
２０１７年度（平成２９年度） 第 2 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

・具体的な活動や体験を通して持った，社会事象，自然，自分
自身に対する気付きを，伝えたり，交流したり，振り返ったりし
て，表現する力
・地域の様々な場所，公共物について調べることを通して，地域
のよさに気づき，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

「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。

課題発見・解決力

 ・ひょうとグラフ時こくと時間
⑧
★たし算⑩【主】

★ひき算⑪【主】
 ・たすのかなひくのかな③

２月 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

 ・ じゅんばんにならぼう①
★ふきのとう⑫【主】
 ・春がいっぱい②
★今週のニュース⑥【コ】

★たんぽぽのちえ⑫【課】
 ・かん字のひろば②
★かんさつ名人になろう⑯
　【コ】

 ・いなばの白うさぎ②
 ・かたかなのひろば②
★ともこさんはどこかな⑥
【コ】
 ・同じぶぶんをもつかん字
②
★スイミー⑫【課】
 ・かん字のひろば②

★こんなもの見つけたよ⑩
　　【コ】
 ・うれしいことば②
 ・ミリーのすてきなぼうし⑩
 ・かん字のひろば②
 ・夏がいっぱい②【郷】

 ・字を書くしせい①　　　　　　　　  ・かきじゅん①　　　　　　　　 　 ・「はらい」のほうこう②　　　　　 ・げんこう用紙に書くとき
②
 ・えんぴつのもちかた①              ・点と画の名前①　　　　　　　  ・「おれ」のほうこう②

・夏休みにしたいことは④　　　★発見！町へとび出そう⑧【課】【コ】【主】【郷】

★大きくそだてみんなの野菜⑨【課】【コ】【主】

★生き物といっしょに⑩【課】【コ】【主】 ・あそびのたつ人あつまれ⑨

・たのしいなおもしろいな②
★ひみつのたまご④【主】

・にぎにぎねんど②
★ざいりょうからひらめき④
【コ】【主】

★たのしかったよドキドキしたよ⑧

【コ】【主】
・くしゃくしゃぎゅっ④

★うたでともだちのわ
をひろげよう④【コ】
【主】

 ・はくのまとまりをか
んじとろう⑨

★音のたかさのちがいをかんじとろう⑧【コ】
【主】

★ひかりのプレゼント⑥【コ】

【主】

 ・たのしくうつして⑥

 ・まどをひらいて④
 ・おもいでをかたちに②

★見て見ておはなし⑥【コ】
【主】

★わくわくすごろく④【課】【主】

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

★長さの単位⑪【課】
 ・１０００までの数⑪

★たし算とひき算の筆算⑭
　【主】

★発見！町へとび出そう⑮【課】【コ】【主】【郷】

★大きくそだてみんなの野菜⑪【課】【コ】【主】

夏休みにしたいことは④★生き物といっしょに⑩【課】【コ】【主】

★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

★仲間づくり【コ】
★１学期の振り返り【主】
夏休みのくらし

 ・体つくり運動④
★表現リズム遊び④【コ】

 ・体つくり運動⑦
★表現リズム遊び④【コ】

★走・跳の運動遊び⑤【コ】
【主】

　　　　★水遊び⑪【課】【主】

二年生になったら
こうたのあさ
かぎのかかった一りん車ごや

学校のつくえの中
★かもうのクス【郷】

これでいいのかな
あなたってこんなにすてきだよ
あいさつ
★ぼくのわたしのじまん大会【主】

空からのプレゼント

★2年生になって【主】
★１学期の係活動・当番活
動
　【主】
★友だちとなかよく【コ】

そうじの仕方
運動会に向けて
★自分からあいさつ【コ】
図書室の使い方

★よくかんで食べよう【課】
水泳のきまり
★身の回りの安全【課】

★地区児童会① ★地区児童会①

★就任式，始業式①
★入学式練習②
★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

 ・おおきくなあれ②
★大すきなもの．教えたい⑧
　　【コ】
 ・カンジーはかせの大はつめい②

 ・ことばあそびをしよう①
★どうぶつ園のじゅうい⑭
【課】

★お手紙⑭【主】
 ・主語と述語②
 ・かん字の読み方②
 ・秋がいっぱい②
★お話の作者になろう⑬
　【主】

 ・かたかなで書くことば②
 ・しかけカードの作り方⑧
★おもちゃの作り方⑧【課】
★あったらいいな，こんなもの
⑧
    【主】

★あったらいいな，こんなもの

⑩

　　【主】
 ・にたいみのことば，はんた
い
   のいみのことば②
 ・わたしはおねえさん⑫
 ・かん字のひろば②
 ・冬がいっぱい②

 ・てのひらを太陽に②
 ・ようすをあらわすことば⑥
 ・見たこと，かんじたこと⑦
 ・三まいのおふだ①

★おにごっこ⑬【課】
 ・かん字のひろば②
★みんなできめよう⑩【コ】
 ・なかまのことばとかん字②
★スーホの白い馬⑮【課】

 ・ことばを楽しもう①
★楽しかったよ，２年生⑯
　【主】

 ・「そり」のほうこう①
 ・「点」のほうこう①

 ・画の長さ②
 ・点や画の間①
 ・画のつき方と交わり方②

 ・点や，画の書き方のまとめ
②
 ・字の形③

 ・字の中心②  ・書きぞめ③  ・２年生のまとめ③

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

 ・えんぴつができるまで①

★ひょうしをかんじて
リズムをうとう⑪
【コ】【主】

★いろいろな音をた
のしもう⑨
【課】【主】

★水のかさ⑧【課】
★三角形と四角形⑤【課】

★三角形と四角形⑩【課】
★かけ算（１）⑩【主】

★かけ算（１）⑩【主】
★かけ算（２）⑩【主】

★かけ算（２）⑧【主】
★九九のひょう⑧【主】

 ・長い長さ⑦
 ・１００００までの数⑫

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

★はこの形⑦【コ】
★もんだいの考え方⑩【主】

 ・分数③
 ・２年のまとめ⑥

 ・走・跳の運動遊び⑥【コ】
【主】
 ・体つくり運動④

★ゲーム（鬼遊び）④【コ】
★ゲーム（ボールゲーム）⑨
【課】【コ】

 ・日本のうたを楽しもう

④
★ようすをおもいうかべよう⑩【コ】 ★音をあわせて楽しもう⑮【コ】【主】

・大きくそだてみんなの野菜④

★あそびのたつ人あつまれ⑪【課】【コ】【主】

★わたしのすてきがはばたく⑭【課】【コ】【主】【郷】

 ・つないでつるして②
 ・ともだちハウス④
【コ】【主】

 ・とろとろえのぐでかく④
 ・ともだち見つけた！②

みんなできめたから
まもれたルール
おれたミラー
二年二組のやくそく

こまったさんをさがせ！
せかいのどこかで
お母さん
おつかいマン

安全な登下校
おすすめの本の紹介
きれいな教室

★仲間づくり【コ】
★１年間の振り返り【主】
春休みのくらし

★クリーン作戦②
★大掃除①

 ・ときめきコンサート②
 ・ストローでこんにちは④
【課】【コ】【主】

はんぶんでいいよ
「アンパンマン」たん生！
ママとのやくそく
学校あんない

★あとまわしおばけがでたぞ！
【主】
ハートぴったりはだあれ
じてんしゃもクルマ

★学校のまわりには【郷】
くつ
だれのさくひんかな？
どうぶつたちがないている

千キロメートルのたび
おんぶしてくれ
学校のひみつきち

ひとみちゃんみんなでまってます
ごめんなさい
かさ
おばあちゃん，きょうもまっていてく
れるかな

★器械・器具を使っての運動遊び
⑥

【課】【主】
★表現リズム遊び⑥【コ】

★器械・器具を使っての運動遊び
⑮

【課】【主】

 ・体つくり運動⑨
★ゲーム（鬼遊び）③【課】
【コ】

★ゲーム（ボールゲーム）⑨
【課】【コ】

 ・走・跳の運動遊び⑧【コ】【主】

★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学期の係活動・当番活動【主】
体験作文発表
★よい言葉，よくない言葉【コ】
社会見学に向けて

★学級会をひらこう【コ】
係り活動・当番活動の振り返
り
体育発表会に向けて

やさいのひみつ
読書をしよう
★さざんかの会に向けて
【郷】

★仲間づくり【コ】
★２学期の振り返り【主】
冬休みのくらし

★３学期の係活動・当番活
動【主】
体験作文発表
食べ物のはたらき

★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

70

70

114

35

★なの花の会② ★地区児童会①★児童会レク① ★地区児童会①

★身体測定・保健指導① ★避難訓練①

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。

福山市立能登原小学校
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182

109


