
4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3
入学式・始業式・遠足 運動会 避難訓練 終業式 始業式・修学旅行 公開研 東小まつり

学習発表会
校内持久走記録会・終
業式

始業式 感謝の会 卒業を祝う会
卒業式・修了式

交通安全教室 みんなで通学路を歩こう
みんなの公園で遊ぼう

かいた七夕さん飾り 虫を探そう，虫と仲よく
なろう

公園で秋を探そう
人権の花贈呈式

冬の公園に行こう わくわく交流会

交通安全協会
自動車学校

参観日（生活科）
みつけたよクイズ

参観日（学活・食育）
すききらいせずたべよう

人権擁護委員 生活科「自分でできるこ
とをしよう」家でのしごと

昔遊び名人 保・幼連携

「みんなのせかい」①②
「はきはきあいさつ」②
「よろしくね」①②③

「じをかこう」②
「ほんがたくさん」①②

「あいうえおのうた」②
「あめですよ」①②
「ふたとぶた」②
「ともだちにはなそう」①②③
「とんこととん」①
「ねことねっこ」②

「ことばあそび」②
「あひるのあくび」②
「ぶんをつくろう」②
「おばさんとおばあさん」②
「きいてつたえよう」②
「「は」「を」「へ」をつかってぶんを
かこう」②
「どうやってみをまもるのかな」①
③
「いしゃといしや」
「こんなことしたよ」

「おおきなかぶ」①
「ほんのひろば」①③
「えにっきをかこう」①②

「あるけあるけ/木」②
「はなしたいなききたいな」①③
「かんじのはなし」②
「かいがら」①③
「かぞえうた」②

○おはなしをよもう
「サラダでげんき」①③
「かたかなをかこう」②
「ほんはともだち」①③

○よんでほしいな！「むし大はっ
けん」
「わたしのはっけん」①②③

「よう日と日づけをおぼえよう」②

○のりもののことをしらべよう
「いろいろなふね」①②
「おもい出してかこう」②③
「「すきなものクイズ」をしよう」②

「ことばあそびうたをつくろう」②
③

 ○どくしょゆうびんをしよう
 「おとうとねずみチロ」①②

○しをよもう
「みみずのたいそう」②
「むかしばなしをたのしもう」①

わくわくむかしばなしをつくろう
「おはなしをつくろう」①②③

○いろいろなやりかたをくらべて
かんがえよう
「歯がぬけたらどうするの」①②
③

「「じゃんけんやさん」をひらこう」②
「まとめてよぶことば」②
○こえに出してよもう
「スイミー」①③

「かたちのにているかん字」②
「「おもいでブック」をつくろう」③

○しせいともちかた①
「じをかくしせい」「はじめのれん
しゅう」
○ひらがなのかきかた①
「ひらがなのれんしゅう」

○ひらがなのかきかた①
「ひらがなのれんしゅう」
○せいかつにひろげよう②
「のうとにかこう」

○ひらがなのかきかた①
「まがりとおれ・おりかえし」

○ひらがなのかきかた①
「むすび」
○せいかつにひろげよう②
「なまえをかこう」

○ひらがなのかきかた①
「ひらがなのひょう」
○かん字のかきかた②
「とめ」「はらい」「はね」

○かん字のかきかた①
「おれ」「まがり」「そり」

○かん字のかきかた①
「文字のかたち」

○かん字のかきかた①
「ひつじゅん」
○せいかつにひろげよう③
「かきぞめをしよう」

○かん字のかきかた①
「かくのながさとほうこう」

○まとめ①②
「ひらがなとかん字のかきかた」
○せいかつにひろげよう③
「できるようになったよ」

○せいかつにひろげよう③
「できるようになったよ」

○なかまづくりとかず② ○なんばんめ①②
○いくつといくつ②

○あわせていくつ　ふえるといく
つ①②③
○のこりはいくつ　ちがいはいく
つ①②③

○１０よりおおきいかず②
○なんじ　なんじはん②

○どちらがながい②
○３つのかずのけいさん②
○どちらがおおい②

○たしざん①②③

○かたちあそび①②③

○ひきざん①②③ ○どちらがひろい①② ○おおきいかず②③ ○なんじなんぷん②
○ずをつかってかんがえよう①②

○かたちづくり①②③

○１ねんのふくしゅう②③

○すたあとぶっく②

○がっこうだいすき①②③

○がっこうだいすき①②③

○なつだあそぼう①②③

○なつだあそぼう①②③ ○じぶんでできるよ② ○なかよしむしハウスをつくろう
①②③

○たのしいあきいっぱい①②

○たのしいあきいっぱい①③

○つくろうあそぼう①②③

○じぶんでできるよ①②③ ○ふゆをたのしもう①②③ ○もうすぐ２ねんせい③

わくわくこうりゅうかいをひらこう①
②③

「しょうたいしたことをふりかえろう」
③

○もうすぐ２ねんせい①③

○うたでなかよしになろう①
「ぞうさんのさんぽ」「てとてであ
いさつ」「ひらいたひらいた」
○うたいつごうにほんのうた①
「うたでさんぽ」

○はくをかんじてあそぼう①
「さんぽ」「なまえあそび」「かたつ
むり」

○はくをかんじてリズムをうとう
①
「じゃんけんぽん」「みんなであそ
ぼう」「しろくまのジェンカ」

○はくをかんじてリズムをうとう
①
「ぶんぶんぶん」「ことばでリズ
ム」「うみ」
○うたいつごうにほんのうた①
「たなばたさま」

○どれみでうたったりふいたりし
よう①
「たのしくふこう」「どれみふぁそ
のまねっこ」「みつばちのぼうけ
ん」「どんぐりさんのおうち」
○うたいつごうにほんのうた①
「どれみでのぼろう」

○どれみでうたったりふいたりし
よう①
「なかよし」「どれみであいさつ」
「どれみのまねっこ」「どんぐりさ
んのおうち」

○ようすをおもいうかべよう①
「おどるこねこ」「ひのまる」「はる
なつあきふゆ」

○いろいろなおとをたのしもう①
②
「シンコぺーテッドクロック」「きら
きらぼし」「おとさがし」「ほしぞら
のおんがく」
○うたいつごうにほんのうた①
「おしょうがつ」

○にほんのうたをたのしもう①
「さんちゃんが」「おおなみこな
み」「おちゃらかほい」

○おとをあわせてたのしもう①
「やまびこごっこ」「とんくるりん　ぱ
んくるりん」
○うたいつごうにほんのうた①
「おちゃらかほい」

○おとをあわせてたのしもう①②
「こいぬのマーチ」「ラデツキーこ
うしんきょく」
○うたいつごうにほんのうた①
「きみがよ」

「たのしいな　おもしろいな」①
「どんどんかくのはたのしいな
おひさまにこにこ」①

「チョキチョキかざり　おってチョ
キチョキ」①②

「すなやつちとなかよし　すなや
つちで」①

「いろいろなかたちのかみから」
①②
「ひもひもねんど」①

「せんせいあのね」①
「おってたてたら」①②

「コロコロぺったん　シャカシャカ
シャカシャカ」①②
「やぶいた　かたちからうまれた
よ」①②

「いろいろなはこから」①②③
「ごちそうパーティーをはじめよ
う！」①
「みてみておはなし」①②

「クルクル　まわして」①②
「はこ　かざるんるん」①
「でこぼこはっけん！」①②

「はこでつくったよ」①②
「のってみたいな　いきたいな」①
②

「どんどんならべて」①②
「コロコロゆらりん　かみざらコロ
コロ」①②

「いっしょにおさんぽ」①
「なにがでてくるかな？」①②

「うつした　かたちから えのぐを
つけたかたちから」①②

○体つくり運動①②
「体ほぐしの運動」「多様な動きを
作る運動」
○器械・器具を使っての運動遊
び①
「固定器具を使った運動遊び」

○走・跳の運動遊び①
「走の運動遊び」
○表現リズム遊び①③
「リズム遊び」

○新体力テスト①②③
○ゲーム
「鬼遊び」①②

○水遊び
「水になれる遊び」①
「浮く・もぐる遊び」①

○ゲーム
「ボール遊びゲーム」①②
○器械・器具を使っての運動遊
び
「鉄棒を使った運動遊び」①②

○器械・器具を使っての運動遊
び
「マットや鉄棒を使った運動遊
び」①③
○体つくり運動
「体ほぐしの運動」①
「多様な動きを作る運動」①②

○体つくり運動
「体ほぐしの運動」①
「多様な動きをつくる運動」①②
○ゲーム
「ボールゲーム」①②

○体つくり運動
「多様な動きを作る運動」①②
○器械・器具を使っての運動遊
び
「跳び箱を使った運動遊び」①②

○ゲーム
「ボールゲーム」①②

○走・跳の運動遊び
「走の運動遊び」①②
○表現リズム遊び
「リズム遊び」①②

「べんきょうがはじまりますよ」①

「あいさつ」①③
「がっこうにはね」

「きをつけて」①②

「ぼくのあさがお」

「ハムスターのあかちゃん」①
「みんないっしょ」②③
「うかんだうかんだ」①③

「はしのうえのおおかみ」①③
「にじがでた」①

「みんなだれかに」①②
「おうだんほどうで」①③
「ぼくのしろくま」①
「ぼくとシャオミン」③

「ダメ」①②
「こころはっぱ」①
「かぼちゃのつる」①
「こぐまのらっぱ」①③

「よりみち」①
「かやねずみのおかあさん」①
「どんぐり」①③
「にちようびのさんぽみち」①

「はなばあちゃんがわらった」① 「みんなのボール」②
「ええところ」③
「それっておかしいよ」②③

「二わのことり」①
「ぼくのはなさいたけど」①③
「いのちがあってよかった」②
「あのね」①

「どきどきどっきんぐ」②
「もうすぐ二ねんせい」①③

「１年生になったね～東っ子の学
び～」①②③
「トイレの使い方を知ろう」①②
「登下校の仕方を知ろう～交通
安全教室～」①②
「給食がはじまるよ」①

「そうじをがんばろう」①
「係の仕事を考えよう」①②
「運動会をがんばろう」①
「図書室に行こう」①

「大雨にそなえよう」①②
「歯を大切にしよう」①②
「水泳のきまり」①②
「クラス集会をしよう」①②

「１学期を振り返ろう」①②③
「夏休みの過ごし方を考えよう」
①②③

「学級の目標を考えよう」①②③
「係を決めよう」①②
「すききらいせずたべよう」①②

「目標やきまりについて考えよう」
①②
「目を大切にしよう」①②
「本と友だちになろう」①③
「東小まつりを楽しもう」①②

「目標やきまりについて考えよう」
①②
「学習発表会をがんばろう」①③
「校内持久走記録会をがんばろ
う～かぜをひかない体～」①②
③

「２学期を振り返ろう」①②③
「冬休みの過ごし方を考えよう」
①②③

「学級の仕事と目標について話
し合おう」①②
「係を決めよう」①②
「かぜにまけるな」①②

「感謝して食べよう～いただきま
す・ごちそうさま～」①②③
「感謝の心でそうじをしよう」①
「卒業を祝う会に向けて」①②

「②年間を振り返ろう」①②③

「春休みの過ごし方を考えよう」
①②③

学年行事

保護者・地域等との連携

育
て
よ
う
と
す
る
資
質
・
能
力
と
各
教
科
と
の
関
連

国語

算数

生活

音楽

図画
工作

体育

道徳

特別
活動

国語
（書写）

平成30年度　資質・能力の育成にかかる年間指導計画　　　　　（第１学年）                                           海田町立海田東小学校

月

学校行事

育てようとする資質・能力①主体性　②思考力　③自己理解

①【主体性】･･･目的意識をもち「学びたい」と意欲をもって，解決しようとする。意欲的に課題を発見し，探究し続けようとする。
②【思考力】･･･比較・分類・構造化・評価しながら，論理的に思考することができる。事象を多面的にみたり，関連付けたりしながら創造的に思考することができる。
③【自己理解】・・・客観的に自己の学びや学び方を振り返ることができる。社会とのつながりや学習の楽しさ，自分の成長に気付き，次の学習へ学びをつなげようとすることができる。

「はきはきあいさつ」①

「よろしくね」①②③

○すたあとぶっく①

「ようこそ一ねんせい」②③

○がっこうだいすき①②③ ○がっこうだいすき①③

「がっこうにはね」②

○がっこうだいすき①②③

みつけたよクイズ

○ぼく，わたしのアサガオさん「きれいにさいてね」①③

「チョキチョキかざり おってチョ

キチョキ」①②

「ぼくのあさがお」②③

あさがおリースづくり

めざせ みらいのオリンピアン「走・跳の運動遊び」

走の運動遊び①②③ 跳の運動遊び①②③

○なかよしむしハウスをつ

くろう「いきものとなかよし」

○よんでほしいな「むし大

はっけん」「わたしのはっけ

ん」①②③

○めざせ！むかしあそび名人「むかしあそびをたのしもう」

①②③

○じぶんでできるよ①②③

「ぼくのしごと」①

「１年間を振り返ろう」①②

つたえよう おもいでいろい

ろ一年生「「おもいでブック」

をつくろう」①②③


