令和３年度

仙台市立高砂小学校（１学年）
学校の教育目標

自主性・創造性に富み，心豊かに
たくましく生きる『高砂っ子』の育成

月

国語

書写

算数

生活

音楽

図画工作

体育

4月

5月

・さあはじめよう
・よろしくね
・ひととつながることば
・こえをとどけよう
・えんぴつをつかうときにたしか
めよう
・かいてみよう
・あいうえおのうた
・あいうえおのことばをあつめよう
・ほんがたくさん

・あめですよ
・゛や ゜のつくじ
・ぶんをつくろう
・みんなにはなそう
・さとうとしお
・はをつかおう
・とんこととん

１ はじめに

２ ひらがなのかきかた

●くらべた ことが あるかな
●おおいのは どちらかな
1 なかまづくりと かず
（1）たりるかな
（2）おなじ かずの なかまをさが
そう
（3）5は いくつと いくつ

6月

7月

元気な子 よく聞く子
なかよくする子 がんばる子

8月

9月

・おおきなかぶ
・かぞえうた
・えにっきをかこう
・としょかんはどんなところ

・あるけあるけ／お ・はなしたいなききたいな
おきくなあれ
・かいがら
・ことばあそびうたをつくろう
・かんじのはなし

（4）おなじ かずの なかまを さが 3 あわせて いくつ ふえると いく
そう
つ
（5）いくつと いくつ
（1）あわせる
（6）おおきさを くらべよう
（2）ふえる
（7）0と いう かず
（3）0の たしざん
2 なんばんめ
（4）おはなしづくり
●どのように かわるかな
・まとめ
●しあげよう
4 のこりは いくつ ちがいは いく
つ
（1）へる
（2）0の ひきざん

（3）ちがい
（4）おはなしづくり
・まとめ
5 どちらが ながい

6 わかりやすく
せいりしよう

○がっこう だいすき
・がっこうの ことが しりたいな
・みんなと なかよく なりたいな
・ともだちと がっこうを たんけんし
よう

・がっこうに いる ひとと なかよく
なろう
・がっこうで みつけた ことを つた
えよう
・みんなで つうがくろを あるこう

○きれいに さいてね
・たねを まこう
・せわを しよう
・はなの ようすを つたえよう
○なつが やって きた
・こうていで くさばなや むしを さ
がそう

・みんなの こうえんで あそぼう
・みずで あそぼう
・たのしかった ことを つたえよう

○どんなうたがあるかな
○おんがくにあわせてあるこう

○おんがくにあわせて
◇ひらいた ひらいた
◇かたつむり

○リズムと なかよし
○こんにちは
○にっぽんのうた みんなのうた ニカ①
◇うみ

◯すきなもの いっぱい
◯ねんどと なかよし
◯クレヨンや パスと なかよし

◯いろいろ ならべて
◯チョッキン パッで かざろう

◯なが～い かみから
◯うきうきボックス

◯さわって かくの きもちいい！ ◯せんの かんじ い ◯ふわふわ ゴー
◯みて，みて，いっぱい つくった いかんじ
◯さらさら どろどろ いいきもち
よ

〇体ほぐしの運動遊び
〇集団行動
〇固定施設を使った運動遊び

〇走の運動遊び
〇リズム遊び
〇多様な動きをつくる運動遊び

〇体力・運動能力調査
〇跳の運動遊び
〇投の運動遊び

〇水の中を移動する運動遊び

〇もぐる・浮く運動
遊び

１ ようこそ，一ねんせい
２ じゅぎょうが はじまりますよ

３ あいさつ
４ がっこうにはね
５ きを つけて

６
７
８
９

10 ぼくの あさがお
11 にじが でた

12 みんな だれかに 13
14
15
16

道徳

・をへをつかおう
・きいてつたえよう
・ちいさいっ
・ことばあそび
・あひるのあくび
・のばすおん
・どうやってみをまもるのかな
・ちいさいゃゅょ
・こんなことしたよ

１学年の
学年目標

教科等年間指導計画一覧

はしの うえの おおかみ
ハムスターの あかちゃん
みんな いっしょ
うかんだ うかんだ

けんばんハーモ

◯入学式

10月

11月

1月

2月

3月

○しをよもう「みみずのたいそう」 ○くらべてよもう「子どもをまもる ・かたちのにているかん字
・かたかなのかたち
どうぶつたち」
・一年かんをふりかえろう
・ことばをあつめよう
・小学校のことをしょうかいしよう
○すきなところを見つけよう「スイ
ミー」

５ まとめ

４ かん字のかきかた

10 どちらが おおい
11 たしざん
（1）9＋4の けいさん
（2）3＋9の けいさん
（3）かあど れんしゅう
・まとめ

12 かたちあそび
（1）かたちを つくろう
（2）かたちの とくちょうを まとめよ
う
（3）かたちを うつして えを かこう
13 ひきざん
（1）13－9の けいさん
（2）12－3の けいさん

○いきものと なかよし
・むしを さがそう
・むしと なかよく なろう
○たのしい あきいっぱい
・こうていで あきを さがそう

・こうえんで あきを さがそう
・はっぱや みで あそぼう
・あきの ことを つたえよう
○きれいに さいてね
・たねを とろう

14 おおきい かず
（1）おおきい かずを かぞえよう
（2）99より おおきい かず
（3）かずの ならびかた
（4）100より おおきい かず

（5）かずと しき
・まとめ
15 どちらが ひろい
16 なんじなんぷん
●ビルを つくろう
17 たしざんと ひきざん
（1）たしざんと ひきざん
（2）おおい すくない
（3）ずに かいて かんがえよう

○たのしい あきいっぱい
・じぶんで できる ことを しよう
・あきの おもちゃを つくろう
・これからも つづけよう
・いっしょに あそぼう
○じぶんで できるよ
・じぶんの いちにちを みつめよう

○ふゆを たのしもう
・こうていで ふゆを さがそう
・ふゆの こうえんに いこう
・そとで あそぼう
・ふゆの ことを つたえよう

○もう すぐ 2ねんせい
・ありがとう わたしたちの きょうし
・あたらしい 1ねんせいを しょうた つ
いしよう
・しょうたいした ことを はなしあお
う
・いちねんかんを ふりかえろう

○いいおとみつけて

○おとで よびかけっこ

○ようすをおんがくで

○ききあって あわせて

◯はって かさねて…
◯ちぎって はって

◯あそほうよ，パクパクさん
◯スタンプ，スタンプ！

◯ひかりの くにの なかまたち
◯おしらせします！ にっこり
ニュース

◯みて，さわって，かんじて
◯できたらいいな こんなこと
◯くしゃくしゃしたら だいへんしん ◯はこと はこを くみあわせて

◯こころの はなを さかせよう

〇鬼遊び
〇体ほぐしの運動遊び
〇走の運動遊び

〇多様な動きをつくる運動遊び
〇跳び箱を使った運動遊び

〇ボールゲーム
・転がし的当てゲーム
など

〇体ほぐしの運動遊び
〇鬼遊び

〇表現遊び
〇ボールゲーム
・ボールけり的当て
ゲーム
など

〇ボールゲーム
・ボールけり的当て
ゲーム

17 こころはっぱ
18 かぼちゃの つる
19 こぐまの らっぱ

20
21
22
23

24 はなばあちゃんが わらった
25 おうだんほどうで

26 みんなの ボール
27 ええところ
28 それって，おかしいよ

29
30
31
32

33 ぼくの しろくま
34 もうすぐ 二ねんせい

◯１学期終業式
◯２学期始業式

◯学習発表会

○どれみとなかよし ○こんにちは けんばんハーモニ ○もりあがりを かんじて
カ②
○きれいなこえで
◇ひのまる

◯運動会

12月

○のりもののことをしらべよう「い ○こえに出してよもう「おとうとね
ろいろなふね」
ずみチロ」
・まとめてよぶことば
・すきなおはなしはなにかな
・すきなきょうかはなあに
・ことばであそぼう
・おもい出してかこう

３ かたかなのかきかた

ぼくの しごと
どきどき どっきんぐ
ぼくと シャオミン
ダメ

元気な子⇒・挨拶 ・外遊び
よく聞く子⇒・目で聞く
なかよくする子⇒・グループ活動 ・言葉遣い
こつこつ努力する子⇒・最後まで丁寧に取り組む

○おはなしをよもう「サラダでげん
き」
・かたかなをかこう
・ほんはともだち
・なにに見えるかな
・よう日と日づけ
・はっけんしたよ

7 10より おおきい かず
（1）10より おおきい かず
（2）かずと しき
（3）20より おおきい かず
8 なんじ なんじはん
9 3つの かずの けいさん

〇マットを使った運動遊び
〇鉄棒を使った運動遊び

1学年の
重点目標

よりみち
かやねずみの おかあさん
どんぐり
みつけて みよう

（3）かあど れんしゅう
・まとめ
●どんな けいさんに なるのか
な？
●けいさんぴらみっど

二わの ことり
ぼくの はな さいたけど
いのちが あって よかった
あのね

18 かたちづくり
●1ねんの ふくしゅう

○おとのスケッチ

◯修了式

学校行事等
特
別
活 学級活動
動

・学校の約束をしろう
・場に応じた避難の仕方
・「どうぞよろしくの会」をしよう
・クラスしごとを見つけよう

◯１年生を迎える会

児童会活動

・ｸﾗｽのめあてをつくろう
・図書室で本を借りてみよう
・給食当番がんばるぞ
・クラスのしごとをはじめよう

・室内での遊びをかんがえよう
・元気に挨拶しよう
・歯を大切にしよう
・おかたづけじょうずになろう
・仕事を交換してやってみよう

・みんなであそぼう会をしよう(集
会)
・じょうずに歩こう 安全大作戦
・とっても楽しみ！夏休み

◯青空祭り

・元気なあいさつ 気持ちがいいな
・しごと探検にいってみよう
・あたらしいしごとをやってみよう
・運動会だ，がんばろう

・ｸﾗｽのめあてをふりかえろう
・すききらいしないでたべよう
・たべものからのすてきなプレゼ ・おしごと集会をしよう
ント
・1学期をふりかえり，２学期の目
標を考えよう

・２年生と遊ぼう集会をしよう
・お楽しみ会をしよう
・新しい年をむかえる準備をしよ
う
・自分のもちものを大切にしよう

・なかまづくりゲーム
・かぜにまけるな

・そうじをふりかえろう
・学級目標達成集会をしよう

・６年生にお礼を言おう
・１年生楽しかったね集会
・２年生になるわたし

◯６年生を送る会

