
 

 
ねらい（・），児童の活動（○），教師の支援(☆)，環境構成（◎） 

 

 

※   の時数は，年間時数の余剰時間から計上したり，各教科に振り分けたりするなど各学校で検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週のねらい： 「学校って楽しいな。」と感じ，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 1年生下校指導 

時間    活動の流れ 活動の流れ 

     登校 

８：１５～    

 

朝の支度 

ねらい 

 

教師の支援 

 
 

 

 

環境構成 

 

 

朝の会 ①挨拶 ②健康観察 ③提出物の確認 

８：４０～ 

 

 

１ 

   

 

生活（０．５）  国語（０．５） 

「じぶんでできるよ」 
・自分のロッカーの場所と使い方を覚えることができる。 

〇机の上の整理整頓（引き出しの使い方） 

〇荷物を置く場所（１階体操服など，２階ランドセル） 

 

「はきはきあいさつ」 
・場面や状況に合わせた言葉遣いで，はっきりと挨拶す

ることができる。 

☆みんなに聞こえる声で言えるように励ます。 

☆丁寧な言葉で言える子を評価する。 

２    

 

学活（１） 

「学校の約束」 
・トイレや水道を正しく使うことができる。 

○トイレと水道の使い方を話し合い，使ってみる。 

 

３ 

    国語（０．５）   生活（０．５） 

「ほんがたくさん」 
・読み聞かせを楽しむことができる。 

○教師の読み聞かせを聞いて，感想を交流する。 

 

「じぶんでできるよ」 
・靴箱や傘立ての正しい使い方を覚えることができる。 

・プリントの配り方を覚え，友達との関りを持つことが

できる。 

〇靴・上履きを入れる場所を覚える。 

〇声のかけ方（「はい，どうぞ。」「ありがとう。」）を知る。 

☆視覚的に捉えやすい支度の手順を掲示する。 

 

４ 

     （下校） 
 

５ 

   行事（１）  

「入学式」 
・「学校が楽しみだな」と感

じ，小学校生活に意欲を

持つことができる。 

☆教師との安心できる関係

が築けるように，笑顔と

共感のまなざしで接す

る。 

時数 
国語 算数 生活 音楽 図画工作 体育 道徳 特別活動 学校行事 計 にこにこタイム 

１ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ １ ４ ０ 

スタートカリキュラム ４月週案 第１週（４/７～４/８） 

学校名 

 

熊野町立熊野第一小学校 

◎明るい雰囲気になるような掲示物を用意する。 

 

☆教室で児童を迎え，「おはよう」の声かけをする。 

☆一緒に席を探したり，自分の席を見付けたことや

座れたことを褒めるような声かけをしたりする。 

・ 自分の席に座ることで，安心する。 

 



 

 
ねらい（・），児童の活動（○），教師の支援(☆)，環境構成（◎） 

 

 

今週のねらい： 生活のリズムをつかむ。 

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

予定 
1年生下校指導 

1年生下校指導 

身体測定 
1年生給食開始 

1年生読み聞かせ 

家庭訪問 
家庭訪問 

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 

ねらい 

 

教師の支援 

 

 

環境構成 

 
朝の会 

朝の支度 朝の支度 朝の支度 朝の支度 

１ 

国語（１） 生活（１） 音楽（１）  【合同音楽】 音楽（１）  【合同音楽】 音楽（１）  【合同音楽】 

「はきはきあいさつ」 
・元気に挨拶をしたり，名前を

呼ばれたら返事をしたりする

ことができる。 

○気持ちのよい挨拶や，返事の

仕方について話し合う。 

○挨拶をしたり，名前を呼ばれ

たら返事をしたりする。 

「がっこうのせいかつ」 
・自分で体操服に着替えたり，

衣服を片付けたりすることが

できる。 

○着替えの仕方を話し合う。 

○着替えて，脱いだ服はたたむ。 

☆着替えの手順などを視覚的に

捉えられるようにする。 

「うたで 

なかよしになろう」 
・拍を感じながら楽しく歌うこ

とができる。 

○さんぽを歌う。 

〇教科書の挿絵の中から知って

いる歌を歌う。 

◎挿絵の拡大 

「うたで 

なかよしになろう」 
・友達と声をそろえて歌うこと

ができる。 

○園や所で歌った歌を歌う。 

○歌に合わせて身体表現をす

る。 

「うたで 

なかよしになろう」 
・友達と声をそろえて歌うこと

ができる。 

○「ぞうさんのさんぽ」を歌う。 

○歌も合わせて身体表現をす

る。 

２ 

国語（１） 行事（０．５）  生活（０．５） 算数（１） 図画工作（１）   ★事例 体育（１） 

「じをかこう」 
・正しい鉛筆の持ち方や姿勢で

書くことができる。 

○鉛筆の持ち方や，いすの座り

方を知る。 

○鉛筆を持ち，いろいろな線を

なぞる。 

☆保育所・幼稚園での合言葉「Ｐ

ＰＧ」を意識させる。 

◎正しい姿勢・正しい鉛筆の持

ち方の絵 

「身体測定」 
・検診を受けるときの約束と測

定の仕方を知ることができ

る。 

「がっこうせいかつ」 
・自分で着替えたり，体操服を

たたんだり，ロッカーに片付

けたりすることができる。 

○着替えて，体操服は片付ける。 

☆着替えの手順などを視覚的に

捉えられるようにする。 

◎体操服を片付ける場所は，児

童が覚えやすい（分かりやす

い）配置をする。 

「なかまづくりとかず」 
・数を比べることができる。 

「どんどんかくのは 

      たのしいな」 
・クレヨンを使いながら，自分

の好きなものを，好きな形や

色で表し，工夫して描くこと

を楽しむことができる。 

○友達と会話をしながら，イメ

ージを膨らませる。 

☆４人程度のグループの形で活

動し，互いの発言を大切にす

る。 

「集団行動」 
・いろいろな並び方を覚えて，

並ぶことができる。 

○名前順・背の順で並ぶ。 

○並びっこ競争をする。 

☆いろいろなグループで活動さ

せ，多くの児童と関わるよう

にする。 

３ 

生活（１） 国語（０．５）  生活（０．５） 算数（１） 図画工作（１）   ★事例 体育（１） 

「がっこうのせいかつ」 
・身の回りを整え，物を大切に

使うことができる。 

○机やいす，自分の持ち物など

の使い方やルールについて話

し合う。 

「じぶんでできるよ」 
・荷物の整理の仕方を覚えて，

自分で自分のことができるよ

うにする。 

○帰りの準備を手順に沿って行

う。 

☆視覚的に捉えやすい支度の手

順を掲示する。 

「じをかこう」 
・正しい鉛筆の持ち方や姿勢で

書くことができる。 
○鉛筆の持ち方や，正しいいす

の座り方を確かめる。 

○鉛筆を持ち，いろいろな線を

なぞる。 

「じぶんでできるよ」 
・荷物の整理の仕方を覚えて，

自分で自分のことができるよ

うにする。 

○帰りの準備を手順に沿って行

う。 

☆視覚的に捉えやすい支度の手

順を掲示する。 

「なかまづくりとかず」 
・数を比べることができる。 

「どんどんかくのは 

      たのしいな」 
・クレヨンを使いながら，自分

の好きなものを，好きな形や

色で表し，工夫して描くこと

を楽しむことができる。 

○友達と会話をしながら，イメ

ージを膨らませる。 

☆４人程度のグループの形で活

動し，互いの発言を大切にす

る。 

「遊具遊び」 
・ルールの大切さに気付き，ル

ールを守って仲良く遊ぶこと

ができる。 

○遊具の使い方について話す。 

○友達と仲良く遊ぶ。 

☆教師も一緒に活動する。 

☆いろいろなグループで活動さ

せ，たくさんの児童と関わる

ようにする。 

４ 

（下校） （下校） 国語（１） 国語（１） 国語（１） 
☆一日の終わりに読み聞かせを

行う。 
☆一日の終わりに読み聞かせを

行う。 
「みんなのせかい」 
・絵を見て見付けたものを学級

全体に聞こえる声で発表する

ことができる。 
○国語の教科書を自分で用意す

る。 

○教科書の絵を見て，見付けた

ものを話す。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

「じをかこう」 
・正しい鉛筆の持ち方や姿勢で

書くことができる。 
○鉛筆の持ち方や，正しいいす

の座り方を確かめる。 

○鉛筆を持ち，いろいろな線を

なぞる。 

 

「よろしくね」 
・名刺カードを書くことができ

る。 
○自分の名前をカードに書く。 

☆明示を拡大し，書き方を確認

していく。 

    ５ 

 

 

 学活（１） （下校） （下校） 

「掃除をしよう」 
・ぞうきんの使い方などを知り，

協力して掃除をすることがで

きる。 
○園や所のことを思い出しなが

ら，掃除の仕方を話し合う。 

○ぞうきんの絞り方を練習す

る。 

☆一日の終わりに読み聞かせを

行う。 
☆一日の終わりに読み聞かせを

行う。 

時数 
国語 算数 生活 音楽 図画工作 体育 道徳 特別活動 学校行事 計 にこにこタイム 

５．５ ２ ３ ３ ２ ２ ０ １ ０．５ １９ ０ 

スタートカリキュラム ４月週案 第２週（４/11～４/15） 

◎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。 

 

☆教室で児童を迎え，「おはよう」の声かけをするとともに，自分で朝の支度ができるように必要に応じて援助する。 
☆朝の支度の順序を示した掲示を用意する。 

 

・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。 

 

○帰りの支度 

○帰りの会 

１．心に残ったこと ２．先生の話 ３．挨拶 

①挨拶  ②健康観察  ③持ち物の確認  ④今日の予定・お家の人からの連絡の確認 



スタートカリキュラム ４月週案 第３週（４/18～４/22） 
 

ねらい（・），児童の活動（○），教師の支援(☆)，環境構成（◎） 

 

 

 

 

 

 

今週のねらい： 学校の一日の流れをつかむ。 

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

予定 
眼科検診 家庭訪問 

視力検査 

郡教研・総会 

心電図 

家庭訪問 
 

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～ 

 

８：３０～ 

読み聞かせ 

 

★朝の会 
 

読み聞かせ 体育朝会 読み聞かせ（ボランティア） 読み聞かせ 

１ 

算数（１） 図画工作（１） 行事(0.5) 国語(0.5) 国語（１） 国語（１） 

「なかまづくりとかず」 
・１対１対応をして，数を数え

ることができる。 

「どんどんかくのは 

      たのしいな」 
・クレヨンを使いながら，自分

のおひさまを，好きな形や色

で表し，工夫して描くことを

楽しむことができる。 

○友達と会話をしながら，イメ

ージを膨らませる。 

☆４人程度のグループの形で活

動し，互いの発想を認め合う

ようにする。 

「視力検査」 
・検診を受ける時の約束と測定

の仕方を知ることができる。 

 

「あいうえおのうた」 
・リズムに合わせて音読するこ

とができる。 

○口形に気を付けて，リズムに

のって読む。 

☆明瞭な発音，リズムの取り方

を意識して範読する。 

「じをかこう」 
・姿勢や鉛筆の持ち方に注意し

ながら，平仮名を書くことが

できる。 

○『て』『い』を書く。 

☆保育所・幼稚園での合言葉「Ｐ

ＰＧ」を意識させる。 

◎正しい姿勢・正しい鉛筆の持

ち方の絵 

「あいうえおのうた」 
・リズムに合わせて音読するこ

とができる。 

○口形に気を付けて，リズムに

のって読む。 

☆明瞭な発音，リズムの取り方

を意識して範読する。 

 

「じをかこう」 
・姿勢や鉛筆の持ち方に注意し

ながら，平仮名を書くことが

できる。 

○『こ』『り』を書く。 

２ 

国語（１） 図画工作（１） 国語（１） 道徳（１） 体育（１） 

「じをかこう」 
・姿勢や鉛筆の持ち方に注意し

ながら，平仮名を書くことが

できる。 

○鉛筆の持ち方や，いすの座り

方を知る。 

○鉛筆を持ち，いろいろな線を

なぞる。 

☆保育所・幼稚園での合言葉「Ｐ

ＰＧ」を意識させる。 

◎正しい姿勢・正しい鉛筆の持

ち方の絵 

「どんどんかくのは 

      たのしいな」 
・クレヨンを使いながら，自分

のおひさまを，好きな形や色

で表し，工夫して描くことを

楽しむことができる。 

○友達と会話をしながら，イメ

ージを膨らませる。 

☆４人程度のグループの形で活

動し，互いの発想を認め合う

ようにする。 

「ほんがたくさん」 
・読み聞かせを楽しんだり，読

みたい本を選んで読んだりす

ることができる。 

○図書室のマナーを知る。 

☆児童の目線で読み聞かせを行

う。 

「１ねんせいになったよ」 
・学校の人々に親しみをもち，

学校生活を楽しもうとする心

情を育てる。 

〇楽しみにしていることや，や

ってみたいことを発表する。 

☆保育所や幼稚園と違うことに

目を向けるようにする。 

 

「集団行動」 
・いろいろな並び方を覚えて，

並ぶことができる。 

○名前順・背の順で並ぶ。 

○並びっこ競争をする。 

☆いろいろなグループで活動さ

せ，多くの児童と関わるよう

にする。 

３ 

体育（１） 国語（１） 音楽（１） 行事（１） 算数（１） 

「遊具遊び」 
・ルールの大切さに気付き，ル

ールを守って仲良く遊ぶこと

ができる。 

○遊具の使い方について話す。 

○友達と仲良く遊ぶ。 

☆教師も一緒に活動する。 

☆いろいろなグループで活動さ

せ，多くの児童と関わるよう

にする。 

「みんなのせかい」 
・絵を見て，見付けたものを友

達に話すことができる。 

○国語の教科書を用意する。 

○教科書の絵を見て，見付けた

ものを話す。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

「うたで 

  なかよしになろう」 
・拍を感じながら，身体表現を

つけて楽しく歌うことがで

る。 

○歌詞からイメージを膨らませ

て，身体表現を付けて歌う。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

「心電図」 
・検診を受ける時の約束と測定

の仕方を知ることができる。 

「なかまづくりとかず」 
・数詞と数字を覚えて，書くこ

とができる。 

４ 

学活（１） 算数（１） 体育（１） 生活（１） 音楽（１）     

「楽しい給食」 
・食事前の手洗いや箸の持ち方，

食事中のマナー，片付けの仕

方を理解することができる。 

〇給食セットを実際に使って練

習する。 

「なかまづくりとかず」 
・１対１対応をして，数を数え

ることができる。 

「遊具遊び」 
・ルールの大切さに気付き，ル

ールを守って仲良く遊ぶこと

ができる。 

○遊具の使い方について話す。 

○友達と仲良く遊ぶ。 

☆教師も一緒に活動する。 

☆いろいろなグループで活動さ

せ，多くの児童と関わるよう

にする。 

「はじめまして」 
・自分の好きなものを紹介する

ことができる。 
○名前を言いながら，自分のこ

とを話す。 

☆自分と同じものを好きな友達

を探すように仕組む。 

「うたで 

  なかよしになろう」 
・拍を感じながら，身体表現を

付けて楽しく歌うことがで

る。 

○歌詞からイメージを膨らませ

て，身体表現を付けて歌う。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

５ 

国語（１） （下校） （下校） （下校） 生活（１） 

「じをかこう」 
・姿勢や鉛筆の持ち方に注意し

ながら，平仮名を書くことが

できる。 

○『し』を書く。 

   「はじめまして」 
・自分の好きなものを紹介する

ことができる。 
○名前を言いながら，自分のこ

とを話す。 

☆自分と同じものを好きな友達

を探すように仕組む。 

    ６ 

（下校） 

 

   （下校） 

 

時数 
国語 算数 生活 音楽 図画工作    体育 道徳 特別活動 行事 計 にこにこタイム 

６．５ ３ ２ ２ ２     ３ １ １ ０．５ ２２ ０ 

①挨拶     ②健康観察     ③提出物の確認     ④一日の予定の確認 

 

○帰りの支度   ○帰りの会 

１．心に残ったこと ２．先生の話 ３．挨拶     ＊時間があるときは，読み聞かせ 



スタートカリキュラム ４月週案 第４週（４/23～４/28） 
 

ねらい（・），児童の活動（○），教師の支援(☆)，環境構成（◎） 

今週のねらい： 学校の一日の流れに慣れる。 

月日 ４/23（土） ４/25（月） ４/26（火） ４/27（水） ４/28（木） 
行事 

予定 

参観日 

ＰＴＡ総会 
尿検査配布 尿検査回収 聴力検査  

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～ 

 

８：３０～ 

読み聞かせ 

 

★朝の会 
 

読み聞かせ メロディー朝会 読み聞かせ（ボランティア） 読み聞かせ 

１ 

国語（１） 国語（１） 国語（１） 音楽（１） 図画工作（１） 

「あいうえおのうた」 
・リズムに合わせて音読するこ

とができる。 

○口形に気を付けて，リズムに

のって読む。 

☆明瞭な発音，リズムの取り方

を意識して範読する。 

 

「じをかこう」 
・姿勢や鉛筆の持ち方に注意し

ながら，平仮名を書くことが

できる。 

○『う』を書く。 

「あいうえおのうた」 
・「あ」「い」から始まる言葉を

見付けて，発音することがで

きる。 

○手拍子に合わせて発音する。 

☆明瞭な発音，リズムの取り方

を意識して範読する。 

 

「じをかこう」 
・姿勢や鉛筆の持ち方に注意し

ながら，平仮名を書くことが

できる。 

○『も』を書く。 

「あめですよ」 
・言葉のリズムを楽しんで音読

することができる。 

○語のまとまりを意識して音読

する。 

☆挿絵と動作をつなげていく。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

「うたで 

  なかよしになろう」 
・拍を感じながら，身体表現を

付けて楽しく歌うことがで

る。 

○歌詞からイメージを膨らませ

て，身体表現を付けて歌う。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

「ひもひもねんど」 
・粘土をひも状にする活動から

思い付いたことを表すととも

に，友達と関わりながら活動

することができる。 

○手や体全体を使って粘土をこ

ねたり，伸ばしたりする。 

☆「ねんどたいそう」「こねこね

たいむ」など，活動をネーミ

ングして，楽しい雰囲気をつ

くる。 

２ 

書写（１） 国語（１） 算数（１） 国語（０．５）  行事（０．５） 図画工作（１） 

「はじめのいっぽ」 
・正しい鉛筆の持ち方を知り，

自分の持ち方を振り返ること

ができる。 

「あいうえおのうた」 
・「う」「え」から始まる言葉を

見付けて，発音することがで

きる。 

○手拍子に合わせて発音する。 

☆明瞭な発音，リズムの取り方

を意識して範読する。 

 

「じをかこう」 
・姿勢や鉛筆の持ち方に注意し

ながら，平仮名を書くことが

できる。 

○『け』を書く。 

「なかまづくりとかず」 
・数カードを使って，１～10 ま

での数についての理解を深め

ることができる。 

「あめですよ」 

・言葉のリズムを楽しんで音読

することができる。 

○語のまとまりを意識して音読

する。 

☆挿絵と仕草をつなげていく。 

◎教科書の挿絵（拡大） 
 

「聴力検査」 
・検診を受ける時の約束と測定

の仕方を知ることができる。 

「ひもひもねんど」 
・粘土をひも状にする活動から

思い付いたことを表すととも

に，友達と関わりながら活動

することができる。 

○手や体全体を使って粘土をこ

ねたり，伸ばしたりする。 

☆「ねんどたいそう」「こねこね

たいむ」など，活動をネーミ

ングして，楽しい雰囲気をつ

くる。 

３ 

体育（１） 体育（１） 道徳（１） 算数（１） 音楽（１） 

「遊具遊び」 
・ルールの大切さに気付き，ル

ールを守って仲良く遊ぶこと

ができる。 

○遊具の使い方について話す。 

○友達と仲良く遊ぶ。 

☆教師も一緒に活動する。 

☆いろいろなグループで活動さ

せ，多くの児童と関わるよう

にする。 

「体ほぐしの運動」 
・体の使い方を知り，仲良く運

動することができる。 

○体の使い方について知る。 

○友達と仲良く，いろいろなス

トッレチを行う。 

☆教師も一緒に活動する。 

☆いろいろなグループで運動さ

せ，多くの児童と関わるよう

にする。 

「うさぎのえんそく」 
・みんなで使うものを大切にし，

人に迷惑をかけないようにし

ようとする態度を養う。 

○公園を気持ちよく使うための

約束を考える。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

「なかまづくりとかず」 
・数カードを使って，１～10 ま

での数についての理解を深め

ることができる。 

「うたで 

  なかよしになろう」 
・拍を感じながら，身体表現を

付けて楽しく歌うことがで

る。 

○歌詞からイメージを膨らませ

て，身体表現を付けて歌う。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

４ 

算数（１） 国語（１） 生活（１） 学活（１） 国語（１）     

「なかまづくりとかず」 
・数字の読み方を知り，カード

を使って数ゲームを楽しむこ

とができる。 

「あいうえおのうた」 
・「お」から始まる言葉を見付け

て，発音することができる。 

○手拍子に合わせて発音する。 

☆明瞭な発音，リズムの取り方

を意識して範読する。 

 

「じをかこう」 
・習った平仮名を使って，言葉

集めをすることができる。 

「なかよしになりたいな」 
・１年間お世話になる２年生と

仲良くなることができる。 

○探検をするペアの名前と顔を

覚える。 

☆関わりが難しいペアは，一緒

に活動する。 

「わくわくするよ」 
・１年生を迎える会の準備をす

ることができる。 
○上級生に見てもらう態度を考

えながら，練習する。 

☆上級生との関わりをイメージ

させて，練習させる。 

「ほんがたくさん」 
・読み聞かせを楽しんだり，読

みたい本を選んで読んだりす

ることができる。 

○図書室のマナーを知る。 

☆児童の目線で読み聞かせを行

う。 

５ 

国語（１） 算数（１） 生活（１） 生活（１） 算数（１） 

「あいうえおのうた」 
・リズムに合わせて音読するこ

とができる。 

○口形に気を付けて，リズムに

のって読む。 

☆明瞭な発音，リズムの取り方

を意識して範読する。 

 

「じをかこう」 
・姿勢や鉛筆の持ち方に注意し

ながら，平仮名を書くことが

できる。 

○『と』を書く。 

「なかまづくりとかず」 
・数字の書き方を知り，ノート

に練習することができる。 

「はじめまして」 
・学級全員で遊具遊びを楽しむ

ことができる。 

○友達と関わりながら，遊具を

巡る。 

☆個々の活動にならないよう

に，全員で達成していくよう

な活動を仕組む。 

「たのしいいちにち」 
・学級全員の遊びを楽しむこと

ができる。 

○友達と関わりながら，学級遊

びを楽しむ。 

☆個々の活動にならないよう

に，全員で達成していくよう

な活動を仕組む。 

「なかまづくりとかず」 
・数カードを使って，１～10ま

での数についての理解を深め

ることができる。 

    ６ 

（下校） （下校） （下校） （下校） （下校） 

時数 
国語 算数 生活 音楽 図画工作    体育 道徳 特別活動 行事 計 にこにこタイム 

８．５ ５ ３ ２ ２     ２ １ １ ０．５ ２５ ０ 

①挨拶     ②健康観察     ③提出物の確認     ④一日の予定の確認 

 

○帰りの支度  ○帰りの会 

１．心に残ったこと ２．先生の話 ３．挨拶    ＊時間があるときは，読み聞かせ 



スタートカリキュラム ４月週案 第５週（５/２～５/６） 
 

ねらい（・），児童の活動（○），教師の支援(☆)，環境構成（◎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週のねらい： 他学年との交流を楽しむ。 

月日 ５/２（月） ５/３（火） ５/５（水） ５/６（木） ５/７（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 活動の流れ 

     登校 

８：１５～ 

 

８：３０～ 
振替休日 憲法記念日 みどりの日 子どもの日 

読み聞かせ 

 

朝の会 

①挨拶 

②健康観察 

③持ち物確認 

１ 

    行事（１） 
    「春の遠足」 

・自然の中で集団活動など

の平素と異なる生活環境

にあって，見聞を広め，

自然や文化に親しむこと

ができる。 

２ 

    行事（１） 
    ・人間関係など集団生活の

在り方や公衆道徳などに

ついての望ましい体験を

積むことができる。 

３ 

    行事（１） 
     

４ 

    行事（１） 

     

５ 

    行事（１） 
     

    ６ 

    （下校） 

時数 
国語 算数 生活 音楽 図画工作    体育 道徳 特別活動 行事 計 にこにこタイム 

０ ０ ０ ０ ０     ０ ０ ０ ５ ５ ０ 



スタートカリキュラム ４月週案 第６週（５/９～５/13） 
 

ねらい（・），児童の活動（○），教師の支援(☆)，環境構成（◎） 

 

今週のねらい： 学校の一日の流れをつかむ。 

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

予定 
１年生を迎える会  

避難訓練 

町学力向上プロジェクト 
歯科検診  

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～ 

 

８：３０～ 

読み聞かせ 

 

★朝の会 
 

読み聞かせ 全校朝会 読み聞かせ（ボランティア） 読み聞かせ 

１ 

国語（１） 図画工作（１） 国語（１） 国語（１） 生活（１） 

「あめですよ」 
・言葉のリズムを楽しんで音読

することができる。 

○語のまとまりを意識して音読

する。 

☆挿絵と仕草をつなげていく。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

「じをかこう」 
・姿勢や鉛筆の持ち方に注意し

ながら，平仮名を書くことが

できる。 

○『か』を書く。 

「チョキチョキかざり」 
・はさみの扱いに慣れ，紙の切

り方を工夫して，思いに合っ

た形に切り取り，教室が楽し

くなる飾りを作ることができ

る。 

○友達と会話をしながら，イメ

ージを膨らませる。 

☆４人程度のグループの形で活

動し，互いの発想を認め合う

ようにする。 

「あめですよ」 
・言葉のリズムを楽しんで音読

することができる。 

○語のまとまりを意識して音読

する。 

☆挿絵と動作をつなげていく。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

「じをかこう」 
・姿勢や鉛筆の持ち方に注意し

ながら，平仮名を書くことが

できる。 

○『の』を書く。 

○言葉集めをする。 

「あめですよ」 
・言葉のリズムを楽しんで音読

することができる。 

○語のまとまりを意識して音読

する。 

☆挿絵と動作をつなげていく。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

「じをかこう」 
・姿勢や鉛筆の持ち方に注意し

ながら，平仮名を書くことが

できる。 

○『ろ』『る』を書く。 

○言葉集めをする。 

「みんなで 

がっこうをあるこう」 
・２年生と一緒に，ルールやマ

ナーを守って校舎内を歩き，

見付けたことや気付いたこと

を教師や友達に話すことがで

きる。 

○２年生と学校探検をする。 

☆場所・人・ものに着目させる

ような声かけをする。 

２ 

体育（１） 図画工作（１） 国語（０．５）  行事（０．５） 算数（１） 生活（１） 

「体ほぐしの運動」 
・体の使い方を知り，仲良く運

動することができる。 

○体の使い方について知る。 

○友達と仲良く，いろいろなス

トレッチや運動を行う。 

☆教師も一緒に活動する。 

☆いろいろなグループで運動さ

せ，多くの児童と関わるよう

にする。 

 「あめですよ」 
・言葉のリズムを楽しんで音読

することができる。 

○語のまとまりを意識して音読

する。 

☆挿絵と仕草をつなげていく。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

「避難訓練」 
・地震発生時の避難の仕方を知

り，避難することができる。 

「なかまづくりとかず」 
・数カードを使って，１～10ま

での数についての理解を深め

ることができる。 

 

３ 

児童会（１） 国語（１） 体育（１） 国語（１） 国語（１） 

「１年生を迎える会」 

・異学年との交流を楽しむ

ことができる。 

「あめですよ」 
・言葉のリズムを楽しんで音読

することができる。 

○語のまとまりを意識して音読

する。 

☆挿絵と動作をつなげていく。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

「じをかこう」 
・姿勢や鉛筆の持ち方に注意し

ながら，平仮名を書くことが

できる。 

○『ち』を書く。 

○言葉集めをする。 

「体ほぐしの運動」 
・体の使い方を知り，仲良く運

動することができる。 

○体の使い方について知る。 

○友達と仲良く，いろいろなス

トレッチや運動を行う。 

☆教師も一緒に活動する。 

☆いろいろなグループで運動さ

せ，多くの児童と関わるよう

にする。 

「あめですよ」 
・言葉のリズムを楽しんで音読

することができる。 

○動作を付けて読む。 

☆挿絵と動作をつなげていく。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

「じをかこう」 
・姿勢や鉛筆の持ち方に注意し

ながら，平仮名を書くことが

できる。 

○『は』を書く。 

○言葉集めをする。 

「じをかこう」 
・学校探検で嬉しかったことや

楽しかったことを手紙に書く

ことができる。 

４ 

国語（１） 算数（１） 音楽（１） 書写（１） 体育（１）     

「あめですよ」 
・言葉のリズムを楽しんで音読

することができる。 

○語のまとまりを意識して音読

する。 

☆挿絵と動作をつなげていく。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

「じをかこう」 
・姿勢や鉛筆の持ち方に注意し

ながら，平仮名を書くことが

できる。 

○『に』を書く。 

○言葉集めをする。 

「なかまづくりとかず」 
・１～10までの数の数列や大小

比較ができる。 

「うたで 

  なかよしになろう」 
・拍を感じながら，身体表現を

つけて楽しく歌うことがで

る。 

○歌詞からイメージを膨らませ

て，身体表現を付けて歌う。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

「ひらがなをかこう」 
・習った平仮名を使って，言葉

集めをしたり，しりとりをし

たりすることができる。 

「遊具遊び」 
・ルールの大切さに気付き，ル

ールを守って仲良く遊ぶこと

ができる。 

○遊具の使い方について話す。 

○友達と仲良く遊ぶ。 

☆教師も一緒に活動する。 

☆いろいろなグループで活動さ

せ，多くの児童と関わるよう

にする。 

５ 

算数（１） 道徳（１） （下校） 行事（０．５）  国語（０．５） 音楽（１） 

「なかまづくりとかず」 
・１～10までの数の数列や大小

比較ができる。 

「べんきょうが 

はじまりますよ」 
・決められた時刻を守ることの

大切さを知り，時刻を守ろう

とする態度を養う。 

〇挿絵を見て，時刻をなぜ守る

といいのかを考える。 

☆日常生活と結び付けて考えさ

せていく。 

☆一日の終わりに読み聞かせを

行う。 
「歯科検診」 
・検診を受ける時の約束と測定

の仕方を知ることができる。 

 

「あめですよ」 
・言葉のリズムを楽しんで音読

することができる。 

○動作を付けて読む。 

「うたで 

  なかよしになろう」 
・拍を感じながら，身体表現を

付けて楽しく歌うことがで

る。 

○歌詞からイメージを膨らませ

て，身体表現を付けて歌う。 

◎教科書の挿絵（拡大） 

    ６ 

（下校） （下校）  （下校） （下校） 

 

時数 
国語 算数 生活 音楽 図画工作     体育 道徳 特別活動 行事 計 にこにこタイム 

９（書１） ３ ２ ２ ２     ３ １ ０ ２（児１） ２４ ０ 

①挨拶     ②健康観察     ③提出物の確認     ④一日の予定の確認 

 

○帰りの支度   ○帰りの会 

１．心に残ったこと ２．先生の話 ３．挨拶    ＊時間があるときは，読み聞かせ 


