令和２年度 横浜市立山田小学校 第１学年 年間指導計画
４月
５月

学校行事等

生活

学級活
動

4
月
、
5
月
の
内
容
は
6
月
以
降
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
学
習
し
て
い
き
ま

・入学式６MB-(8)
・大掃除 ３M
・登校班指導 ３M
・計測 １M D-(17)
・眼科 １M
・避難訓練 D-(17) １M
・聴力 １M
・視力検査 １M
・全校遠足顔合わせ【児３M】B(9)
・１年生を迎える会 【児３M】B(6)
○あたらしい いちねんせい
・あたらしいいちねんせい。
まいにちあたらしい。
・わたし、できるよ。
・ぼくも、できるよ。

６月

７月/８月

・避難訓練・引き渡し訓練 D-(17)
４M
・新体力テスト 【児３M・体６M】
・避難訓練 D-(17)
・全校遠足事前の活動 【児３M】 ・開港記念日前日講話 １M
・歯科巡回指導 １M
・全校遠足 １５Mv B-(6)
・避難訓練 D-(17) １M
・大掃除 C-(12) ３M
・歯科検診 １M
・防犯教室 ３M
・交通安全教室 ３M
・内科検診 １M
保健行事（健診、計測など）は、できるよ
・心臓検診 ３M
うになり次第、行います。
○さかせたいな わたしのはな
○うめジュースをつくろう
○なかよしいっぱいだいさくせん
・がっこうにはどんなものがある ○なつだ とびだそう
か
・みんなであそぼなにしてあそぼ
な、どんなひとが いるかな。 う

・みんなと なかよし。
・なかよしさがしに しゅっぱつだ ・なつを たのしもう
・いちねんせいは たのしいな。
・もっともっとしりたいな
・なつ だいすき
・きょうは なにを しようかな。
・なかよしみつかる つうがくろ
・あめのひ たんけんたい
・いろいろみつけた、あたらしい
・なかよし たくさん みつけたよ
こ
と。
・じこしょうかいのかいをひらこう ・おしごとをみつけてちょうせんし ・あめのひでもできるみんなあそ
・おしごとをみつけよう
よう
びを
1
・クラスのめあてをきめよう
・みんなあそびをしよう
しよう
・おしごとたのしいな
イ みんななかよし
ア じぶんのもちものはたいせつ ウ はみがきじょうずにできるかな
2
エ たのしいきゅうしょく
に
ア たのしいがっこう
イ おそうじがんばろう
3
・いいてんき
・こえに だして よもう
・わけを はなそう
・おはなし たのしいな
・ききたいな ともだちの はなし ・おばさんと おばあさん
・あつまって はなそう
・たのしいな ことば あそび
・くちばし
国語 ・えんぴつと なかよし
・はなの みち
・おもちやと おもちゃ
・どうぞ よろしく
・としょかんへ いこう
・あいうえおで あそぼう
・なんて いおうかな
・かきと かぎ
・おおきく なった D-(18)
・こんなもの みつけたよ
・ぶんを つくろう
・おおきな かぶ
・うたに あわせて あいうえお
・ねこと ねっこ

くらべたことがあるかな、おお
算数 いのはどちらかな
なかまづくりとかず

歌声に気を付けて歌おう
わらべうたや遊びうたに親しもう

音楽

なかまづくりと かず
なんばんめ
どのようにかわるかな
あわせていくつ ふえるといくつ
のこりはいくつ ちがいはいくつ
しあげよう
あわせていくつ ふえるとい
くつ

道徳

楽しい学校
時間のきまり

YICA
国際理解教室C-(16) 9M

ひ も ひ も
ね
みて みて あのね

○いきものと なかよし
・どんな いきものと なかよく
なり
たいかな
・はじめまして、こんにちは
・おたんじょうかいをひらこう

ア はじめてのなつやすみ
・はをへを つかおう
・すきな もの、なあに B-(8)
・おむすび ころりん
・としょかんと なかよし
・こんな ことが あったよ

のこりはいくつ ちがいはいくつ
どちらがながい

・終業式 １M
・始業式 １M
・運動会全校練習 【児２M・教１
M】
・避難訓練 D-(17) ２M
・計測 D-(17) １M
・運動会 B-(9)１８M

○あきと いっしょに
・どんなあきが みつかるかな、
どんな あそびが できるかな
・あきを たのしもう

ん

１２月

・地域清掃 C-(12) ３M
・避難訓練 D-(17) １M

・避難訓練 D-(17) １M
・全校音楽会 D-(19) ３M
・大掃除 C-(12) ３M

・さあ、 なにして あそぼう
・おもちゃランドへ ようこそ
・たのしかったね あきあそび
・いっしょに たのしもう

・こえにだして よもう
・ききたいな、ともだちの はなし
・たのしいな、ことば あそび
・やくそく
・かたかなを みつけよう
・うみの かくれんぼ
・かずと かんじ

わかりやすく せいりしよう
１０よりおおきいかず
なんじ なんじはん
３つのかずのけいさん

１月

２月

・避難訓練 D-(17) １M
・開校記念日前日講話 C-(14)１M ・見守り隊に感謝する会 B-(7)
・歯科巡回指導 １M
【児１M】
・スマイルタイム 【児 ２M】

○みんなのにこにこ 大さくせん ○ふゆと ともだち
・いえの人が にこにこするとき
・まい日 さむいね、
は
ふゆは なにして あそぼうか
どんなとき
・ふゆを たのしもう
・はじめよう、にこにこ大さくせん
・にこにこが いっぱい

・もっと なかよしに なりたいな
・ずっと だいすき
・めざせ いきもの はかせ

・なかよししゅうかいをひらこう
・ぜんきがんばったねのかいをひ ・おしごとこうかんをしてみよう
・うんどうかいのめあてをきめよう らこ
・あたらしいおしごとをきめよう
う
・ほいくえんやようちえんのおとも
だ
ウ がっこうのいきかえり
ウ せいけつなからだ

ぺったん コロコロ
のって みたいな いきたいな
ごちそう パーティー はじめよ
う！

○おにあそびB-(9)
○水あそびD-(17)

イ たのしくあそぼう

エ なんでもたべようげんきなから
だ
・こえに 出して よもう
・どうぶつの 赤ちゃん
・ききたいな、 ともだちの はなし ・これは、なんでしょう
・たのしいな、 ことば あそび
・ずうっと、ずっと、大すきだよ
・たぬきの 糸車
・かたかなの かたち
・ことばを 見つけよう

・ものの 名まえ
・わらしべちょうじゃ
・ともだちに、きいて みようA-(8)
・日づけと よう日
・てがみで しらせよう B-(7)

どちらが おおい
たしざん

かたちあそび
ひきざん

ひきざん
どんな けいさんになるのかな？
けいさんぴらみっど

音色に気を付けて演奏しよう
音を合わせて演奏しよう

・六年生を送る会 C-(14) 【児３
M】
・避難訓練 D-(17) １M
・大掃除 C-(12) １M
・お別れ式 B-(7) １M
・修了式 ２M

○もうすぐ みんな にねんせい
・1ねんかんどんなことがあった
・大きくなったね、わたしたち
かな
・たのしみだね 2ねんせい
・おもいでいっぱい 1ねんせい
・あたらしい1年生を しょうたいし
よう
・おたんじょうかいをひらこう
・２ねんせいでもよろしくねの会を
・６ねんせいにありがとうをつたえ しよ
よう
う
・あたらしい１ねんせいをむかえる

・なかよししゅうかいをひらこう

ウ ほんとなかよし
・じどう車くらべ
・じどう車ずかんを つくろう
・かたかなを かこう
・ともだちの こと、しらせよう
・むかしばなしを よもう
・おかゆの おなべ

３月

32 1/3

102

34

・にて いる かん字
・いい こと いっぱい、一年生

306

おおきいかず

おおきいかず
どちらがひろい
なんじ なんぷん
ビルを つくろう
たしざんと ひきざん

かたちづくり
１ねんのふくしゅう

曲や演奏の楽しさに気付いて聴こう 曲想を感じ取って歌おう

曲想を感じ取って歌おう

曲想を感じ取って演奏しよう

曲想を感じ取って歌おう

発想を生かして音遊びをしよう 音を合わせて演奏しよう

声を合わせて歌おう
思いをもって簡単な音楽をつくろう 声を合わせて歌おう
曲や演奏の楽しさに気付いて聴こ
う

歌声に気を付けて歌おう◎ひのまる 曲や演奏の楽しさに気付いて聴こう

時数

・たのしかったね はるなつあき
ふゆ

・おたんじょうかいをひらこう

・くじらぐも
・しらせたいな、見せたいな
・まちがいを なおそう
・ことばを たのしもう
・かん字の はなし

ひらひら ゆれて
でこぼこ はっけん！
☆かみねんどを おして
☆こすりだして

は こ で
つ く っ た よ
な ら べ て
な ら べ て
おはなしから うまれ たよう つ し た か た ち か ら
か み ざ ら
コ ロ コ ロ いっしょに おさんぽ
読書感想画
☆えのぐを つけた かたちから すきまちゃんの すきな すきま
にょきにょき とびだせ
かざって なに いれよう
☆こすりだした かたちから

○表現運動B-(9)
○鉄棒
○走のあそび
○多様な動き

親切な心で
命の温かさ
みんな同じように
頑張る心

植物を育てる
すがすがしい心

○生活（２M）
・公園の春探し（画像を見る）

○ボールゲーム（手）B-(9)
○跳び箱C-(10)

感謝の気持ちを伝える
自分の仕事
生きていることのすばらしさ
ほかの国の友達

これなあに？
９M

６月

１１月

136

68

音色に気を付けて演奏しよう

ちょきちょき かざり
おって たてたら
どす な や つ ち と な か よ し
カラフル いろみず
☆ す な や
つ ち で
いろいろな かたちの かみから
☆ねんどの かたまりで

はじめてあったひとにあいさつをし
よう！ ９M

５月

１０月

歌声に気を付けて歌おう

いつも明るく
お世話になっている人たち
自立した生活

コンピューター操
作技能習得カリ
キュラム

４月

・ありがとう わたしのはな
・あきからそだてるはな

わらべうたや遊びうたに親しも 曲や演奏の楽しさに気付いて聴こう
声を合わせて歌おう
歌声に気を付けて歌おう
う ◎ひらいたひらいた
曲想を感じ取って歌おう ◎かたつむり 思いをもって簡単な音楽をつくろう 曲想を感じ取って歌おう◎うみ

○固定施設C-(10)
○マットC-(10)

体育

・総合防災訓練 D-(17) ３M

曲や演奏の楽しさに気付いて聴こう わらべうたや遊びうたに親しもう 発想を生かして音遊びをしよう 声を合わせて歌おう

声を合わせて歌おう
すきな かたちや いろ なあに
オリエンテーション
かきたいもの なあに
図工 ☆すきな もの いっぱい
☆おひさま にこにこ
（☆選
択）
○からだほぐし

・たねができたよ

９月

勇気を出して
友達っていいな
わがままな行い
最後まで粘り強く

○生活（２M）
・朝顔の写真を撮る（ipad操作）
○算数（2M）

７月/８月

○図工（４M）

１０月

きまりを守って使う
自分のよさ
よいこと、悪いことを区別し
て

わたしの すきなもの
６M

○生活（２M）
・秋探し（デジカメ操作）

９月

優しい気持ち
挨拶の心

１１月

102

友達を思う心
思いやりの心
たった一つの命
正直で素直な心

じぶんのすきなものを つたえてみよう
６M

○生活（３M）
・冬探し（デジカメ操作）
・冬野菜（デジカメ）

１２月

68

○ボールゲーム（足）B-(9)
○跳の運動遊び

きまりの大切さ
家族の人の願い
いつも正直に
わたしたちの国や町

みじかなものを えいごでいってみよう
９M

そつぎょう・にゅうがく かざり

○国語（３M）
・詩を書こう

生き物に優しい気持ちで
楽しい学級
うそやごまかしをしないで

34

いくつかな？ ６M

20

○生活（１M）
・冬野菜（デジカメ）

１月

２月

３月

