
 

 

児童の活動（○），ねらい（・），教師の支援(☆)，環境構成（◎） 

 

 

 

今週のねらい： 「学校って楽しいな。」と感じ，楽しく安心して過ごす。 

月日 ４/４（月） ４/５（火） ４/６（水） ４/７（木） ４/８（金） 

行事 

予定 
                               入学式  

時間    活動の流れ 活動の流れ 

     登校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝の支度と自由遊び 

ねらい（・） 

 

 

 

教師の支援（☆） 

 

 

 

環境構成（◎） 

 

 

 

 

 ゆうちゃんタイム（自由遊び）   

音楽（３／９） その他（６／９） 担任他 

 

 

 

 

 

２    行事（１） 学活（１） 

入学式 

 

 

 

 

すたあとぶっく 

今日から１年生 
○「前はどうだったかな」と園にあったものや使

い方などを比べながら，教室や教室の周りをみ

んなで探検する。 

・ロッカーやトイレ，靴箱などの使い方を知る。 

・園での経験を生かせば，「できる」という安心

感を持って活動や学習をする。 

・身の回りを整え，学校の物を大切に使おうとす

る。 

３    

 

 

 

 

行事（１） 生活（１）  担任・田邊 

入学式 

 

 

 

 

すたあとぶっく 

今日から１年生 
○お手紙リレーの練習をしたり，下校グループの

確認をしたりする。 

・帰りの支度や安全な下校の仕方について知る。 

☆教師がモデルを示す。危ない例を見せて注意喚

起する。 

 

４        

 

 

          

  

５      

時数 

国語（書写） 算数 生活 音楽 図工 体育 道徳 学活 行事 計 その他 

 ０ １ ３／９ ０ ０ ０ １ ２ ４と３／９ ６／９ 

【友和小学校】 スタートカリキュラム ４月週案 第１週（４/６～４/８） 

○朝の支度を全員で一緒にする。 

☆視覚的に捉えやすい朝の支度の手

順を掲示する。 

◎見て分かりやすい表示や児

童の動線を考えた物の配置

をする。 

◎園の環境に近い雰囲気にな

るように，絵本コーナー，折

り紙などを用意する。 

☆学級で児童を迎え，「おはよ

う」の声かけをする。 

 

・ 学校は安心できるところだ

という気持ちを持つ。 

 

帰りの会 

１．帰りの支度 （机の上に持って帰るものを全

部出す→ランドセルにしまう） 

２．先生の話（月曜日の予定） 

３．帰りのあいさつ 

４．グループづくり（見守り隊と下校） 
 

朝の会 
１. あいさつ 

２. 健康観察 

３. 今日の予定 

４. 園で親しんでいた手遊びや歌， 

リズム遊び，関わりが持てるゲーム等 

５．読み聞かせ 



 

 

今週のねらい：  「学校って楽しいな。」と感じ，楽しく安心して過ごす。 

月日 ４/11（月） ４/12（火） ４/13（水） ４/14（木） ４/15（金） 

行事 

予定 
給食開始 （４校時日課） （４校時日課） 担任出張 （５校時日課スタート）   

時間 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ 

 登校 登校 登校 登校 登校 

８：15

～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝の支度 

 

 

 

 

 

ゆうちゃんタイム(自由遊び) 

 

朝の支度 

 

 

 

 

 

ゆうちゃんタイム(自由遊び) 

 

朝の支度 

 

 

 

 

 

ゆうちゃんタイム(自由遊び) 

 

 

朝の支度 

 

 

 

 

 

ゆうちゃんタイム(自由遊び) 

 

朝の支度 

 

 

 

 

 

ゆうちゃんタイム(自由遊び) 

 

１ 

 

 

 

ゆうちゃんタイム（朝の会） 

音楽（６／９）その他（1２／９） 

担任他 

ゆうちゃんタイム（朝の会） 

音楽（２／９） 国語（２／９） 

算数（２／９）その他（３／９） 

担任他 

ゆうちゃんタイム（朝の会） 

音楽（２／９） 国語（２／９） 

算数（２／９）その他（３／９） 

担任他 

ゆうちゃんタイム（朝の会） 

音楽（２／９） 国語（２／９） 

算数（２／９）その他（３／９）

担任他 

ゆうちゃんタイム（朝の会） 

音楽（２／９） 国語（２／９） 

算数（２／９） その他（３／９） 

担任他 

朝の会 
１. あいさつ 

２. 健康観察 

３. 今日の予定 

４. 園で親しんでいた手遊びや 

歌，リズム遊び等 

５. 読み聞かせ 

朝の会 
１. あいさつ 

２. 健康観察 

３. 今日の予定 

４. 園で親しんでいた手遊び 

や歌，リズム遊び等 

５. 読み聞かせ 

朝の会 
１. あいさつ 

２. 健康観察 

３. 今日の予定 

４. 園で親しんでいた手遊びや 

歌，リズム遊び，関わりが持

てるゲーム等 

５. 読み聞かせ 

朝の会 
１. あいさつ 

２. 健康観察 

３. 今日の予定 

４. 園で親しんでいた手遊び 

や歌，リズム遊び，関わりが

持てるゲーム等 

５. 読み聞かせ 

朝の会 
１. あいさつ 

２. 健康観察 

３. 今日の予定 

４. 園で親しんでいた手遊びや歌， 

リズム遊び，関わりが持てるゲ

ーム等 

５. 読み聞かせ 

２  音楽（１） 吉本 音楽（１） 吉本 国語（１）     生活（１）  

 あつまれ！おんがくなかま 

○園で歌ったことのある歌をみ

んなで歌う。 

あつまれ！おんがくなかま 

○教科書の挿絵から，知っている

歌を見付けて歌う。 

 

  ほんが たくさん 

○図書室に行き，読み聞かせを

聞いたり，読みたい本を読ん

だりする。 

・図書室での約束が分かる。 

みんなでがっこうをあるこう 

○探検に行った時に見付けたものや

もっと知りたいものについて話し

合う。 

・探検に行きたい場所を考えること

ができる。 

 

３ 

生活（５／９） 体育（４／９） 外国語（１） 酒見・ブリタニー     道徳（１） １－（１）     体育（１） 図工（２） 

なかよしになりたいな 

固定施設を使った運動遊び 
○友達と外遊びを楽しむ。 

・友達と遊ぶことができる。 

・遊具の使い方が分かる。 

☆遊びに入りにくい児童には，声

をかけ一緒に遊ぶ。見守り 

あいさつ 

○ ALTの先生と触れ合ったり，

英語のあいさつを楽しんだり

する。 

・英語の学習が楽しみだという

気持ちを持つ。 

べんきょうがはじまりますよ すたあとぶっく 

○わがままをしないで，規則正し

い生活をする。 

○楽しみなことなどを話す。 

・１年間の学校生活が分かる。 

☆２年生が描いた１年間の思い

出の絵からイメージさせる。 

固定施設を使った運動遊び 

 

○遊具の使い方や決まりを守

り，友達と遊ぶ。 

・着替えの仕方や並び方なども

確認する。 

たのしいな おもしろいな 
かたちやいろをたのしもう 

○図工の１年間の活動の見通しを持

ったり，お道具箱の中身を確認し

たりする。 

・教科書の内容を知り，活動への期

待や関心を高める。 

 

４ 

学活（１） 生活（１） 上野・中船津 生活（４／９） 国語（５／９） 生活（１）  

おいしいきゅうしょく 

○園での給食・お弁当のときの約

束やルールを紹介し合う。 

・給食で楽しみなことを話す。 

・待ち方や食べ方の約束が分か

る。 

☆「トイレ・手洗い・うがい・マ

スク♪」の合言葉をつかう。 

すたあとぶっく 
○はみがき・手洗いの仕方を知

る。 

・歌に合わせて練習をする。 

☆養護教諭と連携して，手の洗

い方の写真やビデオなどを用

意する。 

なかよしになりたいな 

○自分の名前や好きなものを紹

介する。 

☆はじめは隣の人と自己紹介を

し，自信が持てるようにする。 

みんなでがっこうをあるこう 

○学校をみんなで一緒に歩く。 

・歩くときの約束や職員室，保

健室，音楽室，体育館の入り

方が分かる。 

・お道具箱を１年間大切に使おうと

いう気持ちを持つ。 

○自分の顔や好きなものの絵を描

く。 

・形や色の特徴を考えながら描く。 

５ 

  算数（１） 国語（１） 書写（１） 

  オリエンテーション 

○教科書の挿絵を見て気付いた

ことを話し合う。 

・児童の自由な発想に任せて，絵

から思い浮かべる話を膨らま

せる。 

（手の挙げ方，返事，聞き方） 

☆ペアで一緒に見合い，見付けら

れるようにする。 

みんなのせかい 

○教科書の挿絵を見て気付いた

ことを話し合う。 

・児童の自由な発想に任せて，

絵から思い浮かべる話を膨ら

ませる。 

（手の挙げ方，返事，聞き方） 

しせいともちかた 

○字を書くときの姿勢と持ち方を確

認する。 

・書写ノートにある線を丁寧になぞ

り書きする。 

 

   

 

  

時数 
国語（書写） 算数 生活 音楽 図工 体育 道徳 学活 行事 計 外国語 その他 

４と４／９（１） １と８／９ ４ ３と５／９ ２ １と４／９ １ １ ０ 19と３／９  １ ２と６／９ 

【友和小学校】 スタートカリキュラム ４月週案 第２週（４/11～４/15） 

・好きな遊びを選んで友達と楽しく遊ぶことができる。（少しずつ新しい友達と交流できるように） 

☆遊びに入りにくい児童には，声をかけたり一緒に遊んだりする。 

◎園の環境に近い雰囲気になるように，ゆうちゃんルームに遊べるコーナーを用意する。（折り紙，ブロック，レゴ，積み木・ドミノ，あやとり） 

帰りの会        １.帰りの支度  ２.先生の話（振り返り＆翌日の予定） ３.あいさつ  ４．グループづくり（水曜日まで見守り隊と

下校） 
 

           

 

 

ねらい（・）         ・学校は安心できるところだという気持ちを持つ。 

・朝の支度（ランドセルの片付けなど）の仕方が分かる。 

教師の支援（☆）   ☆学級で児童を迎えるとともに，朝の支度ができるように必要に応じて援助する。（複数体制） 

環境構成（◎）     ◎朝の支度の順序を示した掲示を用意する。 

◎見て分かりやすい表示や児童の動線を考えた物の配置をする。（くつ箱，ロッカー，上ぐつ袋など） 



 

 

今週のねらい：先生や友達と仲良く遊んだり，話をしたりすることができる。 

月日 ４/18（月） ４/19（火） ４/20（水） ４/21（木） ４/22（金） 

行事 

予定 
家庭訪問（４校時日課）  家庭訪問（４校時日課） 市教研（１５：３０～） 家庭訪問（４校時日課） 

時間 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ 

 登校 登校 登校 登校 登校 

８：15～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝の支度と自由遊び 

ねらい（・） 

 

 

教師の支援（☆） 

 

 
 

環境構成（◎） 

 

朝の支度と自由遊び 

 

 

 

朝の支度と自由遊び 

 

 

 

 

朝の支度と自由遊び 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝の支度と自由遊び 

 

 

１ 

 

 

 

 

ゆうちゃんタイム（朝の会） 

音楽（２／９） 国語（２／９） 

算数（２／９）その他（３／９）

担任他 

ゆうちゃんタイム（朝の会） 

音楽（２／９） 国語（２／９） 

算数（２／９）その他（３／９）

担任他 

ゆうちゃんタイム（朝の会） 

音楽（２／９） 国語（２／９） 

算数（２／９）その他（３／９）

担任他 

ゆうちゃんタイム（朝の会） 

音楽（２／９） 国語（２／９） 

算数（２／９）その他（３／９）

担任他 

ゆうちゃんタイム（朝の会） 

音楽（２／９） 国語（２／９） 

算数（２／９）その他（３／９） 

担任他 

朝の会 
１.あいさつ 

２.健康観察 

３.今日の予定 

４.児童の好きな歌，リズム遊び， 

５．ゲーム（関わり・相談） 

６.読み聞かせ 

朝の会 
１.あいさつ 

２.健康観察 

３.今日の予定 

４.児童の好きな歌，リズム遊び， 

５．ゲーム（関わり・相談） 

６.読み聞かせ 

朝の会 
１.あいさつ 

２.健康観察 

３.今日の予定 

４.児童の好きな歌，リズム遊び， 

５．ゲーム（関わり・相談） 

６.読み聞かせ 

朝の会 
１.あいさつ 

２.健康観察 

３.今日の予定 

４.児童の好きな歌，リズム遊び， 

５．ゲーム（関わり・相談） 

６.読み聞かせ 

朝の会 
１.あいさつ 

２.健康観察 

３.今日の予定 

４.児童の好きな歌，リズム遊び， 

５．ゲーム（関わり・相談） 

６.読み聞かせ 

２ 
国語（１） 

 道徳（１）  ４－（４） 

担任・田邊 
音楽（１） 吉本 学活（１） 書写（１） 

みんなのせかい 

○教科書の挿絵を見て，子供の様

子や話していることなどを話

し合う。 

・児童の自由な発想に任せて，絵

から話を膨らませる。 

☆吹き出しを用意する。 

（手の挙げ方，返事，聞き方） 

ようこそ１ねんせい  すたあとぶっく 

○学級や学校の生活を楽しくす

る。 

○教科書や２年生の絵を見て，楽

しみなことを話し合う。 

・どんな勉強や行事があるかをつ

かませる。 

☆２年生の絵やメッセージ，昨年

度の写真を見せながら具体的

にイメージできるようにする。 

おんがくにあわせて 

○歌に合わせてかもつれっしゃ

になって遊ぶ。 

・友達とつながり，音楽に合わせ

て動くことができる。 

☆相手を見付けることができる

ように必要に応じて声をかけ

る。 

  図書室の利用の仕方 

○図書室に行き，図書室での約束

が分かる。 

・読み聞かせを聞いたり，読みた

い本を選んだりする。 

しせいともちかた 

○字を書く姿勢や鉛筆の持ち方を

練習する。 

・字を書く姿勢や鉛筆の持ち方が分

かる。 

☆「ぺた・ぴん・とん」や「ぱっく

ん・くるりん・ざぶとん・ぴた」

の合言葉を使う。 

 

３ 

学活（１） 算数（１） 図工（２） 体育（１） 算数（１） 

掃除の手順「ピカピカ大作戦」 
○園での掃除のときの約束や掃

除の仕方を紹介し合う。 

○掃除の手順や仕方を考える。 

・園での経験を生かし，掃除をし

ようという意欲を持つ。 

☆見守り隊の方に，グループごと

に担当してもらう。 

算数への導入 

○絵を見てものの集まりを見付

け，線で結んで比べる。 

・２つのものの集まりの数の多少

を１対１対応で比べることが

できる。 

☆まずは全体でやり方を確認す

る。掲示用の絵の用意。 

たのしいな おもしろいな 
かたちやいろをたのしもう 

○色画用紙をちぎったり貼った

りして，楽しく顔を作る。 

・目や鼻の形や力の入れ方に気を

付けて，紙をちぎる。 

・友達と紹介し合うことで，新し

い友達と仲良くなる。 

固定施設を使った運動遊び 
○遊具で友達と仲良く遊ぶ。 

・遊具の使い方や順番を守ること

ができる。 

☆正しく遊具で遊べるように，始

めに約束を確認する。 

 

かずとすうじ 

○絵を見て，指で押さえたり印を付

けたりして，５までの数を数え

る。 

・５までの数を数えることができ

る。 

☆まずは全体でやり方を確認する。

掲示用の絵の用意。 

 

４ 

行事（１） 生活（１） ☆顔を黒板に掲示し，楽しい教 算数（１） 音楽（１）吉本 

身体測定 
 
 

なかよしになりたいな 

○友達と自己紹介カードを作る。 

☆グループ机にして，友達と話し

ながら作れるようにする。 

室になることを感じさせる。 

☆ちぎるのが難しい児童のため

に，予備の紙を用意し，何度も

挑戦できることを伝え安心感

を持たせる。 

算数への導入 

○ブロックを置いて比べる。 

・２つのものの集まりの数の多少

を１対１対応で比べることが

できる。 

 

おんがくにあわせて 

○あそびうた 

・「ひらいらひらいた」を友達と楽

しむことができる。 

◎広い運動場を使うことでのびの

びと活動できるようにする。 

５ 

 国語（１）   生活（５／９）・国語（４／９）  

 みんなのせかい 

○教科書の挿絵を見て，子供の様

子や話していることなどを話

し合う。② 

・児童の自由な発想に任せて，絵

から話を膨らませる。 

☆吹き出しを用意する。 

 なかよしになりたいな・よろしくね  

○友達と自己紹介カードを交換

する。 

◎新しい友達とを条件にし，関わ

りを広げさせる。 

☆自由に教室を歩きながら，たく

さんの友達とカードが交換で

きるようにする。 

 

   

 

  

時数 

国語（書写） 算数 生活 音楽 図工 体育 道徳 学活 行事 計 その他 

４と５／９  

（１） 

４と１／９ １と５／９ ３と１／９ ２ １ １ ２ １ ２０と３／９ １と６／９ 

◎朝の支度の順番を示した掲示を用意する。 

◎児童が作った作品を飾れる場や交流できる場を用意する。 

 

☆自力で朝の支度ができにくい児童には，個別で対応し，できたら肯定的な声かけをする。 

☆新しい友達との関係が広がるように声をかける。 

 

・ 登校したら，朝の支度を自分でする。（今週から名札付けも始める） 

・ 困ったことがあれば教師に言うことができる。 

 

帰りの会      １.帰りの支度  ２.先生の話（振り返り＆翌日の予定） ３.あいさつ（ハイタッチでさようなら） 

       

 

 

 

【友和小学校】 スタートカリキュラム ４月週案 第３週（４/18～４/22） 



 

 

 

今週のねらい： 先生や友達と仲良く遊んだり，話をしたりすることができる。 

月日 ４/24（日） ４/26（火） ４/27（水） ４/28（木） ４/29（金） 

行事 

予定 
参観日，PTA総会，学級懇談 

（６校時日課） 

歌声朝会 

尿容器配布 家庭訪問 

学級指導 

尿検査提出日 

  

時間 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ  

 登校 登校 登校 登校  

８：15

～ 

 

 

 

 

朝の支度 

ねらい（・） 

 

 

教師の支援（☆） 

 

 

朝の支度 

 

 

 

朝の支度 

 

 

 

朝の支度 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

１ 国語（１） 国語（１） 国語（１） 学活（１）  

    ほんがたくさん 
○本の読み聞かせを楽しむ。 

・静かに聞き入り，お話の世界に入

ることができる。 

 

    ほんがたくさん 
○本の読み聞かせを楽しむ。 

・静かに聞き入り，お話の世界に入

ることができる。 

・友達と感想を言い合う。 

☆友達とお話の感想を話し合わせ

る。 

     ほんがたくさん 
○本の読み聞かせを楽しむ。 

・静かに聞き入り，お話の世界に入

ることができる。 

☆感想が言える児童には，発表する

場をつくる。 

日直の仕事，朝の会，帰りの会 
○日直の仕事や朝の会，帰りの会に

ついて話し合う。 

・日直の仕事や朝の会，帰りの会の

仕方が分かる。 

 

２ 音楽（１） 吉本 算数（１） 算数（１） 算数（１）  

おんがくにあわせて 

○曲に合わせて体を動かす。 

・曲の気分を感じ取って体を動かし

ながら聴くことができる。 

☆動きを見せたいという児童に前に

出てもらい，他の児童に参考にさ

せる。 

かずとすうじ 

○５までの数を書く。 

・５までの数の書き方が分かり，正

しく書くことができる。 

☆肯定的な評価を積極的に入れ，自

信を持たせる。 

かずとすうじ 

○おはじきを使って数当てゲームを

する。 

・５までの数の合成・分解ができる。 

☆隣の児童とペアになり，楽しく学

習できる雰囲気を作る。 

かずとすうじ 

○絵を見て 10までの数を数える。 

・10までの数の数え方がわかる。 

☆掲示用の絵を準備。 

 

 

３ 

算数（１） 国語（１） 生活（１） 体育（１）  

かずとすうじ 

○５までの数をブロックで表した

り，数字カードで表したりする。 

・５までの数について，ブロック，

数図カード，数字カードの対応が

できる。 

☆ゲーム感覚で繰り返し練習させ

る。 

じをかこう 

○平仮名の練習をする。 

・言葉集めを楽しんだり，姿勢や鉛

筆の持ち方に気を付けて書いたり

することができる。 

☆机間指導で，肯定的な言葉がけを

する。 

ともだちとがっこうをたんけんしよう  

○自分の行きたい場所を見付けて，

探検をする。（グループ） 

・探検の約束を守って校内を歩く。 

・何があるかを見付けることができ

る。 

☆興味が持てるような声かけをす

る。 

    体ほぐしの運動 
○２人組やグループでいろんな運動

をする。 

・友達と関わりながら体を動かす楽

しさを体験する。 

☆徐々に人数を増やしていき関わり

を広げる。 

 

 

 

４ 

生活（１） 体育（１） 生活（１） 書写（１）  

ともだちとがっこうをたんけんしよう  

○自分の行きたい場所を見付けて，

探検をする。（個人） 

・探検の約束を守って校内を歩く。 

・何があるかを見付けることができ

る。 

☆探検の約束を掲示して確認する。 

固定施設を使った運動遊び 
○遊具で友達と仲良く遊ぶ。 

・遊具の使い方や順番を守ることが

できる。 

・友達と仲良く遊ぶことができる。 

☆タイヤとびじゃんけんなど，いろ

いろな遊び方ができることを知ら

せる。 

ともだちとがっこうをたんけんしよう  

○見付けたものをカードにかく。 

・見付けたもので，みんなに教えた

いものを選びカードに描くことが

できる。 

 

 

ひらがなのかきかた① 
○平仮名の書き方を練習する。 

・姿勢や鉛筆の持ち方やとめ・はね・

はらいに気を付けて練習する。 

☆「ぺた・ぴん・とん」や「ぱっく

ん・くるりん・ざぶとん・ぴた」

の合言葉で分かりやすく楽しく覚

えさせる。 

 

５ 

国語（１）  体育（１）    道徳（１）  ４－（１）  

   あいうえおのうた 
○「あいうえおのうた」を音読した

り，言葉集めをしたりする。 

・口形に気を付けて音読する。 

・あいうえおの付く言葉を集めるこ

とができる。 

☆手を叩いてリズム打ちをしたり，

読み方を工夫したりする。 

      体ほぐしの運動 
○友達と２人組でいろんな運動をす

る。 

・友達と関わりながら体を動かす楽

しさを体験する。 

☆上手くできていないペアには補助

をしたり声をかけたりする。 

うさぎの遠足 

    つうがくろをあるこう 

○絵を見て，いけないことやいいこ

とを話し合う。 

・遠足の時の約束が分かり，遠足を

楽しみにする気持ちを持つ。 

☆どうしていけないのかを理由を自

由に話をさせる。 

 

６ 

       図工（１）     

ひもひもねんど 

○粘土で好きなものを作る。 

・自分の作りたいものを決め，粘土

で形を作ることができる。 

◎楽しく話をしながら作れるよう

に，グループ机にする。 

     
 

 

     

時数 

国語（書写） 算数 生活 音楽 図工 体育 道徳 学活 行事 計  

６（１） ４ ３ １ １ ３ １ １ ０ ２０  

☆学級で児童を迎えるとともに，自分で朝の支度ができるように必要に応じて援助する。 

 

・ 登校したら，朝の支度（ランドセルの片付けなど）を自分でする。（健康観察 呼名） 

 

【友和小学校】 スタートカリキュラム ４月週案 第４週（４/24～４/29） 

帰りの会      １.帰りの支度  ２．学級の仕事のお手伝い ３.先生の話（振り返り＆翌日の予定） ４.あいさつ（ハイタッチでさようなら） 

       

 

 

 



 

 

 

今週のねらい： 遠足を通して，縦割り班の人達とのつながりをつくる。 

月日 ５/２（月） ５/３（火） ５/４（水） ５/５（木） ５/６（金） 

行事 

予定 
遠足                   

時間 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ  

登校後 

 

 

     

８：20 

～ 

 

 
  

 
 

８：40 

  ～ 

   
 

 

１ 

 

 

 

 

行事（５）    国語（１） 

１年生歓迎遠足 
○６年生と一緒に歩いていったり，

歓迎会をしたりする。 

・友達や縦割り班の人と仲良くな

る。 

☆声をかけて励まし，児童の様子を

見ながら関わりが持てるような

声かけをする。 

   あいさつ 

はきはきあいさつ 
○いろいろなあいさつの仕方がわかる。ど

んな返事の仕方がよいか話し合って，練

習をする。 

・返事の仕方が分かり，大きな声で「～で

す」と返事をすることができる。 

☆よい例，悪い例のモデルを示し，理由を

話し合わせる。  

２     図工（２） 

    せんせいあのね 
○遠足での思い出を絵に描く。 

・楽しかったことや友達に教えたいことを

絵に表すことができる。 

３  
 

  ☆写真を用意し，まずはあったことをみん

なで話をしながら，遠足の様子を思い出

させる。 

    ☆描きにくい児童には，個別で個別で話を

しながらイメージを膨らませる。 

 

４     算数（１） 

    かずとすうじ 

○絵を見て 10までの数を書く。 

・10までの数の数え方が分かる。 

☆肯定的な評価を積極的に入れ，自信を持

たせる。 

５     生活（１） 

    がっこうの人となかよくなろう 

○６年生にお礼の手紙を書く。 

・遠足でお世話になった６年生に感謝の気

持ちを伝える手紙（絵）を書くことがで

きる。 

☆書けない児童には，話をしながら言葉を

引き出す。 

 

 

 

  

 

 

  

時数 

国語 

（書写） 
算数 生活 音楽 図工 体育 道徳 学活 行事 計 外国語 

１ １ １ ０ ２ ０ ０ ０ ５ １０ ０ 

【友和小学校】 スタートカリキュラム ５月週案 第５週（５/２～５/６） 

朝のしたくと自由遊び    ・登校したら，朝の支度（ランドセルの片付けなど）を自分でし，友達と外遊びなどを楽しむ。 

☆自分で朝の支度ができるように必要に応じて援助する。（支援を徐々に減らしていく。） 

 

 

朝の読書         ・時間になったら席に着き，友達と朝の読書を楽しむ。 

 

朝の会           ・日直が司会をして，朝の会をする。（健康観察 呼名） 

 

帰りの会 

１．帰りの支度  

２．係の仕事 

３．先生の話（振り返り＆月曜日の予定） 

４．帰りのあいさつ 



 

 

今週のねらい： 小学校の生活のリズムをつかみ，自分らしく行動できるようになる。 

月日 ５/９（月） ５/10（火） ５/11（水） ５/12（木） ５/13（金） 

行事 

予定 
いのちの大切さについて 

考える日（朝会） 

内科検診１３：１５～ 読み聞かせ（ぽえむ）  参観日，学級懇談会 

時間 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ 

登校後 

 

  

 

 

    

８：20～     
 

 

８：40～     
 

 

１ 

 

 

 

道徳（１） ２－（１） 国語（１） 国語（１） 国語（１） 国語（１） 

あいさつ 

はきはきあいさつ 
○いろいろなあいさつを練習する。 

・あいさつの仕方が分かり，大きな

声であいさつをすることができ

る。 

☆よい例，悪い例のモデルを示し，

理由を話し合わせる。 

じをかこう 

○平仮名の練習をする。 

・言葉集めを楽しんだり，姿勢や

鉛筆の持ち方に気を付けて書

いたりすることができる。 

☆机間指導で，肯定的な言葉がけ

をする。 

じをかこう 

○平仮名の練習をする。 

・言葉集めを楽しんだり，姿勢

や鉛筆の持ち方に気を付けて

書いたりすることができる。 

☆机間指導で，肯定的な言葉が

けをする。 

じをかこう 

○平仮名の練習をする。 

・言葉集めを楽しんだり，姿勢

や鉛筆の持ち方に気を付けて

書いたりすることができる。 

☆机間指導で，肯定的な言葉が

けをする。 

ともだちにはなそう 
○校庭で見付けたものを友達に

話す。 

・見付けたものを友達に話すこと

ができる。 

☆ペア→グループ→全体と，少し

ずつたくさんの人の前で話せ

るようにスモールステップで

すすめる。 

２ 音楽（１） 吉本 算数（１） 音楽（１） 吉本 国語（１） 算数（１） 

おんがくにあわせて 

○「ひらいたひらいた」の歌で遊ぶ。 

・お花の様子を動きや歌い方で表す

ことができる。 

☆活動内容を児童に理解させた後，

外に出て広い場所で活動させる。 

かずとすうじ 

○ばらばらの果物の数を数えて，

絵グラフに表す。 

・絵グラフに表して数の多少を比

較することができる。 

☆黒板掲示用の絵グラフを用意

し，下から塗って比べることを

押さえる。 

おんがくにあわせて 

○「おちゃらか」で遊ぶ。 

・拍に合わせて動くことができ

る。 

☆机間指導で，教師対児童の動

きを理解させた後で，ペアで

の活動に入る。 

あめですよ 
○雨が好きな人物と嫌いな人物

について話し合う。 

・場面ごとに様子を想像しなが

ら読むことができる。 

☆雨が好きな人物と嫌いな人物

を色分けして囲ませる。 

かずとすうじ 

○復習問題を解いて，まとめのテ

ストをする。 

・テストの仕方が分かり，理解度

を確かめる。 

☆テストの仕方を丁寧に教え，ス

モールステップで進めていく。 

３ 算数（１） 外国語（１）担任・ブリタニー 生活（１） 体育（１） 図工（２） 

かずとすうじ 

○友達と数図・数字カードゲームを

する。 

・10 までの数を数えたり，大きさを

比べたりすることができる。 

☆黒板に，ゲームの仕方を分かりや

すく提示する。上手くできている

ペアを紹介する。 

活動・動詞① 

○走る，立つ，座るなどの動きの

ある言葉を学習する。 

・動きのある言葉の言い方を覚え

る。 

 

ともだちとがっこうをたんけんしよう  

○もっと探検したい場所を見付

けて，探検をする。（グルー

プ） 

・約束を守って校内を歩く。 

・何があるかを見付けることが

できる。 

☆興味が持てるような声かけを

する。 

かけっこ・リレー遊び 
○いろいろな折り返しリレーを

する。 

・ルールを守って，友達と楽し

くリレーをすることができ

る。 

☆コーンの間を走ったり，じゃ

んけんをしたりするなど，い

ろんな動きを取り入れる。 

  チョキチョキかざり 

○折り紙で楽しい飾りを作る。 

・折り紙を重ね，切り方を工夫し

て楽しい飾りを作ることがで

きる。 

☆はさみの使い方を押さえる。 

☆園で作った経験を聞き，どんな

飾りが楽しいかを話し合わせ

る。 

４ 学活（１） 国語（１） 生活（１） 算数（１）  

係活動・当番活動 
○どんな当番が必要か話し合い，当

番や担当を決める。 

・当番活動の意義ややり方を知り，

当番や担当を決めることができ

る。 

あめですよ 
○「あめですよ」を声を出して読

み，出てくる人物を話し合う。 

・全文を読んで，出てくる人物を

順番にとらえることができる。 

・リズムを楽しみながら読む。 

☆登場人物の絵カードを用意し

て出てくる順に並べ替える。 

ともだちとがっこうをたんけんしよう  
○探検した場所で見付けたもの

をかいて地図にまとめる。 

・見付けたものを絵や文でかく

ことができる。 

 

かずとすうじ 

○練習問題をする。 

・絵グラフに表して数の多少を

比較することができる。 

 

 

５ 道徳（１）  ３－（１） 

担任・田邊 
書写（１） 体育（１） 生活（１） 体育（１） 

いのちがあってよかった 
〇「いのちがあってよかった」のお

話を聞いて話し合う。 

・交通事故にあった女の子の話を通

して，命の大切さに気付く。 

ひらがなのかきかた② 
○平仮名の書き方を練習する。 

・姿勢や鉛筆の持ち方やとめ・は

ね・はらいに気を付けて練習す

る。 

☆「ぺた・ぴん・とん」や「ぱっ

くん・くるりん・ざぶとん・ぴ

た」の合言葉で分かりやすく楽

しく覚えさせる。 

かけっこ・リレー遊び 
○折り返しリレーをする。 

・タッチの仕方や順番を守って

リレーをすることができる。 

☆上手にできているチームの動

きをほめて，モデルを示す。 

◎スタート，ゴールや動きが分

かるように目印をおく。 

こうていをたんけんみよう 
○校庭に出かけ，どんなものが

あるか見付ける。 

・校庭を探検し，どんなものが

あるのかが分かる。 

☆校庭には，入ってはいけない

場所と遊んでいい場所がある

ことを確認する。 

   かけっこ・リレー遊び 
○折り返しリレーをする。 

・タッチの仕方や順番を守ってリ

レーをすることができる。 

☆グループで考えてコースを工

夫する場面も設定する。 

 

   

 

 

  

時数 

国語 

（書写） 
算数 生活 音楽 図工 体育 道徳 学活 行事 計 外国語 

７（１） ４ ３ ２ ２ ３ ２ １ ０ ２４ １ 

【友和小学校】 スタートカリキュラム ５月週案 第６週（５/９～５/13） 

朝の読書         ・時間になったら席に着き，友達と朝の読書を楽しむ。 

 

朝の会           ・日直が司会をして，朝の会を進行する。（健康観察 呼名） 

 

朝のしたくと自由遊び    ・登校したら，朝の支度（ランドセルの片付けなど）を自分でし，友達と外遊びなどを楽しむ。 

 

帰りの会      １.帰りの支度  ２．係の仕事 ３.先生の話（振り返り＆翌日の予定） ４.あいさつ 

       

 

 

 



 

 

今週のねらい： 自分でできることは自分でやってみる。（日直，係の仕事，連絡帳書きなど） 

月日 ５/16（月） ５/17（火） ５/18（水） ５/19（木） ５/20（金） 

行事 

予定 
集金日 巡回相談（藤本先生）   巡回相談（大坪先生） 

時間 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ  

登校後 

 

 

 

    

８：20 

 ～ 

 

 
  

 
 

８：40～    
 

 

１ 

 

 

 

国語（１） 体育（１） 国語（１） 国語（１） 国語（１） 

じをかこう 

○平仮名の練習をする。 

・言葉集めを楽しんだり，姿勢や

鉛筆の持ち方に気を付けて書い

たりすることができる。（連絡

帳） 

☆机間指導で，肯定的な言葉がけ

をする。 

固定施設を使った運動遊び 
○ジャングルジムや登り棒を

使った遊びをする。 

・約束を守って，いろいろな遊

具で仲良く遊ぶことができ

る。 

 

じをかこう 

○平仮名の練習をする。 

・言葉集めを楽しんだり，姿勢

や鉛筆の持ち方に気を付けて

書いたりすることができる。

（連絡帳） 

☆机間指導で，肯定的な言葉が

けをする。 

じをかこう 

○平仮名の練習をする。 

・言葉集めを楽しんだり，姿勢や

鉛筆の持ち方に気を付けて書い

たりすることができる。 

（連絡帳） 

☆机間指導で，肯定的な言葉がけ

をする。 

じをかこう 

○平仮名の練習をする。 

・言葉集めを楽しんだり，姿勢や

鉛筆の持ち方に気を付けて書

いたりすることができる。 

（連絡帳） 

☆机間指導で，肯定的な言葉がけ

をする。 

２ 音楽（１） 吉本 算数（１） 音楽（１） 吉本 書写（１） 体育（１） 

おんがくにあわせて 

○「なべなべ」で遊ぶ。 

・拍に合わせて体全体を使って動

くことができる。 

☆机間指導で，うまく動けないペ

アのサポートをする。 

◎活動しやすいように，机や椅子

を整え，広いスペースをつくる。 

なんばんめ 
○「何番目，何人」ゲームをす

る。 

・「前から何番目」と「前から

何人」との違いを理解する。 

☆実際に並んで立つゲームを

して，誓いを実感させる。 

おんがくにあわせて 

○いろいろなわらべ歌で遊ぶ。 

・友達と仲良く，歌に合わせて

動くことができる。 

☆ビデオを見せて，いろいろな

わらべ歌の楽しさを感じさせ

ることで，意欲を持たせる。 

ひらがなのかきかた③ 

○平仮名の書き方を練習する。 

・姿勢や鉛筆の持ち方やとめ・は

ね・はらいに気を付けて練習す

る。 

☆「ぺた・ぴん・とん」や「ぱっ

くん・くるりん・ざぶとん・ぴ

た」の合言葉で分かりやすく楽

しく覚えさせる。 

かけっこ・リレー遊び 
○楽しい折り返しリレーのコー

スを考えて保育園児と一緒に

楽しむ。 

・保育園児にコースの走り方のお

手本を見せたり教えたりする

ことができる。 

 

 

３ 算数（１）      国語（１）        生活（１） 生活（２） 算数（１） 

なんばんめ 
○動物たちが前から何番目か考え

る。 

・前後，上下，左右に並んだもの

の位置を表すことができる。 

◎うえ，した，みぎ，ひだりなど

の方向を表す言葉カードを用意

する。」 

じをかこう 

○平仮名の練習をする。 

・言葉集めを楽しんだり，姿勢

や鉛筆の持ち方に気を付け

て書いたりすることができ

る。（連絡帳） 

☆机間指導で，肯定的な言葉が

けをする。 

きれいにさいてね 

○あさがおの種を蒔く。 

・あさがおの種の蒔き方が分か

り，自分で蒔くことができる。 

☆今まで種を蒔いた経験を生か

し，どのように植えるとよい

かをみんなで考えさせる。 

がっこうをたんけんしよう 
（２年生と） 

○２年生と一緒に学校探検をす

る。 

・どんなことをする教室なのかが

分かる。 

・約束を守って学校探検をし，２

年生と仲良くなる。 

☆学校探検の約束は，事前に確認

しておく。 

なんばんめ 
○ねこが何番目か考えたり，絵合

わせゲームをしたりする。 

・自分から起点を定めてものの位

置を表すことができる。 

☆２人１組で問題を出し合った

り，絵合わせゲームをしたりし

て楽しく学習させる。 
 

４ 国語（１） 国語（１） 生活（１）  国語（１） 

あめですよ 
○登場人物になって読み方を工夫

する。 

・声の大きさや体の動き，表情な

ど，読み方を工夫することがで

きる。 

☆上手く工夫している友達の音読

を取り上げ，他の児童にも参考

にさせる。 

本のひろば 
○図書室に行って，いろいろな

本を読んだり，借りたりす

る。 

・図書室で自分の読みたい本を

借りることができる。 

 

きれいにさいてね 

○あさがおの種蒔きを振り返

り，感想を話し合う。 

・気付いたことを絵や文で表す

ことができる。 

☆種の形や大きさ，色などに着

目させる声かけをする。 

 あめですよ 
○まとめのテストをする。 

・テストをして，理解度を確かめ

る。 

☆問題を一緒に読みながら進め

る。 

５ 道徳（１） 担任・田邊 国語（１） 体育（１） 生活（１） 算数（１） 

  ぼくのあさがお 
○「ぼくのあさがお」の話を読ん

で，話し合う。 

・自然に親しみ，動植物に優しい

心で接しようとする。 

☆生活科の学習と関連させて，自

分たちの植えるあさがおをどん

な風に育てたいか考えさせる。 

ふたとぶた 
○「ふたとぶた」の詩を読む。 

・濁点や半濁点のつく字の読み

方や書き方を理解する。 

☆掛け合いをしたり，動作化を

したりして，繰り返し読ませ

ることで，濁音や半濁音の表

記と発音に慣れさせる。   
 

かけっこ・リレー遊び 
○保育園児と一緒に楽しめるリ

レーのコースをつくる。 

・グループで話し合って，リレ

ーのコースを考えることがで

きる。 

 

 

がっこうにいる人となかよくなろう  
○２年生に学校探検のお礼の手紙

を書く。 

・絵や文で，２年生に感謝の気持

ちを伝えることができる。 

 

なんばんめ 

○計算ドリルの復習問題を解く。 

・復習問題を解いて，定着を図る。 

 

 

 

  

 

 

  

時数 

国語 

（書写） 
算数 生活 音楽 図工 体育 道徳 学活 行事 計 外国語 

１０（１）     ４ ５ ２     ０ ３ １ ０ ０ ２５ ０ 

【友和小学校】 スタートカリキュラム ５月週案 第７週（５/16～５/20） 

朝の読書       ・時間になったら席に着き，友達と朝の読書を楽しむ。 

 

朝の会         ・日直が司会をして，朝の会をする。（健康観察 友達の名前リレー） 

 

朝のしたくと自由遊び   ・登校したら，朝の支度（ランドセルの片付けなど）を自分でし，当番の仕事や学級の仕事をする。 

            ・あさがおの水やりをする。 

 

帰りの会      １.帰りの支度  ２．係の仕事 ３.先生の話（振り返り＆翌日の予定） ４.あいさつ  ５．あさがおの水やり 

       

 

 

 



 

 

今週のねらい： いろいろな教科の学習に関心を持ち，友達と楽しく取り組むことができる。 

月日 ５/23（月） ５/24（火） ５/25（水） ５/26（木） ５/27（金） 

行事 

予定 
体力テスト週間 

さいきっこカード週間 

心臓検診 読み聞かせ「ぽえむ」 

豆ごはんの皮むき 

５－１研究授業 友和保育園へ 

時間 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ  

  

 

    

８：20 

 ～ 

     

８：40

～ 

     

１ 

 

 

 

 

国語（１） 国語（１） 生活（１） 国語（１） 国語（１） 

じをかこう 

○平仮名の練習をする。 

・言葉集めを楽しんだり，姿勢や

鉛筆の持ち方に気を付けて書い

たりすることができる。（連絡

帳） 

☆机間指導で，肯定的な言葉がけ

をする。 

じをかこう 

○平仮名の練習をする。 

・言葉集めを楽しんだり，姿勢や

鉛筆の持ち方に気を付けて書い

たりすることができる。（連絡

帳） 

☆机間指導で，肯定的な言葉がけ

をする。 

がっこうにいる人となかよくなろう 

○栄養士さんに旬の野菜を教えて

もらい，豆の皮むきを体験する。 

・豆の皮むきを通して，給食に関

心を持つ。 

☆みんなのために皮むきをしたい

という意欲を持たせる。 

じをかこう 

○平仮名の練習をする。 

・言葉集めを楽しんだり，姿

勢や鉛筆の持ち方に気を付

けて書いたりすることがで

きる。（連絡帳） 

☆机間指導で，肯定的な言葉

がけをする。 

じをかこう 

○平仮名の練習をする。 

・言葉集めを楽しんだり，姿勢

や鉛筆の持ち方に気を付けて

書いたりすることができる。

（連絡帳） 

☆机間指導で，肯定的な言葉が

けをする。 

２ 音楽（１） 吉本 算数（１） 国語（１） 生活（１） 音楽（１）  吉本 

おんがくにあわせて 

○いろいろなわらべ歌で遊ぶ。 

・拍の流れにのって動くことがで

きる。 

☆ペアを替えることで，たくさん

の友達と遊べるようにする。 

いくつといくつ 
○いすとりゲームをして，６の分

け方を考える。 

・６の合成・分解ができる。 

☆実際にゲームをする→記録のた

めに揃える→ブロックをおく→

数字に置き換える，４段階で理

解させる。 

ともだちにはなそう 

○豆の皮むきをしたことを振り返

り，感想を話し合う。 

・豆向きの感想を話したり絵や簡

単な文で書いたりすることがで

きる。 

☆書いたものは，給食時の校内放

送で発表することで，また書き

たいという意欲を持たせる。 

すたあとぶっく 

○ＰＴＣＡカルタで使うため

の取り札を作る。 

・好きなものや苦手なものな

どを考え，自己紹介カード

を作る。 

☆友達やお家の方と一緒に楽

しみたいという意欲を持た

せる。 

 おんがくにあわせて 

○「かたつむり」の歌に合わせ

て身振りを付けて遊ぶ。 

・歌詞から様子を想像して，動

きや声の感じを工夫すること

ができる。 

 

３ 算数（１） 国語（１） 国語（１） 体育（１） 算数（１） 

いくつといくつ 
○いすとりゲームをして，６の分

け方を考える。 

・６の合成・分解ができる。 

☆実際にゲームをする→記録のた

めに揃える→ブロックをおく→

数字に置き換える，４段階で理

解させる。 

ふたとぶた 
○濁音や半濁音の付く言葉の読み

書きを練習する。 

・濁音や半濁音の語を読み書きす

る。 

☆濁点が付くと変身する言葉（ま 

 と→まど）の絵を集め，クイズ

形式で楽しくすすめる。 

ふたとぶた 
○濁音や半濁音の付く言葉をノー

トに書く。 

・濁音や半濁音の語を集め，正し

く書くことができる。 

☆思いつかない児童もいるので，

ペアで考えさせていく。 

   体つくりの運動 
○握力や上体起こしなどの運

動をする。 

・握力や上体起こしなどの運

動を通して，体力を高める。 

体力テスト（握力，上体起

こし，長座体前屈） 

いくつといくつ 
○９このみかんの分け方を考え

る。 

・９の合成・分解ができる。 

☆数字カードを使って，「合わせ

て９ゲーム」をして，楽しく

習熟を図る。 

４ 生活（１） 生活（１） 算数（１） 算数（１） 体育（１） 担任・神野 

たんけんでみつけたことをはなそう 

○学校探検で見付けたものを絵に

描く。 

・学校探検で見付けたものを絵に

表すことができる。 

◎学校の地図を用意し，少しずつ

教室配置をイメージできるよう

にする。 

がっこうにいる人となかよくなろう 

○調理室に行き，調理員さんの仕

事を見学する。 

・調理室にあるものや調理員さん

がどんな風に給食を作っている

のかが分かる。 

いくつといくつ 
○７このさくらんぼの分け方を考

える。 

・７の合成・分解ができる。 

☆さいころを使って，「７になあれ

ゲーム」をして，楽しく習熟を

図る。 

 

いくつといくつ 
○８両の電車の分け方を考え

る。 

・８の合成・分解ができる。 

☆おはじきを使って，「いくつ

といくつゲーム」をして，

楽しく習熟を図る。 

体を移動する運動 
○シャトルランに挑戦する。 

・長い距離を走ることができる。 

体力テスト（シャトルラン，

上体起こし，反復横跳び） 

５ 道徳（１） 担任・田邊 国語（１） 体育（１） 書写（１） 国語（１） 

どきどきどっきんぐ 

○「どきどきどっきんぐ」のお話

を聞いて，生きているなと感じ

たことについて考える。 

・動植物や人の生命を大切にしよ

うという気持ちを持つことがで

きる。 

本のひろば 
○図書室に行って，いろいろな本

を読んだり，借りたりする。 

・図書室で自分の読みたい本を借

りることができる。 

    体ほぐしの運動 
    体を移動する運動 
○友達と関わって好きな運動を選

んでする。 

・友達と関わりながら体を動かす

楽しさを体験する。 

・体力テストのやり方を理解し，

練習する。 

☆やり方を理解しやすいようにモ

デルを示す。 

ひらがなのかきかた④ 

○平仮名の書き方を練習す

る。 

・姿勢や鉛筆の持ち方やと

め・はね・はらいに気を付

けて練習する。 

☆「ぺた・ぴん・とん」や「ぱ

っくん・くるりん・ざぶと

ん・ぴた」の合言葉で分か

りやすく楽しく覚えさせ

る。 

とんこととん 

○題名からどんなお話かを考

え，全文を読む。 

・全文を音読して，お話の順序

を捉えることができる。 

☆挿絵を用意して，並び替えを

しながら，お話の順序を捉え

させる。 

 

 

 

  

 

 

  

時数 

国語 

（書写） 
算数 生活 音楽 図工 体育 道徳 学活 行事 計 外国語 

１０（１） ５ ４ ２ ０ ３ １ ０ ０ ２５ ０ 

【友和小学校】 スタートカリキュラム ５月週案 第８週（５/23～５/27） 

朝の読書         ・時間になったら席に着き，静かに朝の読書を楽しむ。（サイレント） 

 

朝の会          ・日直が司会をして，朝の会をする。（健康観察 友達の名前リレー） 

 

朝の支度と自由遊び    ・登校したら，朝の支度（ランドセルの片付けなど）を自分でし，当番の仕事や学級の仕事をする。 

             ・あさがおの水やりをする。 

 

帰りの会      １.帰りの支度  ２．係の仕事 ３.先生の話（振り返り＆翌日の予定） ４.あいさつ  ５．あさがおの水やり 

       

 

 

 



 

 

今週のねらい：  時間（チャイム）を気にしながら行動することができる。 

月日 ５/30（月） ５/31（火） ６/１（水） ６/２（木） ６/３（金） 

行事 

予定 
  読み聞かせ「ぽえむ」 フリー参観日 

歯科検診 

フリー参観日 

時間 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ 活動の流れ  

登校後 

 

     

８：20～ 

 

 

 

  
 

 

８：30～    
 

 

１ 

 

 

 

 

国語（１） 国語（１） 国語（１） 国語（１） 国語（１） 

とんこととん 

○声に出してお話を読み，登場人物

の気持ちを考える。① 

・場面の様子や人物の気持ちを想像

することができる。 

☆動作化を入れながら，楽しく読ま

せる。 

☆「」に印を付けさせ，会話文を表

すことをつかませる。 

とんこととん 

○声に出してお話を読み，登場

人物の気持ちを考える。② 

・場面の様子や人物の気持ちを

想像することができる。 

☆会話（「」）の話者を全体で確

認しながら読ませる。 

とんこととん 

○グループで役割読みをして音

読する。 

・登場人物の気持ちを考えながら

音読することができる。 

☆動作化を入れながら，楽しく読

ませる。 

 

 ねことねっこ 

○教科書の言葉遊びの詩を読

む。 

・言葉遊びの詩を声に出して読

んだり，促音に意識を向けた

りすることができる。 

☆掛け合いをしたり，動作化を

したりして，繰り返し読ませ

ることで，促音の表記と発音

に慣れさせる。 

 ねことねっこ 

○「ねこ」と「ねっこ」の違いを

考えて，読んだり書いたりする。 

・促音を含む語と含まない語の違

いや読み書きの仕方を理解する

ことができる。 

☆手を叩いたり，印（記号）をつ

けたりして，視覚や体の動きな

どで違いが分かるようにする。 

２ 音楽（１） 吉本 算数（１） 生活（１） 書写（１） 体育（１） 担任・江本 

リズムとなかよし 

○「ぶんぶんぶん」の歌に合わせて，

リズム遊びをする。 

・タンとウンのリズムに合わせて手

合わせをすることができる。 

☆カスタネットを使うことで，リズ

ムに合わせることを意識させる。 

いくつといくつ 
○おはじき入れゲームをして，

10の分け方を考える。 

・10の合成・分解ができる。 

☆モデルを示し，おはじき入れ

ゲームのルールを理解させ

る。 

きれいにさいてね 
○親水公園に花の苗を植える。 

・花の苗の植え方が分かり，みん

なで一緒に苗を植えることが

できる 

☆見守り隊の人にお手本（モデ

ル）を見せてもらう。 

ひらがなのかきかた④ 
○平仮名の書き方を練習する。 

・姿勢や鉛筆の持ち方やとめ・

はね・はらいに気を付けて練

習する。 

☆「ぺた・ぴん・とん」や「ぱ

っくん・くるりん・ざぶとん・

ぴた」の合言葉で分かりやす

く楽しく覚えさせる。 

かけっこ・リレー遊び 
○２年生と折り返しリレー大会を

する。 

・タッチの仕方や順番を守ってリ

レーをすることができる。 

☆勝ち負けだけにこだわらず，応

援を頑張っていたチームなども

評価する。 

☆スタートの位置，コーンの回り

方。タッチの仕方などのルール

を最初に確認する。 

３ 生活（２） 外国語（１）担任・ブリタニー 図工（２） 体育（１） 生活（２） 

つうがくろをあるこう 

○はやた神社へ探検に行く。 

・交通安全に気を付けて歩くことが

できる。 

・神社の場所を知り，いろいろなも

のを見付けることができる。 

☆探検カード（ビンゴ）を用意し，

いろいろなものに目が向けられ

るようにする。 

◎安全が確保できるように，見守り

隊に協力してもらう。 

活動・動詞② 

○走る，立つ，座るなどの動き

のある言葉を学習する。 

・動きのある言葉の言い方を覚

える。 

 

ひもひもねんど 

○友達と一緒に思いついたもの

を作る。 

・粘土をひも状にすることから思

いついたものを表すことがで

きる。 

◎グループで活動がしやすいよ

うに，図工室を使う。 

かけっこ・リレー遊び 
○折り返しリレー大会の練習を

する。 

・タッチの仕方や順番を守って

リレーをすることができる。 

☆勝ち負けだけにこだわらず，

並んでいたチームや応援を頑

張っていたチームなども評価

する。 

◎チームごとにコーンの色を変

える。 

つうがくろをあるこう 

○うねまき公園へ探検に行く。 

・交通安全に気を付けて歩くこと

ができる。 

・公園の場所を知り，友達と仲良

く遊ぶことができる。 

◎安全が確保できるように，見守

り隊に協力してもらう。行き帰

りの安全，公園での遊びの見守

り等。 

４  国語（１）  音楽（１） 吉本  

 本のひろば 
○図書室に行って，いろいろな

本を読んだり，借りたりする。 

・図書室で自分の読みたい本を

借りることができる。 

 リズムとなかよし 

○「ぶんぶんぶん」の歌に合わ

せてリズム遊びをする。 

・タンとウンのリズムに合わせ

て手合わせをすることができ

る。 

☆いろいろな打楽器に触れさ

せ，興味を持たせる。 

 

５ 生活（１） 学活（１） 体育（１） 算数（１） 算数（１） 

がっこうにいる人となかよくなろう 
○先生の仕事を聞きに行く。 

・先生がどんな仕事をしているか聞

くことができる。 

☆数人の先生に事前にお願いし，分

かりやすく２～３こ程度に絞っ

て話をしてもらう。 

係活動・当番活動 
○６月の係や当番活動について

話し合う。 

・５月の当番活動について振り

返り，新しい当番や分担を決

めることができる。 

固定施設を使った運動遊び 
○登り棒やタイヤを使ったサー

キット運動をする。 

・サーキット運動の流れややり方

を知る。 

☆まずは，モデルを見せて分かり

やすく説明する。混み合わない

ように時間差で出発させる。 

いくつといくつ 
○数字カードで 10 づくりをす

る。 

・10の補数を考え，合成・分解

ができる。 

☆数字カードを使って，合わせ

て 10ゲームをして，楽しく習

熟を図る。 

いくつといくつ 
○玉入れゲームをして，いくつ入

ったかを表す。 

・０の意味や書き方が分かる。 

 

 

 

  

 

 

  

時数 

国語 

（書写） 
算数 生活 音楽 図工 体育 道徳 学活 行事 計 外国語 

７ （１） ３ ６ ２ ２ ３ ０ １ ０ ２４ １ 

【友和小学校】 スタートカリキュラム ５月週案 第９週（５/30～６/３） 

朝の読書         ・時間になったら席に着き，静かに朝の読書を楽しむ。（サイレント） 

 

朝の会          ・日直が司会をして，朝の会をする。（健康観察 友だちの名前リレー） 

 

朝の支度と自由遊び    ・登校したら，朝の支度（ランドセルの片付けなど）を自分でし，当番の仕事や学級の仕事をする。 

             ・あさがおの水やりをする。 

 

帰りの会      １.帰りの支度  ２．係の仕事 ３．楽しかったこと（ペアトーク） ４.先生の話（翌日の予定） ５.あいさつ  ６．あさがおの水やり 

       

 

 

 


