
２０１７年度（平成２９年度）第１学年 全体計画（年間指導計画一覧表)                                               校番（６３）福山市立明王台小学校 

育成する力(21 世紀型“スキル＆倫理観”) 主体的に学ぶ力 主 思考力 思 表現力 表 他者と関わる力 関 

めざす子ども像 
（21世紀型“スキル＆倫理観”を身に 

付けた当該学年の児童・生徒の姿） 
身の回りのことに興味・関心を持ち，分からないことや不思議に
思ったことを，自分で調べたり，人に尋ねたりしようとしている。 

なぜそう思うのか，自分なりの考えを持っている。 
理由を付けて話したり，書いたりするなどして，自分の考えを表
現しようとしている。 

自分の考えを進んで相手に伝えたり，相手の話を最後まで聞こう
としたりしている。 
（家族・先生・友だち） 

★21 世紀型“スキル＆倫理観”の育成に係る重点単元等           学力調査等における課題の定着に係る単元等 

各 教 科 等 各教科等で育成する力(21 世紀型“スキル＆倫理観”)  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 時数 

各 
 

教 
 

科 

国 語 

・身近なことや興味を持ったことについて，進んで話したり

書いたり尋ねたりする力。 

・思ったこと感じたことを，理由をつけて話したり書いたり

する力。 

・自分の考えを相手に伝えたり，相手の話を最後まで聞こう

としたりする態度。 

 

あさ(２) 

なんて いおうかな(２) 

どんな おはなしかな(２) 

★どうぞ よろしく(３)関 

こえの おおきさ どうする 

の(１) 

うたに あわせて あいうえ 

お(２) 

ことばを つくろう(２) 

えを みて はなそう(２) 

かきと かぎ(２) 

あさの おひさま(１) 

はなの みち(７) 

ぶんを つくろう(４) 

ねこと ねっこ(２) 

 

★わけを はなそう(４) 

思 表 

おばさんと おばあさん(２) 

★くちばし(８)主 

おもちやと おもちゃ(２) 

おもいだして はなそう(３) 

あいうえおで あそぼう(３) 

おおきく なった(４) 

おむすび ころりん(８) 

たからものを おしえよう

(６) 

はをへ をつかおう(３) 

★すきなこと，なあに(６)関 

おおきな かぶ(９) 

ほんは ともだち(２) 

こんな こと したよ(６) 

 いちねんせいの うた(３) 

なつやすみの ことを はな 

そう(５) 

ひらがな あつまれ(３) 

ゆうやけこやけ(１０) 

かたかなを みつけよう(２) 

★うみの かくれんぼ(１１)

主 

かずと かんじ(４) 

くじらぐも(９) 

★しらせたいな，見せたいな

(１０)主 関 

まちがいを なおそう(２) 

かん字の はなし(６) 

ことばを 見つけよう(３) 

★じどう車くらべ(１２)主 

表 

かたかなを かこう(２) 

まのいいりょうし(２) 

むかしばなしがいっぱい(３) 

★ともだちに きいてみよう

(６)表 関 

日づけと よう日(３) 

ずうっと，ずっと，大すきだよ

(１０) 

てんとうむし(２) 

ものの 名まえ(８) 

かたかなの かたち(３) 

てがみで しらせよう(６) 

たぬきの 糸車(１１) 

ことばを たのしもう(２) 

★これは，なんでしょう(４) 

           関 

どうぶつの 赤ちゃん(１０) 

         主 表 

にている かん字(４) 

だって だっての おばあさ 

ん(１０) 

★いいこといっぱい一年生

(12)主 思 表 関 

276 

( 書 写 ) 

字をかくしせい・えんぴつのも

ちかた・いろいろなせんをかこ

う(２) 

かきじゅん(１) 

「とめ」と「はらい」(２) 

「まがり」と「おれ」(２) 

「むすび」(２) 

すきなこと，なあに(２)  にているひらがな(１) 

じのかたち(１) 

かたかのかきかた(２) 

「とめ」「はね「はらい」(２) 

「おれ」「まがり」「そり」(２) 

かきじゅん(１) 

字のかたち(１) 

にているかん字とかたかな

(２) 

かきぞめ(５) 一年生のまとめ(２)  
 

(30) 

算 数 

・数量や図形について興味・関心を持ち，算数の学習を生活

や学習に活用しようとする態度。 

・問題解決などにおいて，具体物・半具体物を使って表した

り説明したりする力。 

・見つけたことや考え出したことを伝えたり，他の考えを聞

いたりし，多様な見方や考え方を認めようとする態度。 

★ともだち(３)主 

10 までのかず(９) 

なんばんめ(２) 

いくつといくつ(７) 

★あわせていくつ ふえると

いくつ(10)思 表 

★のこりはういくつ ちがい 

はいくつ(11)  思 表 

 

かずをせいりしよう(１)  10 より大きいかず(９) 

なんじ なんじはん(２) 

かたちあそび(６)  

ふえたりへったり(４) 

 

★どちらがながい(５)主  

★たしざん(11)思 表 

★どちらがおおいどちらがひ

ろい(６)主 関 

★ひきざん(11)思 表 

たすのかな ひくのかな(２)  

 

20 より大きいかず(12) ★なんじ なんぷん(３)主 

たしざんとひきざん(５) 

★ずを つかって かんがえ 

よう(５)思 表 

★かたちづくり(４)主 関 

おなじ かずずつ わけよう

(２) 

1 年のまとめ(６) 

136 

生 活 

・身近な自然や人々や地域について，興味・関心を持ったこ

とについて調べたり尋ねたりする力。 

・身近な自然や人々，社会に関する活動を通して，気づいた

ことや楽しかったことなどについて，言葉，絵，動作など

の方法で表現し，考える力。 

・身近な自然や人々，地域とのかかわりに関心を持ち，自然

を大切にしたり，集団や社会の一員として適切に行動しよ

うとしたりする態度。 

★いちねんせいになったら(６)主 ４月上旬～７月下旬 

    ★はじまり はじまり がっこうたんけん(10)主 表 関 ４月中旬～５月下旬 

          さかせてみたいな はな いっぱい①(７)主 表 ５月下旬～７月中旬 

               きせつと ともだち―みなさん こんにちは―(14) ５月下旬～７月中旬 

                     なつやすみが やってくる①(２) ７月下旬 

 

 なつやすみが やってくる②(２) ９月上旬 

さかせてみたいな はな いっぱい②(７) ９月上旬～11月中旬 

   ★きせつと ともだち主 思 表 関―いろや かたち たくさん見つけた―(17) 10 月上旬～11月下旬 

      きせつと ともだち―さむさの 中で げんき いっぱい①―(７) 11月下旬～12月下旬 

          いっしょにいると あんしん①(４) 

★きせつと ともだち―さむさの 中で げんき いっぱい②―昔のあそび(4)交流会(2)  

主 思 表 関１月上旬～２月上旬 

   いっしょにいると あんしん②(６) １月上旬～２月中旬 

       ★大きく なったね １年かん(14)主 思 表 関 ２月上旬～３月 

102 

音 楽 

・楽しく音楽に関わり，意欲的に音楽活動に取り組む態度。 

・音楽の楽しさや面白さを感じ取り，表現する力。 

・様々な音楽に親しみ，音楽経験を生活に生かそうとする態

度 

★うたで なかよしに なろ

う(６)表 関 

・うたでさんぽ 

・ぞうさんのさんぽ 

・てとてであいさつ 

◎ひらいたひらいた 

はくを かんじて あそぼ 

う(５) 

♪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(1０)表 関 

・じゃんけんぽん 

・みんなで あそぼう 

♪しろくまのジェンカ 

・ことばで リズム 

◎うみ 

  どれみで うたったり ふいたり しよう(10) 

♪みつばちのぼうけん 

・たのしくふこう 

・どんぐりのおうち 

・どれみであいさつ 

・どれみのまねっこ 

・まかよし 

・どれみふぁそのまねっこ 

★ようすをおもいうかべよ

う(８)思 表 

♪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(１０)表 関 

♪シンコぺーテッドロック 

・きらきらぼし 

・おとさがし 

・ほしぞらのおんがく 

★にほんの うたをたのしも

う(５)表 関 

♪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(14)関 

・やまびこごっこ 

・やまびこあそび 

・とんくるりん ぱんくるりん 

・こいぬのマーチ 

♪ラデッキーこうしんきょく 

〔国歌〕きみがよ 

68 

図 画 工 作 

・感性を働かせながら作りだす喜びを味わい，進んで表現し

たり鑑賞したりする態度。 

・色や形，材料の特徴などを生かして，表したいことや表し

方などについて考え，表現する力。 

・自分たちの作品や身の回りの作品などから，面白さや楽し

さを感じ取ろうとする態度。 

たのしいな おもしろいな

(１) 

かたちや いろを たのしも

う(１) 

おひさま にこにこ(２) 

チョキチョキ かざり(２) 

すなや つちと なかよし

(２) 

いろいろな かたちの かみ

から(４) 

ひもひも ねんど(２) 

★せんせい あのね(４)

主 表 

おって たてたら(２) 

おって たてたら(２)  コロコロ ぺったん シャカ

シャカ(２) 

やぶいた かたちから うま 

れたよ(４) 

いろいろな はこから(２) 

ごちそう パーティーを  

はじめたよ！(２) 

のってみたいな いきたい

な(４) 

クルクル まわして(２) 

はこ かざるんるん(２) 

でこぼこ はっけん！(４) 

はこで つくったよ(２) 

★うつした かたちから(４) 

        思 表 

コロコロ ゆらりん(４) 

★みて みて おはなし(４) 

         思 関 

 

なにが でてくるかな!?(６) いっしょに おさんぽ(２) 

ドンドン ならべて(２) 

 

68 

体 育 

・運動の楽しさや喜びを味わい，進んで学習活動に取り組も

うとする態度。 

・簡単なきまりや活動を工夫して，楽しく運動できるように

する力。 

・だれとでも仲よくし，安全に気をつけて，楽しく運動しよ

うとする態度。 

 

器械・器具を使っての運動遊び

(３) 

(固定施設を使った運動遊び) 

体つくり運動(３) 

(体ほぐしの運動) 

 

走・跳の運動遊び(５) 

(走の運動遊び) 

★表現リズム遊び(12)主  

(表現遊び) 

 

体つくり運動(３)  

(多様な動きをつくる運動遊

び) 

★水遊び(12)主 

(水に慣れる遊び) 

(浮く・もぐる遊び) 

 体つくり運動(７) 

(多様な動きをつくる運動遊

び) 

★ゲーム(３)関 

(鬼遊び) 

器械・器具を使っての運動遊び

(６) 

(鉄棒を使った運動遊び) 

 

★ゲーム(９)思 関 

(ボールゲーム) 

 

体つくり運動(６) 

(多様な動きをつくる運動遊

び) 

走・跳の運動遊び(６) 

(跳の運動遊び) 

★器械・器具を使っての運動遊

び(10)思 

(マットを使った運動遊び) 

(跳び箱を使った運動遊び) 

 

体つくり運動(４) 

(多様な動きをつくる運動遊

び) 

ゲーム(３) 

(鬼遊び) 

★ゲーム(10)思 関 

(ボールゲーム) 

102 

( 保 健 ) 
            

 

特別の教科 

道徳 

・友だち同士，力をあわせて助け合っていこうとする心 

・生命を大切にしようとする心 

・集団の一員として自覚をもち，進んで働こうとする態度 

おはよう 

あるひのきょうしつ 

★みんななかよし関 

じぶんでできるよ 

こぶたん 

ふわふわことばちくちくこと

ば 

きゅうしょくじまん 

どこに かくれているのかな 

★わたしの しごと主 

うんこの はなし 

★くまさんの なみだ思 表 

 おしゃべりしましょう 

十七ねんもまっていたんだ 

どろどろ 

おまつりに いったよ 

そらを みあげて 

でも，だあーいすき 

らいおんのがっこう 

みてみて，こんなの みつけた

よ 

★くり思 表 関 

ぼくのじこ 

つとむくんはやさしいんだ！ 

ごみひろい 

★「いただきます」ということ 

 思 

★もったいないばあさん思 

しゅわで うたおう 

たからものはなあに 

いいおばけ 

★みんな がんばっている

ね！関 

このてはだあれ 

こころをこめてありがとう 

いっしょに やろうね 

おばあさんのけが 

★きょうしつさん，ありがとう 

 主 思 表 関 

34 

特

別

活

動 

学 級 活 動 
・望ましい人間関係を形成し，集団の一員として諸
問題を解決しようとする自主的，実践的な態度 

★はじめての小学校主 

自分の体 

★安全な登下校思 

楽しい給食・そうじの仕方 

★小学校のきまり思 

★運動会に向けて主 関 

水泳のきまり 

自分からあいさつ 

図書室の使い方 

★雨の日の過ごし方思 

歯を大切に 

１学期の振り返り 

夏休みの暮らし 

 ２学期の目標 

★２学期の係活動・当番活動 

           主 

社会見学に向けて 

友だちとなかよく 

★安全な避難思 

★学習発表会に向けて 

主  表 関 

読書をしよう 

★お楽しみ会主 思 表 関 

★持久走大会に向けて主 

楽しい外遊び 

２学期の振り返り 

冬休みの暮らし 

３学期の目標 

★３学期の係活動・当番活動 

          主 思  

★よい言葉・よくない言葉思 

６年生を送る会に向けて 

目を大切に 

★お楽しみ会主 思 表 関 

★１年間を振り返って・２年生

に向けて思 表 関 

卒業式に向けて 

春休みのくらし 

34 

学 校行 事 等 

・各行事の意義を理解し，場や目的に応じて自

分の役割をやり切る力 

・目的に応じて，進んで友達や他学年児童と関

わろうとする態度 

儀式 
主 関 

入学式②           ★新１年生との交流会① 

★卒業証書授与式全体練習④ 

★卒業証書授与式リハーサル

② 

★卒業証書授与式② 

★修了式・離退任式① 

63 
文化・体育 
宿泊・奉仕 
□主□思□表□関  

 ★遠足⑤  

★運動会全体練習② ★運動

会リハーサル④ 

運動会⑥   ★社会見学⑥ ★校内発表会③ 

★学習発表会① 

演劇鑑賞②     

健康安全 
□主□関  

身体測定① 視力聴力検査① 

内科検診① 心音心電図① 

歯科検診①  

★避難訓練（防犯）① 

耳鼻科検診① 眼科検診① 

体重測定・ミニ保健① 

★避難訓練（地震）①  

★交通安全教室② 

  身体測定・ミニ保健① 視力検査① 

★避難訓練（火災）① 

体重測定・ミニ保健①  身体測定・ミニ保健① 

 

  

児童会等 
□主□思□表□関  

地域別児童会①   児童会行事①     児童会行事①     六送会① 地域別児童会① 

外国語活動 
・相手の思いを理解しようとする力 

・自分の思いを伝えようとする力 

Greetings②        Animals② 
(世界のあいさつ)     （鳴き声） 

 

 Numbers②     Fruits③         Halloween① 
（指での数え方） （料理・給食・道具） （ハロウィン・日本の祭） 

 Face and Body②   Colors③ 
（複数形 eyes）      （一般的な色のとらえ方の違い） 15 

 


