識・技能 生き物の気持ちになって

・用意したすみかの中で，どのような生息状況
かを観察し，よりよいすみかとなるように工夫
しようとしている。
【幼】環境（5）
【保】環境［5］
【こ】環境〈5〉

主体的に学習に取り
組む態度

友だちと話し合いながら

○はるや なつを かんじ
よう
（52，53）
身近な公園や自然に親し
み，様々な人と関わりな
がら，楽しく遊ぶことが
できるようにする。

・小学校に入って初めての夏休みに対して，期
待をもって過ごそうとする意欲をもっている。
【発言】

教科書p.66-73
［6時間］

・身近な生き物を探し
たり観察したりしなが
ら，生き物に親しみを
もち，その特徴に気付
くことができるように
する。

教科書p.48-61
［13時間］

・近くの公園や公共施
設まで散歩したり，自
然に触れ合ったりする
活動を通して，身近な
自然に関心をもつとと
もに，交通安全や公共
施設の使い方，人との
関わり方などに気付く
ことができるようにす
る。

教科書p.64-65
［1時間］

・小学生になって初め
ての夏休みに，してみ
たいことや楽しみにし
ていることを考える。

・家庭での自立した生活を送ることの大切さに
気付いている。
【発言】

・夏の特徴について交流したことから，さらに
夏に見つけたいことについて考えている。
【発言】【行動観察】

○生きものに あいに い
こう
（68，69）
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。

○あめの ひを たのしも
う
（58，59）
雨の日の外の様子を様々
な 視点から観察して，新
たに発見したことを伝え
合おうとする。
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・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ている。
【行動観察】【資料】【発言】

○あそんだ ことを ふり
かえろう
（56，57）
公園で遊んだ経験を通し
て気付いたことをカード
に記述し，それらを「い
きもの」「くさやはな」
など分類して整理しなが
ら，春から夏の季節の特
徴を考えることができる
ようにする。

1

○なつを もっと たのし
もう
（60，61）
見つけたことや遊んだこ
とを伝え合う活動を通し
て，春の特徴についてと
らえることができるよう
にする。

5-7

○ポケットずかん ※図鑑・資料ページ。必要に応じて適宜活用する。
（p.62，63）

・生き物にとって，もといた環境に近づけるこ
とが最も適したすみかだということに気付いて
いる。
【学習カード】【発言】

○生きものと ふれあおう
（70，71）
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。

10-11

・小学校に入って初めての夏休みに対して，期
待をもって過ごそうとする意欲をもっている。
【発言】

・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が必要であることに気付
き，すみかをつくろうとしている。
【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生き物に関わろうとしてい
る。
【発言】【表情】

・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，書いたり発表したりしてい
る。
【学習カード】【発表】

・身近な自然の中にも，多くの生き物がすんで
いることに気付いている。
【学習カード】【発言】

・自分の感じ方と比較しながら，友だちの発表
を聞いている。
【つぶやき】【相互評価】【行動観察】

○ポケットずかん ※図鑑・資料ページ。必要に応じて適宜活用する。
（p.54，55）

・自分たちが感じたり，遊んだりしたことから
春や夏の特徴について気付いている。
【学習カード】【発言】

○なつやすみが やってく
る
（64，65）
小学生になって初めての
夏休みを，どのように過
ごすかを考えることがで
きるようにする。

・自分の見つけたもの，遊んだことを諸感覚を
通して伝えようとしている。
【発言】【行動観察】
【コミュニケーション】

・春から夏の季節の特徴について交流したこと
から，新たに夏の季節で見つけたいことについ
て考えている。
【発言】【行動観察】

・公園の利用の方法について，多くの人が使う
ことを考え，安全に正しく利用しようとしてい
る。
【学習カード】【行動観察】

・水や土の特徴をとらえながら，もっとみんな
で楽しめる工夫を考えようとしている。
【学習カード】【行動観察】

◇生きものと なかよく なろう ※このページは「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
（p.66, 67）

・雨の日の生活の中で，新たに発見したり認識
しなおしたりしたことを伝えようとしている。
【行動観察】【つぶやき】

・雨の日の外の様子について，友だちの発見し
たことや気付いたことと自分の考えとを比べな
がら考えようとしている。
【つぶやき】【相互評価】【行動観察】

・雨の日の外の様子を観察したことを通して，
次に見つけてみたいことや試してみたいことを
友だちと交流している。
【学習カード】【行動観察】

・夏休みの間に体験できる楽しいことや，長い
休みを利用してがんばりたいことなどを考え
る。
【幼】健康(3)(4)(8) 人間関係(2)(3)
【保】健康[3][4][8] 人間関係[2][3]
【こ】健康<3><4><8> 人間関係<2><3>
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・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。
【幼】言葉（2）（4）
【保】言葉［2］［4］
【こ】言葉〈2〉〈4〉

知識・技能 積極的に
協働して

・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。
【幼】言葉（2）
【保】言葉［2］
【こ】言葉〈2〉

思考・判断・表現 具体的に
工夫して
わかりやすく
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。
【幼】人間関係（13）表現（3）
【保】人間関係［13］表現［3］
【こ】人間関係〈13〉表現〈3〉

主体的に学習に取り
組む態度

相手の立場にたって
生き物の気持ちになって

・春，夏に行ったときと同じ場所に行き，諸感
覚を使って，春，夏と違うところや，同じとこ
ろを見つける。
【幼】環境（1）（3）表現（1）
【保】環境［1］［3］表現［1］
【こ】環境〈1〉〈3〉表現〈1〉

知識・技能 多面的に
春や夏の特徴を比べなが
ら
違いだけでなく同じとこ
ろも

・見つけたことや気付いたことをカードにか
く。
【幼】表現（3）
【保】表現［3］
【こ】表現〈3〉
※p50「はるや なつを みつけよう」，p104
「ふゆを みつけよう」も参照。

思考・判断・表現 自分の表現で

思考・判断・表現 試行錯誤しながら繰り返
しためして
葉や木の実の特徴を生か
しながら
科学的な観点から

知識・技能 何度でも挑戦
協働して

主体的に学習に取り
組む態度

数多くの気付き

・公園で見つけた秋のものについて話し合う。
【幼】言葉（2）
【保】言葉［2］
【こ】言葉〈2〉

知識・技能 進んで
自分の力で

・公園で見つけた秋のものを同じ仲間で分類し
ながら考え，秋のものの特徴に気付く。
【幼】環境（1）
【保】環境［1］
【こ】環境〈1〉

知識・技能 友だちと協力して
わかりやすく

・気付いた秋の特徴を生かして，さらに秋を楽
しむためのアイディアを出し合う。
【幼】言葉（2）表現（1）
【保】言葉［2］表現［1］
【こ】言葉〈2〉表現〈1〉

思考・判断・表現 具体的に

主体的に学習に取り
組む態度

進んで
意欲的に

知識・技能 進んで
何度も試しながら

思考・判断・表現 協働して
ルールを工夫して

知識・技能 協働して
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。

知識・技能 自分で判断しながら

○あきを ふりかえろう
（88）
一緒に過ごした秋の生活
の良さを友だちと話し合
いながら考えることがで
きるようにする。

・友だちと一緒に堪能した秋の様子について話
し合い，振り返る。
【幼】人間関係（6）言葉（2）
【保】人間関係［6］言葉［2］
【こ】人間関係〈6〉言葉〈2〉

知識・技能 具体的に

○しょうたいしよう
（90）
自分たちが作り上げた遊
びを幼稚園・保育園・こ
ども園の子たちに紹介す
る。

・幼稚園・保育園・こども園の子たちを招い
て，自分たちがつくったおもちゃや遊びの良さ
を紹介し，体験してもらえる活動をする。
【幼】人間関係（13）表現（3）
【保】人間関係［13］表現［3］
【こ】人間関係〈13〉表現〈3〉

思考・判断・表現 相手の立場にたって

○あきの 生かつを たの
しもう
（91）
自分たちの住む地域や家
での秋の様子について調
べるとともに，家族や地
域の人たちとともにでき
ることを調べ，秋を楽し
く過ごせるようにする。

・家族や地域の人たちとともに，秋を感じる行
事や体験を行う。
【幼】人間関係（13）
【保】人間関係［13］
【こ】人間関係〈13〉

主体的に学習に取り
組む態度

積極的に

・グループで用意した遊びの特徴をお客さんに
伝えて，より楽しんでもらおうとしている。
【話し方】【行動観察】
【コミュニケーション】

○あきを みつけよう
（76，77）
春，夏に活動した場所に
行き，秋探しを楽しみな
がら繰り返し活動するこ
とで，季節による様子の
違いに気付くことができ
るようにする。

○ポケットずかん ※図鑑・資料ページ。必要に応じて適宜活用する。
（p.89）

教科書p.66-73
［6時間］

・身近な生き物を探し
たり観察したりしなが
ら，生き物に親しみを
もち，その特徴に気付
くことができるように
する。

教科書p.74-82
［※p.74-91までの
単元で14時間扱い］

・秋になった自然の中
を散歩したり，楽しく
遊んだりしながら，季
節の変化に気付くこと
ができるようにする。
・秋の様子について，
いろいろな方法で表現
したり，秋の素材を利
用して遊ぶものをつ
くったりしながら，
人々との交流に参加し
て，みんなで協力しよ
りよい人間関係をつく
ることができるように
する。

教科書p.83-91
［※p.74-91までの
単元で14時間扱い］

・秋の様子について，
いろいろな方法で表現
したり，秋の素材を利
用して遊ぶものをつ
くったりしながら，
人々との交流に参加し
て，みんなで協力しよ
りよい人間関係をつく
ることができるように
する。 ○みんなで あそぼう

（86，87）
自分たちで工夫した秋の
遊びについて友だちと一
緒に楽しむ活動を通し
て，様々な遊びの面白さ
や自然の不思議さに気付
くことができるようにす
る。

○あきを かんじよう
（78，79）
秋探しで見つけてきた葉
や木の実を用いた遊びや
作品づくりを通して，身
近な自然に関心をもつと
ともに，季節の変化に対
して気付きを深めるよう
にする。

○みつけた あきを つた
えあおう
（82）
「秋の広場」の計画をた
てたり，工夫して楽しく
準備したりすることがで
きるようにする。

・友だちと協力しながら，見つけた秋のものを
分類して，それぞれの特徴について話し合って
いる。
【行動観察】【作品】

・秋の様子を諸感覚で感じながら，春，夏との
違いや同じところを見つけて，その変化や秋の
特徴について気付いている。
【行動観察】【つぶやき】
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・自分たちが考えた遊びの良さやおもちゃの特
徴を認識して，それを伝えている。
【コミュニケーション】

・地域の行事等に参加しようとしている。
【学習カード】

・自分たちの遊びの様子を話し合いながら，そ
の良さを振り返るとともに，冬にその経験を生
かそうとしている。
【学習カード】【行動観察】

2

・見つけたことや気付いたことをカードにかい
ている。
【学習カード】

10-11

・自分の育てている生き物について，楽しく紹
介したり，その準備をしようとしている。
【行動観察】

・自分たちでまとめた秋の特徴を生かした次の
遊び方を考えている。
【作品】

○生きものの ことを つ
たえよう
（72，73）
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。

◇みつけた あきで あそぼう ※このページは「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
（p.83）

10-11

・遊びをしている中で，ゴミやまだ使えるもの
を，分別，整理しようとしている。
【行動観察】

秋のものや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】

・材料の特徴を生かした遊びをしようとし，
色々な遊びができることに気付いている。
【行動観察】【作品】

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

・互いに協力しあって楽しく遊ぼうとしてい
る。
【行動観察】【コミュニケーション】

・秋の素材で遊んだり，教室を飾ったりするこ
とから，季節の変化についても気付いている。
【学習カード】【発言】

・自分が見つけた秋のものの名前を認識してい
る。
【学習カード】【発言】

・秋の素材を利用して遊びを考えたり，遊びに
使うものを工夫してつくったりしている。
【行動観察】【作品】

○あきの もので つくっ
てあそぼう
（84，85）
秋探しで見つけた秋のも
のと身の回りにある材料
とを組み合わせて遊びを
考える活動を通して，身
近な自然に関心をもつと
ともに，季節の変化に対
して気付きを深めるよう
にする。

・作品づくりで困った時は，友だちと互いに教
え合ったり，手伝い合いながら取り組もうとし
ている。
【行動観察】【発言】
【コミュニケーション】

・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】

・生き物のかわいさや生き物について知ったこ
となどを，作品に表したりICT機器を活用した
りして人に伝えている。
【行動観察】【発表】【作品】

◇きせつと あそぼう ―あき― ※このページは「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
（p.74, 75）

○ポケットずかん ※図鑑・資料ページ。必要に応じて適宜活用する。
（p.80，81）

・見つけてきた秋のものと身の回りにある材料
とを組み合わせて，それらの特徴を生かして，
並べたり，転がしたり，音を出したりして遊
ぶ。
【幼】環境（4）（8）表現（5）（7）
【保】環境［4］［8］表現［5］［7］
【こ】環境〈4〉〈8〉表現〈5〉〈7〉

・「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。
【幼】人間関係（7）表現（8）
【保】人間関係［7］表現［8］
【こ】人間関係〈7〉表現〈8〉

・集めた葉や木の実を使って，遊びを考えて友
だちと一緒に遊んだり，作品づくりをして飾っ
たりする。
【幼】表現（5）
【保】表現［5］
【こ】表現〈5〉
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知識・技能 多面的に
数多く

主体的に学習に取り
組む態度

家族の中での自分の役割
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

・友だちと話し合ったり，家族から話を聞いた
りして，自分にできそうな仕事を見つけ，挑戦
する。
【幼】人間関係（3）
【保】人間関係［3］
【こ】人間関係〈3〉

主体的に学習に取り
組む態度

進んで
継続的に

・体験してみた家の仕事からわかったことを，
友だちに紹介する。
【幼】言葉（4）
【保】言葉［4］
【こ】言葉〈4〉

思考・判断・表現 わかりやすく
友だちの家と同じこと，
違うことに気付く

・自分の体験を言葉に置きかえながら，そのこ
とが家族にもたらす意味や意義を認識する。
【幼】健康（4）人間関係（4）
【保】健康［4］人間関係［4］
【こ】健康〈4〉人間関係〈4〉

知識・技能 継続的に
何度も

・自分の考えと友だちの考えをまとめていく活
動を通して，あらたな価値に気付く。
【幼】人間関係（2）（3）
【保】人間関係［2］［3］
【こ】人間関係〈2〉〈3〉

知識・技能 意欲的に

・家の人の支えがあって自分の生活があること
に気付き，感謝の気持ちを表現する。
【幼】人間関係（13）表現（3）
【保】人間関係［13］表現［3］
【こ】人間関係〈13〉表現〈3〉

思考・判断・表現 自分の言葉で
友だちと話題を共有しな
がら

○むかしから つたわる
あそびを たのしもう
（100）
※児童・地域・学校の実態
を適切に把握した上で，学
習活動として設定すること
ができる内容である。

・家の人や友だちと交流しながら，昔の遊びを
体験して，その良さを味わう。
【幼】人間関係（13）環境（6）
【保】人間関係［13］環境［6］
【こ】人間関係〈13〉環境〈6〉

知識・技能 具体的に

知識・技能 多方面から
意欲的に

主体的に学習に取り
組む態度

春や夏とも比べて

・枯れ木の中，石の下，落ち葉の中などの様子
を調べる。
【幼】環境（1）
【保】環境［1］
【こ】環境〈1〉

主体的に学習に取り
組む態度

何度も
数多く

・見つけたこと，気付いたことをカードにかい
て，交流する。
【幼】人間関係（5）言葉（2）
【保】人間関係［5］言葉［2］
【こ】人間関係〈5〉言葉〈2〉
※p50「はるや なつを みつけよう」，p76「あ
きを みつけよう」も参照。

思考・判断・表現 友だちの発言とつなげて

知識・技能 協力して

主体的に学習に取り
組む態度

思考錯誤しながら

・見つけたこと，気付いたことをカードに書い
て，交流する。
【幼】人間関係（5）言葉（2）
【保】人間関係［5］言葉［2］
【こ】人間関係〈5〉言葉〈2〉

思考・判断・表現 友だちの発言とつなげて

・地域や家族で行う冬の遊びの特徴などについ
て調べる。
【幼】環境（3）
【保】環境［3］
【こ】環境〈3〉

知識・技能 由来や良さを付け加えて

知識・技能 積極的に

主体的に学習に取り
組む態度

人と人とのつながりを感
じながら

・集めた資料をもとに自分なりにどう表現する
かを考える。
【幼】表現（3）（8）
【保】表現［3］［8］
【こ】表現〈3〉〈8〉

思考・判断・表現 工夫して

・1年前の自分と今の自分とを比べて，できる
ようになったことを見つける。
【幼】人間関係（2）（3）
【保】人間関係［2］［3］
【こ】人間関係〈2〉〈3〉

主体的に学習に取り
組む態度

情報を分類したり，関連
付けたりして
生長できた理由を考えて

・体験入学などでやって来た幼稚園・保育園・
こども園の子に，小学校を案内したり小学校の
ことを伝えたりする。
【幼】人間関係（6）言葉（4）
【保】人間関係［6］言葉［4］
【こ】人間関係〈6〉言葉〈4〉

知識・技能 わかりやすく 相手の立
場にたって
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・昔の遊びの良さや価値を認識している。
【発言】

○きせつの ちがいを ふりかえろう ※これらのページは「春から冬までの生活」について振り返って語り合う時間の資料として活用することが
できる
（p.110，111）

○ポケットずかん ※図鑑・資料ページ。必要に応じて適宜活用する。
（p.112，113）

教科書p.114-123
[10時間]

・1年間を振り返り，い
ろいろな人との出会い
や，様々な生き物，自
然との関わりを楽しく
思い出すとともに，発
表する活動を通して自
分自身の成長に気付く
ことができるようにす
る。また，進級の喜び
やこれからの学校生活
への期待をもつことが
できるようにする。

◇もうすぐ 2年生 ※このページは「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
（p.114,115）

・冬の自然（風，雪，氷など）を利用して，友
だちと楽しく遊ぼうとしている。
【行動観察】【コミュニケーション】

・自然の変化をとらえ，その不思議さや面白さ
に気付いている。
【行動観察】

・見つけた自然の不思議さや面白さをカードに
まとめて，友だちと交流している。
【学習カード】【コミュニケーション】

・自分たちが住む地域の行事や家で行える冬の
遊びの特徴を調べている。
【学習カード】【作文】

・地域や家族で行う冬の遊びに参加しようとし
ている。
【学習カード】【行動観察】

○1年かんを ふりかえろ
う
（116，117）
自分が1年間で成長したこ
とを考え，以前と比較し
て表現することができる
ようにする。

・自分なりの方法で，自分の成長を表現してい
る。
【作品】【発表】

・自分自身が成長したことや，成長を支えてく
れた人々がいることに気付いている。
【自己評価】

・体験入学などでやって来た幼稚園・保育園・
こども園の子が喜ぶようなことを考え，小学校
を案内したり小学校のことを伝えたりしようと
している。
【行動観察】【コミュニケーション】

○ふゆを かんじよう
（106，107）
冬の特徴である風，雪，
氷などを，遊びに工夫し
て生かすことができるよ
うにする。

○ふゆを 生かして あそ
ぼう
（108，109）
冬の遊びや行事につい
て，家族や地域の人たち
とともにできることを調
べて，冬を楽しく過ごせ
るようにする。

11-22-3

教科書p.101-113
［10時間］

・冬の自然を生かした
遊びや昔からの遊びを
楽しむことを通して，
身近な冬の様子に気付
くとともに，自分の生
活も見直し，工夫して
楽しく生活することが
できるようにする。

○ふゆを みつけよう
（104，105）
これまでと同じ場所に行
き，冬になってどのよう
に変わったのか，諸感覚
を用いながら春，夏，秋
と比べて，変化に気付く
ことができるようにす
る。

・みんなが楽しんでいることに気付いている。
【学習カード】

・友だちの発言やカードと比較しながら，冬の
特徴について表現している。
【発言】【コミュニケーション】

・虫探しなどをすることで，自然の不思議さや
面白さに気付いている。
【行動観察】【表情】

◇ふゆの 生かつを たのしもう（p.101）
◇きせつと あそぼう ―ふゆ― ※これらのページは「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
（p.102，103）

・諸感覚を使って，冬見つけの活動をしようと
している。
【行動観察】【つぶやき】

・自分も家族の一員であることに気付き，自分
ができることについて考え，行おうとしてい
る。
【学習カード】【発言】

・教えてもらった仕事を，家族がしている工夫
などと一緒に，友だちに紹介している。
【発表】【実演】
【コミュニケーション】

・家族の一員としてできていること，できてい
ないことをカードにかき，続けていくことに挑
戦しようとしている。
【学習カード】【発表】

・具体的に考え，実行しようとしている。
【学習カード】【発言】

・家の人にしてもらっていることの多さに気付
き，感謝の気持ちを表現している。
【手紙】【作品】【発言】

・家にはたくさんの仕事があり，家の人が自分
のために，たくさんの仕事をしてくれているこ
とに気付いている。
【学習カード】【発言】

教科書p.104-111
［8時間］

・家の人とともにして
いることや，家の人に
してもらっていること
を調べ，自分ができる
ことを考え，自分の役
割を積極的に果たすこ
とができるようにす
る。
・感謝の気持ちをもっ
て自らの生活習慣を見
直すなど，自立への基
礎を養う。

12-2
○これからも つづけよう
（98，99）
家で体験した仕事の様子
を話し合いながら，そこ
からわかったことを考え
て，次の活動につなげて
いく。

◇じぶんで できるよ ※このページは「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
（p.92, 93）

・誰が，どんな仕事をしているかを見つけよう
としている。
【学習カード】【発言】

○１日の ことを おもい
出そう
（94，95）
家の人の仕事を調べて，
家の人について考えるこ
とができるようにする。

○できる ことを して み
よう
（96，97）
家で調べてきた仕事か
ら，自分にできそうな仕
事を見つけ，進んで行う
ことができるようにす
る。

・秋との違いを見つけたり，比べたりしなが
ら，通学路の様子や冬の暮らしの様子などにも
気付いている。
【学習カード】【発言】

・家の人の仕事や，してもらっていることなど
について，考えたり調べたりする。
【幼】人間関係（6）
【保】人間関係［6］
【こ】人間関係〈6〉

・春，夏，秋と同じ場所に行き，冬の様子や冬
になって変わったことを見つける。
【幼】環境（1）（3）表現（1）
【保】環境［1］［3］表現［1］
【こ】環境〈1〉〈3〉表現〈1〉

・風，雪，氷などを利用した遊びを見つけた
り，工夫したりして，みんなで元気よく遊ぶ。
【幼】人間関係（7）環境（4）
【保】人間関係［7］環境［4］
【こ】人間関係〈7〉環境〈4〉

・地域や家族で行う冬の遊びに参加し，その良
さを味わう。
【幼】人間関係（13）環境（6）
【保】人間関係［13］環境［6］
【こ】人間関係〈13〉環境〈6〉
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・クラスの友だちに（もしくは最後の参観日で
保護者に向けて），1年間で成長したところを
発表する。
【幼】人間関係（5）言葉（4）表現（3）
【保】人間関係［5］言葉［4］表現［3］
【こ】人間関係〈5〉言葉〈4〉表現〈3〉

思考・判断・表現 自分の言葉で はっきり
とわかりやすく

・友だちからよさや思い出などを伝えてもらっ
たり，自分が感じた友だちのよさを伝えたりす
る。
【幼】人間関係（7）言葉（4）
【保】人間関係［7］言葉［4］
【こ】人間関係〈7〉言葉〈4〉

主体的に学習に取り
組む態度

数多く
自分の内面的な成長への
気付き
友だちと伝え合う中で

・支えてくれた人に感謝の気持ちをもつ。
【幼】人間関係（13）表現（4）
【保】人間関係［13］表現［4］
【こ】人間関係〈13〉表現〈4〉

知識・技能 より深く
友だちの発表もしっかり
聞いて

・2年生になったらしてみたいこと，頑張りた
いことを考える。
【幼】人間関係（2）（3）
【保】人間関係［2］［3］
【こ】人間関係〈2〉〈3〉

思考・判断・表現 自分なりの表現で
わかりやすく

・まもなく1年生になる幼児にしてあげたいこ
とを考えて話し合う。
【幼】人間関係（8）
【保】人間関係［8］
【こ】人間関係〈8〉

知識・技能 積極的に
相手の立場にたって

・まもなく1年生になる幼児の知りたいことを
考えて，行動する。
【幼】人間関係（2）
【保】人間関係［2］
【こ】人間関係〈2〉

思考・判断・表現 新しく1年生になる幼児
のために

・まもなく1年生となる幼児のためにお世話し
たことを振り返り，1年生として迎えるときに
できることを考える。
【幼】人間関係（2）（10）
【保】人間関係［2］［10］
【こ】人間関係〈2〉〈10〉

主体的に学習に取り
組む態度

具体的にできることを考
えて

・2年生になる自分の姿を想像し，そこでどん
なことに挑戦したいのか話し合う。
【幼】人間関係（2）言葉（3）
【保】人間関係［2］言葉［3］
【こ】人間関係〈2〉言葉〈3〉

思考・判断・表現 具体的に

・新しい1年生のために教室を飾ったり，出し
物の練習をしたりする。
【幼】表現（7）
【保】表現［7］
【こ】表現〈7〉

主体的に学習に取り
組む態度

1年前の自分たちのこと
を思い出して
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・自分がこの一年でできるようになったことや
自信がでてきたことをあらためて認識し，さら
に成長するための目標を考えている。
【学習カード】

・新しい1年生を迎えることへ意欲をもち，交
流しようとしている。
【行動観察】

・自分たちの1年前のことを思い出して，それ
を基に考えようとしている。
【学習カード】【行動観察】

○もうすぐ 2年生だね
（122，123）
間もなく2年生になる自分
の姿を想像しながら話し
合うことができるように
する。

・新しい1年生へ歓迎の気持ちをもって，教室
を飾ったり，出し物の練習をしようとしてい
る。
【作品】【行動観察】

教科書p.114-123
[10時間]

・1年間を振り返り，い
ろいろな人との出会い
や，様々な生き物，自
然との関わりを楽しく
思い出すとともに，発
表する活動を通して自
分自身の成長に気付く
ことができるようにす
る。また，進級の喜び
やこれからの学校生活
への期待をもつことが
できるようにする。

◇ちえと わざの たからばこ ※必要に応じて適宜活用する。
（p.124，125）

○じぶんで できる こと ずかん
（142，143）

教科書p.124-143
○気もちの つたえかた
（126，127）

○はなしかた ききかた
（128，129）

○かんがえる わざ
（130）

○あたらしい 1年生を
しょうたいしよう
（120，121）
間もなく1年生になる幼児
に対して，次の1年生にし
てあげられることを考え
て行動できるようにす
る。

・まもなく1年生となる幼児を歓迎し，その気
持ちを振り返りながら，2年生になったときの
自分の行動を想像してみる。
【行動観察】【手紙】

○じぶんの せいちょうを
みんなに つたえよう
（118，119）
1年間で成長した自分の姿
をどのような方法でまと
めるかを決め，自分にし
かない思い出の作品や出
し物をつくることができ
るようにする。

・1年間で成長したところをまとめ，発表して
いる。
【発表】【作品】
【身体表現】【表情】

・自分の成長について友だちと発表し合う中
で，自分のよさや可能性に気付いている。
【発表】【自己評価】

・2年生になったらしてみたいこと，頑張りた
いことを考え，表現している。
【学習カード】【発表】【作品】

・自分を支えてくれた人との関わりについて考
え，感謝の気持ちをもとうとしている。
【作品】【表情】

○かんさつの しかた
（131）

○ようぐの つかいかた
（132，133）

○あんぜん けんこう
（134，135）

○しょくぶつ 生きものずかん
（136，137，138，139）

○きせつの ずかん
（140，141）
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