
〈大単元名：「しょうがっこうとなかよし」実施時期：Ⅰ期４月〉 

 

この期に目指す姿  

 

 
◇  大単元構成の趣旨 

幼稚園・保育所での学びを生かし，これまでに育っている“聞く・話す”“あいさつ”“読書の力”を発
揮しながら，小学校生活に慣れることができるように，学習活動の工夫を行う。生活科を中心とした合科
的・関連的な指導をすることで，児童が自らの思いや願いを実現するための活動を無理なく進めていくこ
とができるようにする。 

 
◇  大単元の目標 

学校の決まりや施設・自分達を支えてくれている人達，集団生活でのマナーや決まりに気付き，学校生
活のリズムを身に付け，安心して生活や学習ができるようにする。 

 

◇  大単元の計画 

①指導目標 

教科等 指導目標 

生活 

・学校の施設や働く人に関心を持ち，楽しく意欲的に学校生活を送ることができるようにする。（関・意・態） 

・友達や先生，上級生など，学校の様々な人との関わりを通して，楽しく安心して遊びや生活を送ることができるように

する。 

・学校生活の中で，できることを続けたり，場面に応じた行動の仕方に気付いたりすることができるようにする。（気付き） 

・人への接し方やマナーなどを考えて行動できるようにする。（思・表） 

国語 

・挨拶の言葉に興味を持ち，周りの人に挨拶ができるようにする。 

・自分の名前をはっきりと伝えることができるようにする。（関・意・態） 

・学級全体に聞こえるような声の大きさで話したり，友達の話に興味を持って聞いたりできるようにする。 

・場に適した言葉遣いで話すことができるようにする。（話す・聞く〉 

・場面に応じた挨拶ができるようにする。（言語についての知・理・技） 

・読書に親しむことができるようにする。（関・意・態） 

音楽 

・友達と一緒に歌ったり，歌に合わせて遊んだりする音楽活動に楽しく取り組むことができるようにする。（関・意・態） 

・歌詞の表す様子を思い浮かべたり，楽曲の気分を感じ取ったりして，どのように歌うか自分の思いを持つことができる

ようにする。（創意工夫） 

・友達と声をそろえて歌ったり，音楽に合わせて身体表現したりすることができるようにする。（技） 

図画 

工作 

・自分の好きなものを描くことに関心を持ち，思いのままに取り組むことができるようにする。（関・意・態） 

・自分の表したいものを表すために，好きな色を考えたり面白い形を考えたりできるようにする。（創） 

・クレヨンやパスなどを使いながら表し方を工夫することができるようにする。（技） 

・表した好きなことについて話したり聞いたりしながら，自分達の作品を見て楽しむことができるようにする。（観賞） 

体育 
・運動の順番や決まりを守り，友達と仲良く運動をすることができるようにする。（関・意・態） 

・ルールを守って，仲良く運動することができるようにする。（思・判） 

特別 

活動 

・トイレの使い方，かばんや学習用具の整理整頓の仕方，着替えの仕方，挨拶や返事の仕方等を知ることができるように

する。 

・１年生になった喜びを味わい，学校生活を送ろうとする意欲を持つことができるようにする。 

・食事前の手洗いや箸の持ち方，食事のマナー，後片付けについて理解できるようにする。 

・交通の決まりや集団行動の約束を守って楽しく過ごすことができるようにする。 

道徳 

・学校の人々に親しみを持ち，学校生活を楽しもうとする心情を育てる。４－（４）愛校心 

・日常生活における挨拶の大切さを知り，気持ちのよい挨拶を心がけようとする態度を養う。２－（１）礼儀 

・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。１－（１）節度ある生活態度 

②小単元 

  週 活動 教科等（時数） 

「はじめまして」 

（第１週～第２週） 

入学式 学校行事（１） 

はじめまして 国語（３） 図画工作（２） 

がっこうのきまり 特別活動（２） 生活（４） 

ともだちいっぱい 音楽（３） 体育（２） 

「がっこうだいすき」 

（第３週～第６週） 

がっこうのきまり 道徳（２） 特別活動（１） 生活（２） 

ともだちいっぱい 
体育（５） 生活（２） 音楽（６） 図画工作（２）特別

活動（１） 

ほんとなかよし 国語（２） 

じぶんのことをしってもらおう 生活（３） 道徳（１） 

計 ４４時間 

先生が話すときは，黙って話す人の方に体を向けて聞こうとする。 

聞こえる声で自分の思いや考えを話そうとする。 

「どうぞ」「ありがとう」など，受け答えをしようとする。 

話を聞こう

とする姿 

相手を見てあいさつ

をしようとする姿 

友達の嫌がることを

やめようとする姿 

楽しんで読み聞か

せを聞こうとする姿 

学校名 熊野町立熊野第一小学校 

事例 ① 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

幼児期からつながる小学校での育ちや学び 
幼児期からの指導によりＰＰＧへの意識が高いことで，めあてを理解して活動することができた。また，感謝の気持ちを素
直に伝える経験を積んでいることで，相手の顔を見て反応しながら話したり聞いたりする様子が見られた。 
 

◇ 本時の目標（ １２・１３ / ４４） 「自分の好きなものを楽しく描くことができる。」（話す・聞く） 

◇ 本時の展開の様子 

学習中の児童の姿 指導の工夫  ②児童の姿の見取り 

１．課題を知る。 

◎友達の名前は覚えてきたね。名前が分

かれば，もう何でも分かるね!? 

児：「もっと仲良くなりたいよ。」 

児：「知らないことがまだあるよ。」 

児：「好きなもの知らない!!」 

児：「○○ちゃんは，りんごがすきなんよ!!」 

◎もっと友達に自分のことを知ってもらお 

う!! 

 

２．好きなものを描く。 

◎画板はなんで使うのかな？ 

児：「机や床が汚れないようにです。」 

◎クレヨンはどこに置くといいかな？ 

児：「お隣さんとこっつんこがいい!!」 

児：「真ん中だと落ちないから。」 

 

 

 

 

 

 

 

３．絵を使って交流する。 

◎名前と「好きなもの」と「よろしくね」を忘

れずにね。 

 

・名前を覚えてきたこ

とを褒めつつ，もっと

仲良くなるためにどう

したらいいかを問い

かける。 

 

・自分からもどんどん

話していく場をイメー

ジさせる。 

 

・途中で「見付けタイ 

ム」を取り，絵が描き

にくい子がどんなこと

を描いたらよいかヒ

ントの場をつくる。 

 

○自由な雰囲気で発言できるよう

にしたことで，どんなことをした

いかを考えることができる子が

増えてきた。 

（めあてやテーマに向かってお

互いに伝え合う） 

 

 

 

○「見付けタイム」の声かけにより

最初は何を描いたらいいのか

戸惑っていた児童が，思いのま

まに描くことができるようになっ

た。 

○題材を自由にすることで好きな

ものの形を考えたり，色を選ん

だりして描くことができた。 

 

 

 

 

 

○最初お手本を示すことで相手の

顔を見て交流する児童が多くな

った。 

◇ 考察 
○単元の導入時には緊張していた児童も友達の様子を見ながら進めるうちに自信を持って発表できるようになった。 

〇友達の発表に対して反応することができた。（「同じだ。」「違うんだね。」「その絵かわいいね。」） 

 △発表の声がまだ小さかったり，最後まで聞かずに次へ移動してしまったりする児童がいた。 

僕の名前は○○です。 

好きなものは，△△です。 

よろしくね。 



〈大単元名：「しょうがっこうとなかよし」実施時期：Ⅰ期４月〉 

 

この期に目指す姿  

 

 
◇  大単元構成の趣旨 

幼稚園・保育所での学びを生かし，これまでに育っている“聞く・話す”“あいさつ”“読書の力”を発
揮しながら，小学校生活に慣れることができるように，学習活動の工夫を行う。生活科を中心とした合科
的・関連的な指導をすることで，児童が自らの思いや願いを実現するための活動を無理なく進めていくこ
とができるようにする。 

 
◇  大単元の目標 

学校の決まりや施設・自分達を支えてくれている人達，集団生活でのマナーや決まりに気付き，学校生
活のリズムを身に付け，安心して生活や学習ができるようにする。 

 

◇  大単元の計画 

①指導目標 

教科等 指導目標 

生活 

・学校の施設や働く人に関心を持ち，楽しく意欲的に学校生活を送ることができるようにする。（関・意・態） 

・友達や先生，上級生など，学校の様々な人との関わりを通して，楽しく安心して遊びや生活を送ることができるように

する。 

・学校生活の中で，できることを続けたり，場面に応じた行動の仕方に気付いたりすることができるようにする。（気付き） 

・人への接し方やマナーなどを考えて行動できるようにする。（思・表） 

国語 

・挨拶の言葉に興味を持ち，周りの人に挨拶ができるようにする。 

・自分の名前をはっきりと伝えることができるようにする。（関・意・態） 

・学級全体に聞こえるような声の大きさで話したり，友達の話に興味を持って聞いたりできるようにする。 

・場に適した言葉遣いで話すことができるようにする。（話す・聞く〉 

・場面に応じた挨拶ができるようにする。（言語についての知・理・技） 

・読書に親しむことができるようにする。（関・意・態） 

音楽 

・友達と一緒に歌ったり，歌に合わせて遊んだりする音楽活動に楽しく取り組むことができるようにする。（関・意・態） 

・歌詞の表す様子を思い浮かべたり，楽曲の気分を感じ取ったりして，どのように歌うか自分の思いを持つことができる

ようにする。（創意工夫） 

・友達と声をそろえて歌ったり，音楽に合わせて身体表現したりすることができるようにする。（技） 

図画 

工作 

・自分の好きなものを描くことに関心を持ち，思いのままに取り組むことができるようにする。（関・意・態） 

・自分の表したいものを表すために，好きな色を考えたり面白い形を考えたりできるようにする。（創） 

・クレヨンやパスなどを使いながら表し方を工夫することができるようにする。（技） 

・表した好きなことについて話したり聞いたりしながら，自分達の作品を見て楽しむことができるようにする。（観賞） 

体育 
・運動の順番や決まりを守り，友達と仲良く運動をすることができるようにする。（関・意・態） 

・ルールを守って，仲良く運動することができるようにする。（思・判） 

特別 

活動 

・トイレの使い方，かばんや学習用具の整理整頓の仕方，着替えの仕方，挨拶や返事の仕方等を知ることができるように

する。 

・１年生になった喜びを味わい，学校生活を送ろうとする意欲を持つことができるようにする。 

・食事前の手洗いや箸の持ち方，食事のマナー，後片付けについて理解できるようにする。 

・交通の決まりや集団行動の約束を守って楽しく過ごすことができるようにする。 

道徳 

・学校の人々に親しみを持ち，学校生活を楽しもうとする心情を育てる。４－（４）愛校心 

・日常生活における挨拶の大切さを知り，気持ちのよい挨拶を心がけようとする態度を養う。２－（１）礼儀 

・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。１－（１）節度ある生活態度 

②小単元 

  週 活動 教科等（時数） 

「はじめまして」 

（第１週～第２週） 

入学式 学校行事（１） 

はじめまして 国語（３） 図画工作（２） 

がっこうのきまり 特別活動（２） 生活（４） 

ともだちいっぱい 音楽（３） 体育（２） 

「がっこうだいすき」 

（第３週～第６週） 

がっこうのきまり 道徳（２） 特別活動（１） 生活（２） 

ともだちいっぱい 
体育（５） 生活（２） 音楽（６） 図画工作（２）特別

活動（１） 

ほんとなかよし 国語（２） 

じぶんのことをしってもらおう 生活（３） 道徳（１） 

計 ４４時間 

先生が話すときは，黙って話す人の方に体を向けて聞こうとする。 

聞こえる声で自分の思いや考えを話そうとする。 

「どうぞ」「ありがとう」など，受け答えをしようとする。 

話を聞こう

とする姿 

相手を見てあいさつ

をしようとする姿 

友達の嫌がることを

やめようとする姿 

楽しんで読み聞か

せを聞こうとする姿 

学校名 熊野町立熊野第一小学校 

事例 ⑤ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   幼児期からつながる小学校での育ちや学び 
〇幼児期から友達と活動する経験を積んできていることで，友達と互いの思いを共感したり，応答したりすることを楽しむ
姿が見られた。 

〇今までの生活経験を思い出しながら，意欲的に活動する姿が見られた。 
 

◇ 実施日 平成２８年６月２３日（木）４校時 第Ⅱ期 大単元名「 がっこう だいすき 」 

◇ 教科等名  生活科 

◇ 単元名   がっこう だいすき 

◇ 本時の目標 （１１／１５） 「 お家の人に教えたい保健室のひみつを見付けることができる。 」 

◇ 本時の展開の様子 

学習中の児童の姿 指導の工夫  児童の姿の見取り 

１．思い出そう 

 

 

 

 

 

２．めあての確認 

 

３．チャレンジ・お話タイム 

◎棚の中には何がある？ 

◎ベッドに寝てみたい。 

◎緑色の液は何？ 

◎冷蔵庫の中には何がある？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．振り返り 

 

 

・前時までの活動の様

子が思い出せるよう

に，ワークシートや活

動写真を用意する。 

 

・事前に，児童がやって

みたいことや知りたい

ことについて，養護教

諭と打合せを行う。 

・実際に目の前で体験さ

せ，友達のつぶやきや

驚きが共感することが

できるようにする。 

・体験の前に，予想を立

てさせることで，自分た

ちの生活経験と比較さ

せる。 

・保健室のものが，自分

達の学校生活と深く関

わっていることに気付

かせる。 

・委員会活動をしている

高学年の思いや養護

教諭の思いへとつなげ

ていく。 

・ワークシートを見ながらつぶやいた

り，活動写真と同じポーズを取りな

がら発言したりと，思い思いに表現

していた。 

 

・やってみたいことや知りたいことが

実際にできることで，学習への意欲

が高まった。 

 

・話し手は，実際に体験したことを素

直に言葉にして表現していた。 

・聞き手は，目の前で体験している友

達の様子を見ながら，一緒に体験を

共有できていた。 

・予想させることで，驚きや新発見が

より大きくなっていた。 

 

・実際に目にしたり，聞いたり，触った

りしたことで，感動や驚きをリアルタ

イムで友達へ伝えることができた。 

◇ 考察 
○体験したその場で，聴き手に体を向けて話すことで聞きたいこと，伝えたいことをすぐに伝え合うことができた。 

○聴き手は，友達が何を言うのかを興味関心を持って聴くことができた。 

＊保健室の先生は，僕たちのことを思ってくれているんだと思った。 

＊お兄さんたち（委員会）も，知らないところで働いていたんだな。 


