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第2学年 生活科 平成2１年度 年間指導計画 (年間時数 105時限)
平成 21 年度移行措置内容 ●…関心・意欲・態度 ▲…思考・表現 ■…気付き

月 単元名 目標（ねらい） 学習内容 評価

４ 地域の自然探検への関 ◆昨年の記録から ●地域の自然探検への関心を高め，知

月 心を高めることができ ・昨年の自然観察の記録 りたい行って調べてみたいという願い

る。 を見て気づいたことや思 をもっている。

ったことを発表し合う。

自分たちの地域の自然 ◆みんなで いこう ●自分の地域について知っていること

について知っているこ ・地域について知ってい や行ってみたい所について発表しよう

となどを発表し合い， ることや行ってみたい所 としている。

もっといろいろな所に を紹介し合う。 ●友だちの発言を聞いて，自分の行き

行ってみたいという意 ・探検したい場所，調べ たい所を決めようとしている。

欲を高めることができ たいことなどについて具 ▲地域を探検する時のマナーやきまり

る。 体的に話し合う。 調べてみたいことについて，考えるこ

・探検の中で見つけたこ とができる。

と，気になったことを紹 ▲マナーやきまりを守って，地域を探

介し合い，情報を共有す 検することができる。

る。 ■自然の中で，何かを発見したり，地

域の人々とかかわったりする楽しさに

気づいている。

●探検して見つけたことや気になった

ことを，進んで発表し，次の探検への

意欲を高めている。

栽培する野菜を決める ◆なにを そだてようか ●自分が育てたい野菜を決め，育て方

ことができる。 な を聞いたり調べたりして育てる準備を

・育ててみたい野菜を決 しようとする。

め，育て方を調べる。

・苗や種，栽培道具など

を準備する

土作りを行う過程で， ◆つちって あたたかい ●野菜を育てるために，土作りを進ん

植物の生命に関心をも ね でしようとしている。

つ。 ・野菜を育てるための土

作りを行う。

野菜を育て，世話や観 ◆やさいを そだてたい ●野菜の生長を楽しみにしながら種ま

５ 察をしながらその生長 ・野菜の種をまいたり苗 きや苗植えをしようとしている。

月 を楽しむ。 を植えたりする。 ●進んで野菜の世話をし，その生長を

・水やりや除草，支柱立 楽しんでいる。

て，追肥などの世話を継 ▲野菜の生長の様子から，世話の仕方

続して行う。 を考え工夫している。

・変化や生長の様子，気 ▲野菜が育つ様子や，そのときの自分

づいたことや困ったこと の気持ちを表現している。

を絵や文，動作などで表 ■野菜を栽培するための，適切な世話

現する。 の仕方に気づいている。

・栽培過程の問題を話し

合ったり調べたりして対
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処する。

公園や野原，水辺で生 ◆生きもの見つけ 大さ ●生き物を見つけて，触れ合いたいと

き物探しをしたり，生 くせん いう思いをもって探しに行こうとする。

き物を捕ったりして， ・生き物が見つかる場所 ●生き物を探してかかわりをもとうと

生き物とのかかわりに について話し合う。 している。

関心をもつことができ ・公園や野原で生き物を ▲自然の中での生き物の様子からそれ

る。 探して触れ合う。 ぞれの生き物のいる場所を考えること

ができる。

▲生き物が生息している場所や生き物

の自然の中での様子を表現することが

できる。

６ ■生き物が生息するには，それぞれ好

月 む場所があることに気づいている。

野菜の収穫を喜び，身 ◆できたよ， おいしい ●自分で育てた野菜の収穫を喜び，大

近な人と，その収穫を ね 切にしようとしている。

楽しむ。 ・野菜の収穫を喜び合う。▲野菜が育って収穫できた喜びを，自

・育てた野菜を身近な人 分なりの方法で表現することができる。

と味わったり，生長の喜 ▲育てた野菜の収穫を身近な人と楽し

びを表現したりする。 む方法を考える。

・これから育てられる野 ■野菜にも生命があることを感じ，自

菜を調べる。 分が適切に世話をすることができるよ

うになったことに気づく。

植物とかかわり，育て ◆ジャンプ画面 ●植物を育てることに関心をもち，こ

る喜びを感じ，意欲を ・ジャンプ画面を見て今 れからも進んでかかわっていこうとす

７ 高める。 までの栽培経験を発表す る。

月 る。 ■地域の人々から､地元の野菜について

・画面の様子を見て，栽 話を聞き、野菜作りの大変さやその工

培してみたい植物につい 夫に気づいている。

て話し合う。

生き物の育て方を調べ ◆げんきに そだて ●生き物の育て方について調べようと

たり実際に育てたり ・生き物の育て方を調べ，する。

て，その変化や成長実 飼育環境を整える ●生き物に親しみを感じて飼育しよう

感し，喜びを味わう ・えさの準備やすみか作 としている。

りをして継続的にかかわ ▲生き物を捕まえた時の様子から適し

る。 た飼育環境を考えることができる。

・変化の様子を観察し， ▲生き物の成長の様子から，適切な飼

成長する喜びを味わう。 育の仕方を工夫することができる。

９ ▲生き物の観察をして感じたことや発

月 見したことを表現することができる。

■生き物には好むえさがあることや飼

育に適した環境があることに気づいて

いる。

■生き物の成長や変化の特徴に気づい

ている。

■生き物の成長を喜び，生き物にも命

があることに気づいている。
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めあてをもって地域探 ◆もっと地いきたんけん ●思いや期待をもって，探検する場所

検をし，自然に親しん ・探検したい場所を相談 を決めている。

だり公園などで遊んだ して決める。 ●進んで，探検グッズを作ったり，話

りして、さまざまな人 ・探検に必要な物を考え，し合いの中でアイデアを出したりして

10 々と触れ合ったりする 準備する。 いる。

月 ことができる。 ・あったら便利な探検グ ▲探検する時のマナーや安全について

ッズを作成・準備する。 考えることができる。

・交通ルールなどに配慮 ●あいさつをしたり話しかけたりする

しながら，探検に出発す など，地域の人々に進んでかかわろう

る。 としている。

・計画をもとに自然探検 ●地域の人々やさまざまな場所とかか

をする。 わることを楽しもうとしている。

・五感を働かせて自然探 ▲マナーや安全を守って，地域を探検

検をする。 したり公園などの施設を利用したりす

・探検の中で地域の人に ることができる。

インタビューをしたりし ■公共物や公共施設はさまざまな人が

て、地域の人々と触れ合 利用していることがわかる。

い交流を深める。 ■挨拶や触れ合いを通じて、自分たち

・地域の公園などを利用 は､常に地域の人々から見守られている

したり，地域で働く人と ことに気づいている。

触れ合ったりする。

好きになった場所や親 ◆しりたいな，みんなの ▲探検の中で見たことや聞いたことを，

10 しくなった人々などの 大はっけん 話すことができる。

月 ことを表現することが ・探検の中で気づいたこ ▲探検の中で見たことや聞いたことを

できる。 とや驚いたこと，インタ 新聞，カード，クイズ、パソコンにな

ビューしてわかったこと ど、発表方法を工夫して紹介すること

や人との触れ合いなどを ができる。

紹介し合う。 ■地域には親しくなった人や好きにな

・地域の人に協力しても った場所，施設などがあることに気づ

らい，自分たちが教えて いている。

もらったことや関心をも ■愛着のある場所が増えたり、人と上

ったことなどをほかの友 手に接したりできるようになったこと

だちにも紹介する。 に気づいている。

・クイズを作るなど，地 ■地域の自然の変化やその美しさを味

域のことを理解し、愛着 わい、その大切さに気づいている

がもてるように楽しい発

表を考える。

・これからもっと探検し

たい場所を考える。

これからも地域の人々 ◆ジャンプ画面 ●地域の人々やさまざまな場所，施設

やさまざまな場所とか ・ジャンプ画面を見なが に親しみをもち，これからも進んでか

かわっていこうとする ら，これからの地域への かわろうとしている。

かかわりなど，思ったこ

とを発表し合う。

11 自分たちの会への意欲 ◆ホップ画面 ●みんなで楽しい会を開きたいという

月 を高めることができ ・みんなで演奏会を楽し 思いをもっている。

る。 んでいるホップ画面を見

て，思ったことや感じた ●会を開いて自分がやってみたいこと

会の計画を立て，材料 ことを話し合う。 や作ってみたい物を招待する人のこと

た
ん
け
ん

は
っ
け
ん

大
ぼ
う
け
ん
⑪

た
ん
け
ん

は
っ
け
ん

大
ぼ
う
け
ん
⑫



- 4 -

を集めてゲームやおも ◆どんな ことが でき を意識して，意見を出そうとしている。

ちゃを製作する。 るかな ▲作ってみたい物に使う材料について

・どんな会を開きたいか 考えたり，作り方や遊び方を工夫した

を話し合う。 りして作ることができる。

・お世話になった人や知 ■身近な素材を集めるための方法に気

り合った人を招待する計 づいている。

画を立てる。 ■作る時に必要な道具を安全に使う方

・身近にある材料を使っ 法がわかっている。

て，遊ぶ物や飾りなどの ■遊んだり遊ぶ物を作ったりするため

製作の計画を立てる。 に適した材料があることに気づいてい

・材料を集めて，製作す る。

る。

自分たちで遊びなが ◆あそんで ためして ●自分たちが作ったもので，何度も遊

ら，改良を加えること くふうして び，試そうとする。

ができる。 ・作った物で遊んでみる。▲遊び方や約束を工夫しながら，さら

・相手を意識して，作っ に楽しい遊びにしている。

た物や遊び方の工夫をす ■約束やルールがあるとより楽しめる

る。 ことに気づいている。

■作った物やその遊び方が，招待した

相手にふさわしいかどうか気づいてい

12 る。

月

招待状を作り，招待す ◆ひろがれ みんなの ●会に招待する人を決め，招待状を作

る人々に渡すことがで おもい って，届けようとしている。

きる。 ・会に招待したい人を話 ▲会に招待したいという思いが伝わる

し合い，来てくれる人の ように，言葉づかいや表現方法を工夫

ことを考え，招待状を作 して，招待状を作っている。

る。 ■自分たちの安全を守ってくれる地域

・作った招待状を渡しに の人や、学校で支えてくれる人々への

いく。 感謝の気持ちに気づいている。

会に招待した人と一緒 ◆わくわくゆめランドへ ●招待した人たちとかかわりながら，

１ に，楽しむことができ ようこそ 楽しもうとしている。

月 る。 ・楽しい会を満喫する。 ▲招待した人の気持ちを考え，相手に

・招待した人々とともに 応じた接し方をしている。

楽しむ。 ■招待した人たちと会を通して親しく

なれたことに気づいている。

お世話になった人への ◆ジャンプ画面 ●自分たちで作り上げることのよさや

愛着をさらに深めると ・教科書の画面を見なが 楽しさを知り，これからも主体的に活

ともに，自分たちの生 ら，自分たちの力で，さ 動に取り組んでいこうとする。

２ 活を楽しくしようとす らに，してみたい会につ

月 る。 いて話し合う。

育ててきた生き物の成 ◆わたしたちの 生きも ●育てた生き物について，その様子な
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長や変化の様子，生き のランド どについて伝えたいという思いをもっ

物に対する思いを表現 ・育ててきた生き物の特 て，成長の様子やかかわりを表現し，

して，友だちに伝える 性やこれまでのかかわり 発表しようとしている。

ことができる。 を振り返り，自分なりに ▲生き物の特性やかかわり，成長の様

表現する。 子や生き物への思いを表現している。

・自分がかかわってきた ■どの生き物も自分と同じように生命

生き物について感じたこ をもっていることに気づき，生き物に

とや気づいたこと，生き 親しみをもつ。

物への思いを発表する。

これからも生き物とか ◆ジャンプ画面 ●生き物に親しみをもち，これからも

かわっていこうとする ・ジャンプ画面を見て， 進んでかかわろうとしている。

欲を高めることがで これまでかかわった生き

きる。 物やこれからのかかわり

方を話し合う。

自分の成長への関心を ◆ホップ画面 ●自分の成長への関心を高め，進んで

高めることができる。 ・ホップ画面を見て，自 振り返ろうとしている。

分たちができるようにな

ったこと，してきたこと

などについて話し合う。

生活や身近にある物や ◆じぶんたんけん ●自分が気づいたこと，思っているこ

人と，自分とのかかわ ・大切にしている物や自 とを発表しようとしている。

りに目を向け，今の自 分の特技，好きなこと， ▲自分ができるようになったことを考

３ 分自身について知るこ 性格などについて話し合 えたり，友だちについて表現したりし

月 とができる。 う。 ている。

・自分の周りの人，大事 ■自分の周囲には，自分を見守る多く

な人について考える。 の人たちがいることに気づいている。

・入学してからできるよ

うになったことや以前と

比べて上手になった

ことなどを自分自身で振

り返る。

これまでの自分や今の ◆わたしの ことを お ●身の回りの人に，自分の成長につい

自分についていろいろ しえてね て聞こうとしている。

な人に話を聞いたり， ・自分が関心をもったこ ●これまでの生活について振り返り，

調べたりして，成長を とについて調べる。 成長を知るために必要なことを探そう

自分なりの方法で表現 ・さまざまな人とかかわ としている。

することができる。 って話を聞く。 ●自分の成長についていろいろな方法

・わかったことを自分な で記録しようとしている。

りの方法で表現する。 ▲自分のことについて聞いたことの中

から，自分にとって必要な部分を選択

することができる。

▲自分のことについて調べたことを，

自分なりの方法で表現することができ

る。

▲手がかりをもとに，自分の成長につ

いて考えることができる。

■多くの人々が自分の成長を温かく見

守り，支えてくれていることに気づい
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ている。

■自分ができるようになったこと，大

きくなったことを実感して，自分の成

長に気づくことができる。

これからの自分の成長 ◆これからの わたし ●もっと，自分が成長したいという思

を期待し，してみたい ・これからの自分の成長 いをもち，これから取り組みたいこと

ことへの思いや願いを に期待をもつ。 を考えようとする。

もつことができる。 ・これからの自分の目標

について話し合う。

これからの自分の成長 ◆ジャンプ画面 ●自分の成長の夢を描き，これからの

や生活に期待をもち， ・ジャンプ画面を見て， 生活に意欲的にかかわっていこうとし

生活への意欲を高める 将来の夢を話し合うこと ている。

ことができる。 ができる。 ■自分の周囲の人が成長を支えてくれ

たことに気づき，感謝の気持ちをもち，

これからも意欲的に生きていこうとす

る。


