
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（ 70 ）

★“21世紀型スキル＆倫理観”の育成に係る重点単元等
８月 時数

儀式

文化・体育
宿泊・奉仕

健康安全

その他

育成する力(21世紀型“スキル＆倫理観”)

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）

各教科等

各
　
教
　
科

・課題解決に必要な数や言葉に着目し，具体物を用いた活
　動などを通して見通しをもち，筋道立てて考える力
・言葉，数，式，図などに表したり読み取ったりして根拠を
　明確にし，それを基に自分の考えを説明する力
・生活や学習において，既習事項を活用しようとする態度

・学校周辺の自然を観察し，季節ごとの変化に気づき，自
然を大切にしたり，季節ごとに遊びや生活を工夫したりする
力
・学校では，職員や友だち，家庭では，家族との関わり合い
を通して，集団や社会の一員として適切に行動しようとする
態度

・範奏や範唱に合わせて， 基礎的な技能を身に付
け，歌い方や演奏の仕方を工夫して表現したり音
楽を創ったりする力
・楽しく音楽にかかわり，音や音楽に関心を持ち自
ら取り組もうとする態度

・表現したいことを持ったり，想像力をふくらませた
りしながら，いろいろな材料の形や色，組み合わせ
などの表し方を工夫し，体全体を働かせてつくる力
・自分の作品と身の回りの作品などと比べ，感じ
取った面白さや楽しさを友達に伝えようとする態度

体 育

音 楽

図画工作

・運動の基本的な動きを身に付け体力を養うととも
に，運動を楽しむための活動の仕方や規則を工夫
することができる力
・だれとでも仲良くし，運動を楽しく行い，力いっぱ
い活動しようとする態度

算 数

生 活

課題発見・解決力

「なぜ？」「どうして？」の「？（はてな）」を見つけ，み
んなで解決しようとしている。

･ともだち③[コ]
･１０までのかず⑩[課]

･なんばんめ③[コ]
･いくつといくつ⑨

･器械･器具を使っての運動
遊び④[主]
･走･跳の運動遊び④[課]

･体ほぐしの運動⑤[主]
･多様な動きをつくる運動遊
び③[主]

・１ねんせいになったら 　　　はじまりはじまりがっこうたんけん⑱[課]　[主]
     ･さかせてみたいなはないっぱい⑩[課][主]     　　　　　　　　　　 ･なつやすみがやってくる⑮　パート1･2[課][主]

･あわせていくつ⑪[課]
ふえるといくつ
･のこりはいくつ⑫[課][主]
ちがいはいくつ

･かずをせいりしよう②[コ]

･オリエンテーション①[主]
･たのしいな　おもしろいな①
[主]
･おひさまにこにこ②[主]
･すきなものいっぱい②[主]

３月各教科で育成する力（２１世紀型“スキル＆倫理観”）

国 語

（ 書 写 ）

９月 １０月 １１月 １２月 １月７月４月 ５月 ６月
・疑問に思ったことから課題を設定し，事柄の順序
を考えながら話したり，大事なことを落とさないよう
に聞いたりする力
・経験したことや想像したことなどについて，順序を
整理し，「はじめ・中・おわり」の構成を考えて書く力
・事柄の順序や場面の様子に気付いたり，想像を
広げたりしながら読む力
・話題に沿って，進んで自分の考えを話したり聞い
たりしようとする態度

・あさ②
・さあはじめよう⑪
[課][主][コ]

２月
・えをみてはなそう②[課]
・かきとかぎ②
・あさのおひさま④
・はなのみち⑦[課]
・ぶんをつくろう④
・ねことねっこ②
・わけをはなそう②[課]

・おばさんとおばあさん②
・くちばし⑩[課][主]
・おもちやとおもちゃ②
・おもいだしてはなそう③[コ]
・あいうえおであそぼう④[コ]
・おおきくなった②
・おむすびころりん⑧[主]
・たからものをおしえよう⑤[主]

・夏の風景②
・自分の考えを伝えるには⑨
[課][コ]
・漢字の広場②
・本は友達⑤[課]

・学習の進め方①　[主]　　　　　　・筆順と字形の関係を考えよう⑥[課]　　　　　・漢字の組み立てを考えて書こう④課] ・にているひらがな②[課]　　　　・かたかなのかきかた②　・かたかなあつまれ①　・「とめ」「はね」「はらい」②
　　　　・「おれ」「まがり」「そり」②　　　　・にているかん字とかたかな②　　　・かきじゅん①　字のかたち②

　・かきぞめ③[課][主]　　　　　・1年生のまとめ②　　　　・1年生でならうかんじ①

その他
(自校の特色等）

・地域の一員としての自覚を持ち，進んで他者(人・
地域)とかかわり合いながら行動する態度【郷】

特別の教科
道徳

・やらなければならないことを目標に向かって，失敗を恐れ最後まで
取り組もうとする力【主体性】１－（２）
・郷土の文化や生活に親しみ，人々と交流することによって，自分や
地域のよさに気づこうとする態度【郷土愛】４－(５)

学校行事等

学級活動

・仲良く助け合って学級生活を楽しくするために生
活上の諸問題を解決していく力
・基本的な生活習慣を身に付け日常の生活や学習
に進んで取り組もうとする態度

・よりよい学校生活にするために，課題
を見つけその解決策について友達と仲
良く助け合って解決する力【課】
・場や目的に応じて自分の役割に気付
いたり考えたりして，自分の思いを伝え
る力【コ】
・学校の一員としての自覚を持ち，その
解決に向けて進んで取り組もうとする態
度【主】
・自己や他者のよさを認め，他者(人・地
域)とかかわり合いながら行動する態度
【郷】

特
　
別
　
活
　
動

児童会等

･チョキチョキかざり②[主]
･いろいろなかたちのかみか
ら　　　⑧[主]

･ひもひもねんど②[主]
･すなやつちとなかよし②

･おってたてたら②[主]

はくをかんじてあそぼう⑤
[課][主][コ]
・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
・じゃんけんぽん⑫[コ]
・みんなであそぼう　・うみ
・しろくまのｼﾞｪﾝｶ・ぶんぶん
ぶん
・ことばでリズム・たなばたさ
ま

うたでなかよしになろう⑤[コ]
･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

･表現リズム遊び④[主][コ]
･水遊び④[主]

･水遊び⑧[課][主]

★おはよう[主]
・あるひのきょうしつ
・みんななかよし
・じぶんでできるよ

・こぶたん
・ふあふあことばちくちくこと
ば
・どこにかくれているのかな
・うんこのはなし

・くまさんのなみだ
・そらをみあげて
・おまつりにいったよ
・おしゃべりしましょう

・おおきくなるために
★わたしのしごと[主]
・１７ねんもまっていたんだ

★はじめての小学校[主]
・自分のからだ
・友だちとなかよく

・小学校の決まり
★そうじの仕方[主]
・安全な登下校
・図書室の使い方

★自分からあいさつ[郷]
・水泳のきまり
★雨の日の過ごし方[課]

・歯を大切に
・１学期の振り返り
・夏休みのくらし

★身体測定①
★避難訓練①

★交通安全教室② ★体重測定，保健指導①
★プール掃除①
★交通安全教室②

★防犯教室①

★地区児童会① ★地区児童会①

★入学式① ★1学期終業式①

★遠足⑥
★運動会全体練習⑥
★運動会⑥

★クリーン作戦②
★新体力テスト②
★プール開き①

★ラジオ体操教室①

１７日校区一斉挨拶運動 １７日校区一斉挨拶運動
スタディウィーク

１６日校区一斉挨拶運動
スタディウィーク
校区地域清掃（クリーン作
戦）

１４日校区一斉挨拶運動

★縦割り班顔合わせ①

･いちねんせいのうた②
･はなそう、きこう④[コ]
･ひらがなあつまれ②
･ゆうやけ⑩
･かたかなをみつけよう③
･うみのかくれんぼ⑨[主]

･かずとかんじ⑤
･くじらぐも⑬[課]
･しらせたいな、みせたいな
⑩[コ]

･まちがいをなおそう③
･かん字のはなし⑤
･ことばを見つけよう③[コ]
･じどう車くらべ⑯[課]

･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
[コ]
･ともだちに、きいてみよう④
[コ]
･日づけとよう日④
･ずうっと、ずっと、大すきだ
よ⑪[主]

･てんとうむし②
･ものの名まえ⑤
･かたかなのかたち②
･てがみでしらせよう⑥[コ]
･たぬきの糸車⑫[課]

･ことばをたのしもう③
･これは、なんでしょう⑥[コ]
･どうぶつの赤ちゃん⑬[課]
･にているかん字④

･だってだってのおばあさん
⑧[主]
･いいこといっぱい、１年生⑪
[主]

１５日校区一斉挨拶運動 １７日校区一斉挨拶運動
スタディウィーク

１７日校区一斉挨拶運動
スタディウィーク
校区地域清掃（クリーン作
戦）

１７日校区一斉挨拶運動 １６日校区一斉挨拶運動
スタディウィーク

１６日校区一斉挨拶運動

･なんじなんぷん③[主]
･たしざんとひきざん⑦[課]

･ずをつかってかんがえよう
④
･かたちづくり⑤[主]
･おなじかずずつわけよう②
･１年のまとめ③[主]

･１０よりおおきいかず⑩[主]
･なんじなんじはん②[主]
･かたちあそび⑤[コ]

･ふえたりへったり⑤[主]
･どちらがながい④[コ]
･たしざん⑪[課][主]

･どちらがおおい③[課]
･どちらがひろい③
･ひきざん⑪[課]

･たすのかなひくのかな③
[主]

･２０より大きいかず⑫[課][主]

どれみをうたったりふいたり
しよう⑩[課][主]
・みつばちのぼうけん
・たのしくふこう
・どんぐりさんのおうち
・どれみであいさつ

・なかよし
・どんぐりさんのおうち（どれ
み）

ようすをおもいうかべよう⑦
[課][主][コ]
・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
⑨[課][主][コ]
・シンコペーテッドクロック
・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[課][主]
・さんちゃんが/おおなみこなみ

・おちゃらかほい
・【国歌】きみがよ

　　　 ･なつやすみがやってくる⑤　パート1･[郷]

おとをあわせてたのしもう⑮
[課][主]
・やまびこごっこ
・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

･きせつとともだちパート１･２
　　　　　　　　⑬[主][課][郷]

･大きくなったね１年かん⑪[課]
・さかせてみたいなはないっぱい⑦[課][主]

きせつとともだち⑰[課]

･きせつとともだちパート１･２⑩[課][主]　[郷]

･ごちそうパーティーをはじめ
よう②[課]
･やぶいたかたちからうまれ
たよ④[主]

･コロコロゆらりん③・はこでつくったよ②
・うつしたかたちから②
・みてみておはなし⑧[課]

･どんどんならべて②[コ]
･でこぼこはっけん②[コ]
･はこかざるんるん④[主]

･いっしょにおさんぽ②[コ]
･コロコロぺったんシャカシャ
カ②[主]

･のってみたいないきたいな
④
[課]

･せんせいあのね⑤[主]
･なにがでてくるかな？④

･表現リズム遊び⑨[課]
･ゲーム⑧[課]

･ゲーム⑤[コ]･体つくり運動④[主]
･表現リズム遊び③[課][コ]

･ゲーム③[コ]
･鉄棒を使った運動遊び⑨[課][主]
･マットを使った運動遊び⑧
[課][主]
・跳び箱を使った運動遊び⑤
[課][主]

･ゲーム⑤[コ]
･体つくり運動④[コ]
･走･跳の運動遊び⑤[課]

･走･跳の運動遊び⑤[課] ･体つくり運動⑪[課]
･ゲーム⑤[課]

・きゅうしょくじまん
・でも，だあーいすき
・らいおんのがっこう

・みてみてこんなの見つけた
よ
・やさいからのてがみ
・こころをこめてありがとう

★ごみひろい[主]
・みんながんばっているね
・つとむくんはやさしいんだよ
・もったいないばあさん

・くり
・たからものはなあに
・いいおばけ

・てでつたえる
・このてはだあれ

・ぼくのじこ
★いっしょにやろうね[コ]

・おばあさんのけが
・きょうしつさんありがとう

・６年生ありがとう
・目を大切に
★仲間づくり[コ]

・１年間の振り返り
・２年生に向けて
・春休みのくらし

★２学期始業式① ★2学期終業式① ★3学期始業式① ★卒業証書授与式②
★卒業式練習③
★修了式，離退任式①

★２学期の目標[主]
★２学期の係活動，当番活動[主]
★体育発表に向けて[主]
・社会見学に向けて

・よい言葉，よくない言葉
・安全な避難
・給食のマナー

・たのしいな給食
・読書をしよう
★楽しい外遊び[コ]

・２学期の振り返り
・冬休みのくらし

★３学期の目標[主]
★３学期の係活動，当番活
動[主]
・マラソン大会に向けて

★身体測定・保健指導① ★避難訓練① ★体重測定・保健指導① ★身体測定，保健指導①
★避難訓練①

★体重測定・保健指導①

★体験作文発表会①
★体育発表練習①
★体育発表①

★社会見学⑥ ★ふれあいコンサート①
★クリーン作戦②
★さざんかの会②

★体験作文発表会①
★マラソン大会②

68

68

111

34

★なの花の会② ★地区児童会①★児童会レク① ★地区児童会①

★クリーン作戦②
★大掃除①

福山市立能登原小学校

34

78

278

30

143

106

コミュニケーション能力

人の話を最後まで聞いて受け答えができる。

主体性

自分のやるべきことや自分の目標に向かって，失敗を恐れず
に，何事も最後まで取り組もうとしている。

郷土愛

地域の自然や文化にふれたり，人々と交流したりすることに
よって，自分や地域のよさに気づこうとしている。


