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令和3年度　第1学年　生活科単元配列表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大分大学教育学部附属小学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年度　第2学年　生活科単元配列表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大分大学教育学部附属小学校

内容 （１）学校と生活 （２）家庭と生活 （３）地域と生活 （４）公共物や公共施設の利用 （５）季節の変化と生活 （６）自然や物を使った遊び （７）動植物の飼育・栽培 （８）生活や出来事の伝え合い （９）自分の成長

【視点】 ア健康で安全な生活 イ身近な人々との接し方 ウ地域への愛着 エ公共の意識とマナー オ生産と消費 カ情報と交流 キ身近な自然との触れ合い ク時間と季節 ケ遊びの工夫 コ成長への喜び サ基本的な生活習慣や生活技能

◆ともだちとなかよし【アイ】 ＜見・試・工＞

◆がっこうと なかよし【アイキク】 ＜見・比＞

◆いきものとなかよし【キ】＜見＞

◆さいばい：はなややさいとなかよし①

【キク】 ＜見・比・た・試・見通・工＞

☆関連（5） 栽培例：アサガオ種植え、サツマイモ苗植え

◆がっこうにくるみちかえるみち

【ウエサ】＜見・比＞

◆さいばい：はなややさいとなかよし②

【キク】＜見・比・た・試・見通・工＞

☆関連（5）
栽培例：アサガオ、サツマイモ

◆シャボン玉けんきゅうじょ

◆できたよ！じぶんだけのどろだんご【ケサ】

＜見・比・た・試・見通・工＞

◆ねがいをこめてたなばたかざり

【ウキク】＜見・比＞

☆関連（2）

◆あきとなかよし

【イカキクケサコ】＜見・比・た・試・見通・工＞

◆かぞくはなかよし 【イコ】＜見・比・試・見通・工＞

◆はるをさがそう

【キク】＜見・比・た＞

＜学習活動＞

・見付ける ・比べる ・たとえる

・試す ・見通す ・工夫する

◆あきとなかよし【ウエキクケサ】＜見・比＞

☆関連（3）（6）

◆さいばい：はなややさいとなかよし③ 【キク】 ＜見・比・た・試・見通・工＞

☆関連（5）
栽培例：サツマイモ収穫、ビオラ・パンジー・スミレ種植え（9月）、チューリップ球根（1月）

◆いきものとなかよし【キ】＜見＞

◆ふゆとあそぼう～きたかぜ小ぞうとなかよし～

【キクケサ】＜見・比・た・試・見通・工＞

◆もうすぐ 2年生【イカサ】
＜見・比・試・見通・工＞

☆関連 幼小交流

◆ありがとう6年生・
ようこそ新1年生
【イカサ】

＜見・比・試・見通・工＞

◆どんな2年生になろうかな
【アイカ】 ＜比・見通＞

◆はっけんかんどう夏休

み【アコサ】＜見＞

◆自分のこと、もっとしりたいな

【イカ】＜見・比・見通＞

◆春の町はっけん【イウエカ】＜見・比＞

☆関連（4）（8）
◆町にははっけんがいっぱい【イウエキク】＜見・比・工

＞

◆みんなのはっけんをあつめよう【イウエ】＜見・比・工

＞

☆関連（3）（5）

◆春のあそびはっけん【キクケ】＜た・試＞

☆関連（6）
◆雨の日にはっけん【アク】

＜見・比＞

◆おもちゃを作ってみよう

【イオケ】＜た・試・工＞

◆楽しさのひみつはっけ

ん！

【イオカケ】＜た・試・工＞

◆花ややさいの大きくなるひみつはっけん①

【キク】＜見・比・見通＞

栽培例：ミニトマト、キュウリ、オクラ、ナス、枝豆

◆生きているってすごい【キ】＜見・比＞

飼育例：カイコ

◆町の人につたえたい

【イカ】＜見・比・工＞

◆おいでよ 自分はっけん発表会【イカ】＜試・工＞☆関連（2）

◆ありがとうをとどけよう 【イカ】＜工＞☆関連（1）（2）（3）（7）

◆はっけん 自分のよいところ【コ】＜見・比＞

◆みらいにむかってはばたこ

う！

◆花ややさいの大きくなる

ひみつはっけん②

【キク】＜見・比・見通＞
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令和元年度　第２学年　生活科単元配列表（例）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大分大学教育学部附属小学校

◆つくる 楽しさ はっけん

・おもちゃを作ってみよう

【オケ】

・楽しさのひみつはっけん！

【イオケ】

内容 （１）学校と生活 （２）家庭と生活 （３）地域と生活 （４）公共物や公共施設の利用 （５）季節の変化と生活

（６）自然や物を使った遊び （７）動植物の飼育・栽培 （８）生活や出来事の伝え合い （９）自分の成長

視点 ア 健康で安全な生活 イ 身近な人々との接し方 ウ 地域への愛着 エ 公共の意識とマナー

オ 生産と消費 カ 情報と交流 キ 身近な自然との触れ合い ク 時間と季節 ケ 遊びの工夫

コ 成長への喜び サ 基本的な生活習慣や生活技能

◆春はっけん

・どんな2年生になろうかな
【アイコサ】

◆春 はっけん

・はるのあそびはっけん

【キクケ】

◆春 はっけん

・花ややさいの大きくなるひみつはっけん①②

【キク】

◆生きものはっけん

・はっけんかんどう夏

休み 【アク】

◆生きもの はっけん

・生きているってすごい 【キ】

◆自分 はっけん

・自分のことをもっとしりたいな

【カコ】

◆わたしの町 はっけん

・町にははっけんがいっぱい

・みんなのはっけんをあつめよう

【ウエキク】

◆わたしの町 はっけん

・町の人につたえたい

【ウエカ】

◆自分 はっけん

・ありがとうをとどけよう

（6年生へ ビオラの栽培） 【イオキク】

◆自分 はっけん

・おいでよ 自分はっけん発表会

【コ】

・ありがとうをとどけよう

【イコ】

◆自分 はっけん

・はっけん 自分のよいところ

【カコ】

◆自分 はっけん

・ありがとうをとど

けよう 【イ】

◆自分 はっけん

・みらいにむかって

はばたこう！

【コサ】

◆春 はっけん

・春のまち はっけん

【キク】

◆生きものはっけ

ん

・雨の日にはっけ

ん 【アク】



内容 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

令和元年度　第２学年　生活科単元配列表（例）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大分大学教育学部附属小学校

生活科の内容 （１）学校と生活 （２）家庭と生活 （３）地域と生活 （４）公共物や公共施設の利用 （５）季節の変化と生活 （６）自然や物を使った遊び

（７）動植物の飼育・栽培 （８）生活や出来事の伝え合い （９）自分の成長

内容構成の具体的な視点 ア 健康で安全な生活 イ 身近な人々との接し方 ウ 地域への愛着 エ 公共の意識とマナー オ 生産と消費 カ 情報と交流

キ 身近な自然との触れ合い ク 時間と季節 ケ 遊びの工夫 コ 成長への喜び サ 基本的な生活習慣や生活技能

◆単元名

・小単元名

【視点】 を入れるようにする。

◆２年生になったよ

・１年生と仲良くなろう

【アイク】

◆２年生になったよ

・春の町たんけんをしよ

う

◆大きくなあれわたしのやさい

・野菜を育てよう

【オキク】

◆おもちゃまつりをひらこう

・いろいろあるね楽しいおもちゃ

【イオカキケ】

◆大きくなったぼくわたし

・いっぱいあるねできるようになったこと

・成長発表会をしよう

【アイコサ】

◆大きくなったぼくわたし

・いっぱいあるねできるようになったこと

・自分発見ブックをつくろう

【イカコサ】

◆私たちの町で「わくわく」を見つけよう

・町たんけんに出発 ・もう一度たんけんしよう

【イウエ】

◆私たちの町で「わくわく」を見つけよう

・すてきなものを発見したよ ・もう一度たんけんしよう

【イウキ】

◆私たちの町で「わくわく」を見つけよう

・すてきなものを発見したよ ・もう一度たんけんしよう

【イウキ】

◆私たちの町で「わくわく」を見つけよう

・しょうかいするよすきなところ ・発見したことを教えよう

【イウカ】


