
幼小中一貫カリキュラム 

 
 

南千里中学校ブロックのめざす子ども像 
「友だちや地域とともにのびゆく子 

～つながろう、やってみよう、ともに学ぼう～」 【国語科「書くこと」】 

中学校ブロック名 

吹田市立南千里中学校ブロック 

 
系統・ 
項目／ 
発達段階 

幼稚園 小学校１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 中学校１年生 ２年生 ３年生 

就学前 Ⅰ期（１～５年生） 基礎基本の徹底 Ⅱ期（６・７年生）連続性を意識した指導 Ⅲ期（８・９年生）進路を見据えた指導 

めざす子

どもの姿 

自分の思いをすすんで 

伝えられる子 

相手を意識し、理由とともに 

伝えられる子 

構成を意識し、根拠を明らかにして 

伝えられる子 

客観性を意識し、論理的に 

伝えられる子 

構成を工夫し、 

効果的に 

伝えられる子 

 論理の展開を工夫し、 

説得力のある表現で 

伝えられる子 

つ
け
た
い
力 

          

学
習
領
域
（
「
書
く
こ
と
」
） 

・遊びや生活の中で、文字や、簡単

な標識に興味を持つ。 

 

・絵本や図鑑、紙芝居などを通して 

 文字に興味を持つ。 

 

・遊びの中で文字を使う。 

 （おみせやさんごっこ、手紙ごっ

こ、かるたなど） 

 

・文字などで伝える楽しさを知る。 

 

・運筆につながる遊びをする。 

（鉛筆や色鉛筆を使って絵を 

描く） 

（いろいろな線を描く） 

（塗り絵をする）など 

 

 

「どうぞよろしく」 

 （名前・学年） 

「ことばをつくろう」 

 （単語） 

「ぶんをつくろう」 

 （一文／主・述） 

「おおきくなった」 

 （取材メモ） 

「は・ほ・へをつかおう」 

 （一文／主・述・修） 

「すきなこと、なあに」 

 （二文） 

「こんなことをしたよ」 

 （二文） 

「しらせたいな、見せたいな」 

 （観察文） 

「てがみでしらせよう」 

 （手紙） 

「いいこといっぱい、一年生」 

 （体験報告文） 

書くことをきめて、しらせよう  

「今週のニュース」 

 （報告・生活文） 

ていねいにかんさつして、きろくしよう  

「かんさつ名人になろう」 

 （観察記録文） 

くみ立てを考えて書き、知らせよう 

「こんなもの、見つけたよ」 

 （紹介文） 

まとまりに分けて、お話を書こう  

「お話のさくしゃになろう」 

 （物語） 

分か りや すく せつ めい しよう  

「おもちゃの作り方」 

 （説明文） 

詩 を 作 ろ う 

「見たこと、かんじたこと」 

 （詩の創作） 

できごとや気もちがつたわるように書こう  

「楽しかったよ、二年生」 

 （体験報告文） 

ざいりょうを集めて、ほうこくする文章を書こう 

「気になる記号」 

 （調査報告文） 

気持ちがつたわる手紙を書こう  

「『ありがとう』をつたえよう」 

 （手紙文） 

れいをあげてせつめいしよう  

「食べ物のひつみを教えます」 

 （説明・報告文） 

組み立てにそって、物語を書こう  

「たから島のぼうけん」 

 （物語の創作） 

本で調べて、ほうこくする文章を書こう 

「ことわざについて調べよう」 

 （説明・報告文） 

三 年 生 を ふ り 返 ろ う  

「わたしの三大ニュース」 

 （考えをまとめた文章） 

 

調べたことを整理して書こう  

「新聞を作ろう」 

 （新聞） 

組 み 立 て を 考 え て 書 こ う 

「自分の考えをつたえるには」 

 （意見文） 

説明のしかたを工夫して、分かりやすく伝える文章を書こう  

「『クラブ活動リーフレット』を作ろう」  

 （説明・報告文） 

詩 を 書 こ う 

「野原に集まれ」 

 （詩の創作） 

本で調べて、ほうこくする文章を書こう 

「わたしの研究レポート」 

 （調査報告文） 

未 来 の 自 分 に 手 紙 を 書 こ う 

「十年後のわたしへ」 

 （考えをまとめた文章） 

 

「手紙で伝えよう」 

 （手紙） 

事実と考えを区別して、活動を報告する文章を書こう 

「次への一歩―活動報告書」 

 （活動報告文） 

言葉をよりすぐって俳句を作ろう  

「日常を十七音で」 

 （俳句の創作） 

考えを明確にして話し合い、提案する文章を書こう 

「明日をつくるわたしたち」 

 （提案する文章） 

理由づけを明確にして説明しよう  

「グラフや表を用いて書こう」 

 （説明・報告文） 

表現 を工 夫し て物 語を 書こう  

「一まいの写真から」 

 （物語の創作） 

五 年 生 を ふ り 返 ろ う  

「六年生になったら」 

 （考えをまとめた文章） 

 

「通信文のいろいろ」 

 （手紙） 

町のよさを伝えるパンフレットを作ろう 

「ようこそ、私たちの町へ」 

 （調査報告・推薦文） 

言葉を選んで、短歌を作ろう  

「たのしみは」 

 （短歌の創作） 

意見を聞き合って考えを深め、意見文を書こう  

「未来がよりよくあるために」 

 （意見文） 

読み取ったことや感じたことを表現しよう  

「この絵、私はこう見る」 

 （解説文） 

随 筆 を 書 こ う 

「忘れられない言葉」 

 （随筆） 

 

 

 

 

「心にひびく手紙」 

 （手紙） 

「『書く』学習を始める前に」 

 

「材料を集めて自分の思いや考えをまとめるには」 

 

「構成を工夫して書くには」  

 

「根拠を明確にして書くには」 

 

「相手や目的に応じてわかりやすく書くには①」  

 

「相手や目的に応じてわかりやすく書くには②」  

 

「文章を読み合い自分の表現に生かすには」 

 

「情報を選び効果的に伝えるには」 

「資料を収集して自分の考えを書くには」 

 

「構成のしっかりした文章を書くには」 

 

「心情が効果的に伝わるように書くには①」  

 

「心情が効果的に伝わるように書くには②」 

 

「感謝の気持ちを形にするには」 

 

「できあがった文章を読み合うには」 

 

「立場を決めて意見を述べるには」 

「文章の形態を選択して書くには」 

 

「説得力のある文章を書くには」 

 

「文章全体を考えて書くには」 

 

「説得力のある文章にするには」 

 

「文章を書きものの見方や考え方を深めるには」  

 

「テーマに合った文章を組み合わせるには」 

授
業
案 

保
育
案 

 

絵本・紙芝居の読み聞かせ 
 

「いま、どんなきもち？」「いま、どんなきもち？２」の活用  

□書 「こんなことしたよ」（東書） 

□話・□聞 「はなしたいなききたいな」（東書） 

□書「じゅんじょよく書こう」（東書） 

□読 「お手紙」（光村・東書） 

□読 「たのきゅう」□言 「言葉のたから箱」（光村） 

□言 「漢字の広場②」（光村） 

□書 「言葉をつなげて」（東書） □書 「不思議な世界へ出かけよう」（東書） □書 「資料を生かして呼びかけよう」（東書） 
 □読 「近代の短歌」 □話 「場をふまえて効果的に話す」 

言

語

活

動 

・絵本や物語などの内容を自分の経

験と結び付けたり、想像を巡らせ

たりする。 

 

・経験したこと、発見したことを、

順序に沿って、相手に伝わるよう

に話す。 

 

・遊びや生活の中で語彙を豊かにす

る。 

・想像したことなどを文章に書く。 

・経験したことを報告する文章や観察したことを記録する文章などを書く。 

・身近な事物を簡単に説明する文章などを書く。 

・紹介したいことをメモにまとめたり、文章に書いたりする。 

・伝えたいことを簡単な手紙に書く。 

・身近なこと、想像したことなどを基に、詩をつくったり、物語を書いたり

する。 

・疑問に思ったことを調べて、報告する文章を書いたり、学級新聞などに表

したりする。 

・収集した資料を効果的に使い、説明する文章などを書く。 

・目的に合わせて依頼状、案内状、礼状などの手紙を書く。 

 

・経験したこと、想像したことなどを基に、詩や短歌、俳句をつくったり、物語

や随筆などを書いたりする。 

・自分の課題について調べ、意見を記述した文章や活動を報告した文章などを書

いたり編集したりする。 

・事物のよさを多くの人に伝えるための文章を書く。 

・関心のある芸術的な作品などについ

て、鑑賞したことを文章に書く。 

・図表などを用いた説明や記録の文章

を書く。 

・行事等の案内や報告をする文章を書

く。 

・表現の仕方を工夫して、詩歌をつく

ったり物語などを書いたりする。 

・多様な考えができる事柄について、

立場を決めて意見を述べる文章を書

く。 

・社会生活に必要な手紙を書く。 

・関心のある事柄について批評する文

章を書く。 

・目的に応じて様々な文章などを集

め、工夫して編集する。 

評
価
規
準 

・先生や友達の話に興味を持ち、注

意して聞いている。 

 

・相手に伝わるように内容を考えて

話している。 

 

・言葉で伝え合う喜びを感じている。 

①経験したことや想像したことなどから書くことを決めている。 

②書こうとする題材に必要な事柄を集めている。 

③自分の考えが明確になるように、事柄の順序に沿って簡単な構成を考えて

いる。 

④語と語や文と文の続き方に注意しながら、つながりのある文章を書いてい

る。 

⑤文章を読み返す習慣を付けるとともに、間違いなどに気付き、正している。 

⑥書いたものを読み合い、よいところを見付けて感想を伝え合っている。 

 

①関心のあることなどから書くことを決めている。 

②相手や目的に応じて、書く上で必要な事柄を調べている。 

③文章全体における段落の役割を理解し、自分の考えが明確になるように、

段落相互の関係などに注意して文章を構成している。 

④書こうとすることの中心を明確にし、目的や必要に応じて理由や事例を挙

げて書いている。 

⑤文章の敬体と常体の違いに注意しながら書いている。 

⑥文章の間違いを正したり、よりよい表現に書き直したりしている。 

⑦書いたものを発表し合い、書き手の考えの明確さなどについて意見を述べ

合っている。 

①考えたことなどから書くことを決めている。 

②目的や意図に応じて、書く事柄を収集し、全体を見通して事柄を整理している。 

③自分の考えを明確に表現するため、文章全体の構成の効果を考えている。 

④事実と感想、意見などとを区別して書いている。 

⑤目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書いたりしている。 

⑥引用したり、図表やグラフなどを用いたりして、自分の考えが伝わるように書

いている。 

⑦表現の効果などについて確かめたり工夫したりしている。 

⑧書いたものを発表し合い、表現の仕方に着目して助言し合っている。 

 

①日常生活の中から課題を決め、材料

を集めながら自分の考えをまとめて

いる。 

②集めた材料を分類するなどして整理

するとともに、段落の役割を考えて

文章を構成している。 

③伝えたい事実や事柄について、自分

の考えや気持ちを根拠を明確にして

書いている。 

④書いた文章を読み返し、表記や語句

の用法、叙述の仕方などを確かめて、

読みやすく分かりやすい文章にして

いる。 

⑤書いた文章を互いに読み合い、題材

のとらえ方や材料の用い方、根拠の

明確さなどについて意見を述べた

り、自分の表現の参考にしたりして

いる。 

①社会生活の中から課題を決め、多様

な方法で材料を集めながら自分の考

えをまとめている。 

②自分の立場及び伝えたい事実や事柄

を明確にして、文章の構成を工夫し

ている。 

③事実や事柄、意見や心情が相手に効

果的に伝わるように、説明や具体例

を加えたり、描写を工夫したりして

書いている。 

④書いた文章を読み返し、語句や文の

使い方、段落相互の関係などに注意

して、読みやすく分かりやすい文章

にしている。 

⑤書いた文章を互いに読み合い、文章

の構成や材料の活用の仕方などにつ

いて意見を述べたり助言をしたりし

て、自分の考えを広げている。 

①社会生活の中から課題を決め、取材

を繰り返しながら自分の考えを深

めるとともに、文章の形態を選択し

て適切な構成を工夫している。 

②論理の展開を工夫し、資料を適切に

引用するなどして、説得力のある文

章を書いている。 

③書いた文章を読み返し、文章全体を

整えている。 

④書いた文章を互いに読み合い、論理

の展開の仕方や表現の仕方などに

ついて評価して自分の表現に役立

てるとともに、ものの見方や考え方

を深めている。 

説得力 

論理的な表現 

独自の表現 

豊富な語句の活用 

型を知る・論理立てた文章を知る 

交流を通して個々・共通の課題意識をもつ 

自分 社会 

社会に対して一般化 

「書く」活動に 

おける重点課題 

自分の 

思いや考えを 

表現できる力 

相手の思いや 

文章の内容を 

受けとめまとめる力 

工夫する力 

自信 

意欲 

伝えたい 

気持ち 

発表 

交流 

身近な集団で具体化 

交流を通して共通点・相違点に気づく 

気持ちを表す言葉 

を増やす 

対象(相手)との交流 

言葉や文のきまり 自分のことを 

伝える 

楽しむ 

構成意識 

語彙を増やす 相手の存在 

書き手の意識 読み手の存在意識 批判リテラシー 

知識のストック 
個人の技能 

複数の理由 理由の選択 相手を説得させる根拠 自分の考えに理由をもつ 

○ ● ○ 自分の思いや考えを社会に向けて論理的に表現できる子ども ○ ● ○ 

 

具体的な取組例 

・壁新聞づくり   

・寸劇（シナリオ）づくり 

・歌物語を書く 

・立場を明らかにして意見文を書く 

・主張文を書く 

・礼状を書く 

具体的な取組例 

・自己紹介文や自分新聞を書く 

・作者の伝えたいことやあらすじを捉えて、

本（作品）のポップづくり 

・学校からのお知らせ（行事等の案内文）を

書き換える 

具体的な取組例 

・短文づくり  ・二文作文  ・三文作文  ・「気持ち」を表す言葉集め   

・作文の中での「」の活用  ・五感を使って（観点にして）観想を書く 

・順序を考え、作文を書く  ・オノマトペの言葉集め  ・オノマトペを使って作文を書く 

・理由を考える  ・「はじめ」「中」「おわり」の構成で書く  ・設定をまねして書く 

・「ありがとう」の手紙を書く  ・文を付け足して、詳しく書く 

・自分の考えに理由をたくさん書く 

具体的な取組例 

・連想メモをふくらませる  ・メモから書きたいものを選ぶ  ・感想の述語言葉集め 

・物語文の場面を詳しく書く  ・書き出しの工夫  ・修飾語を使って書く 

・接続語を使って書く  ・研究レポートを書く  ・問題提起を考えて説明文を書く 

・具体例にナンバリングして書く  ・長文を複数の短文に直す  ・書き終わりの工夫 

・文末表現を考えて説明文を書く  ・お礼の手紙を書く  ・行事新聞を書く 

・インタビュー記事を書く 

具体的な取組例 

・「はじめ」「中」「おわり」で意見文を書く  ・資料をもとに説明文を書く 

・要旨を考えて、「序論」「本論」「結論」の形で説明文を書く  ・リーフレットを書く 

・「設定」「展開」「山場」「結末」で物語文を書く 

・直喩、擬人法、倒置法、くりかえしなどを使って詩を書く  ・資料を活用して意見文を書く 

・構成（理由・根拠・反論など）を考えて、意見文を書く 

具体的な取組例 

・小論文（説得力と論理性のある文章）を 

 書く 

・正しい文章を書くための文体練習 

・「俳句発表」レジュメづくり 

・パンフレットやチラシ等の批判文を書く 

国立教育政策研究所「評価基準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料 (小学校)」 国立教育政策研究所「評価基準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料 (中学校)」 

file:///C:/Users/712782/AppData/Local/Temp/Temp1_国語その１.zip/国語その１/資料/10%20中１年自分新聞(教出).doc
file:///C:/Users/712782/AppData/Local/Temp/Temp1_国語その１.zip/国語その１/資料/11%20中１本のＰＯＰを作ろう(教出).doc
file:///C:/Users/712782/AppData/Local/Temp/Temp1_国語その１.zip/国語その１/資料/11%20中１本のＰＯＰを作ろう(教出).doc
file:///C:/Users/712782/AppData/Local/Temp/Temp1_国語その１.zip/国語その１/資料/11%20中１本のＰＯＰを作ろう(教出).doc
file:///C:/Users/712782/AppData/Local/Temp/Temp1_国語その１.zip/国語その１/資料/12%20中２構成のしっかりした文章を書くには(教出).doc
file:///C:/Users/712782/AppData/Local/Temp/Temp1_国語その１.zip/国語その１/資料/13%20中２情景や心情を考えて歌物語を書く(教出).doc
file:///C:/Users/712782/AppData/Local/Temp/Temp1_国語その１.zip/国語その１/資料/14%20中２感謝の気持ちを形にするには(教出).doc
http://daijinkyo.in.coocan.jp/kyozai/poster1/poster1.pdf
http://daijinkyo.in.coocan.jp/kyozai/poster1/poster1.pdf
file:///C:/Users/712782/AppData/Local/Temp/Temp1_国語その１.zip/国語その１/資料/01%20小１こんなことしたよ(東書).doc
file:///C:/Users/712782/AppData/Local/Temp/Temp1_国語その１.zip/国語その１/資料/02%20小１はなしたいなききたいな(東書).doc
file:///C:/Users/712782/AppData/Local/Temp/Temp1_国語その１.zip/国語その１/資料/03%20小２じゅんじょよく書こう(東書).doc
file:///C:/Users/712782/AppData/Local/Temp/Temp1_国語その１.zip/国語その１/資料/04%20小２お手紙(光村・東書).doc
file:///C:/Users/712782/AppData/Local/Temp/Temp1_国語その１.zip/国語その１/資料/05%20小３たのきゅう(光村).doc
file:///C:/Users/712782/AppData/Local/Temp/Temp1_国語その１.zip/国語その１/資料/06%20小３漢字の広場(光村).doc
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幼小中一貫カリキュラム 

 

中学校ブロック名 

吹田市立南千里中学校ブロック 
南千里中学校ブロックのめざす子ども像 

「友だちや地域とともにのびゆく子 

～つながろう、やってみよう、ともに学ぼう～」  

 

系統・項
目／発達
段階 

幼稚園 
小学校 
１年生 
２年生 

３年生   ４年生 ５年生 ６年生 中学校１年生 ２年生    ３年生 大人 

社会人として 

望ましい姿 就学前 Ⅰ期（１～５年生） 基礎基本の徹底 Ⅱ期（６・７年生）連続性を意識した指導 Ⅲ期（８・９年生）進路を見据えた指導 

思
考
・
判
断
・
表
現
の
観
点
で 

め
ざ
す
子
ど
も
像 

       

 

 

 

 

 

 

・論理的に考える 

 

・類推する 

(見方考え方を転用する)  

地
理
的
分
野 

        

公
民
的
分
野 

        

歴
史
的
分
野 

        

言
語
活
動 

・言葉を使
っ て 説
明する。 

・相手に分
か る よ
う に 話
す。 

 社会科…社会的事象に関する基礎的・基本的な知識，概念や技能を習得するとともに、社会的な見方や考え方を養うことができるように、様々な資料を適切に収集・選択・活用して、社会的事象を多面的・多角的に
考察し公正に判断するとともに適切に表現する学習活動を充実する。 

 

 

評
価
規
準 

いろいろな事

象に興味や関

心を持ち、気

付いたり発見

したりしたこ

とを話し、生

活や遊びに取

り 入 れ て い

る。 

 ３・４年生地域における社会的事象から学習問題を
見いだして追究し，地域社会の社会的事象の特色や
相互の関連などについて思考・判断したことを適切
に表現している。 

５年生我が国の国土と産業の様子に関
する社会的事象から学習問題を見いだ
して追究し，社会的事象の意味について
思考・判断したことを適切に表現してい
る。 

６年生我が国の歴史と政治
及び国際理解に関する社会
的事象から学習問題を見い
だして追究し，社会的事象
の意味についてより広い視
野から思考・判断したこと
を適切に表現している。 

地理的分野地理的事象から課題を見いだし，日本や世界の地
域的特色を地域の規模に応じて環境条件や人々の営みなどと
関連付けて多面的・多角的に考察し，公正に判断して，その過
程や結果を適切に表現している。 
歴史的分野歴史的事象から課題を見いだし，我が国の歴史の
大きな流れや各時代の特色などを多面的・多角的に考察し，
公正に判断して，その過程や結果を適切に表現している。 

公民的分野現代の社会的事象
から課題を見いだし，社会的事
象の意義や役割，相互の関連な
どを多面的・多角的に考察し，
様々な考え方を踏まえ公正に
判断して，その過程や結果を適
切に表現している。 

 

地域社会の社会事象の特色や相互の関連などについて考える 社会事象の意味について考える  社会事象の意味についてより広い視野から考える  社会事象の意味について、より広い視野でとらえ、公正に判断する 

思
考 

わたしたちの市の様子 

 
・わたしたちの校区たんけん  

・吹田市の様子 

わたしたちの大阪府 
 

・地図から見た大阪府 

・大阪府の特色ある地や産業 

・多くの国や地域と 

つながる大阪府 

わたしたちのくらしと国土 

 
・日本は世界のどこにある？ 

・日本の地形と気候 

・自然条件と人々のくらし  

世界の中の日本 
 

・日本とつながりの

深い国々 

・世界の人々ととも

に生きる 

食料生産を支える人々 
・米づくりのさかんな地域  

・水産業のさかんな地域 

・これからの食料生産 

国土の自然と 

ともに生きる 

 

世界のさまざまな地域 

・世界の姿 

・世界各地の人々の 

生活と環境 

・世界の諸地域 

・世界のさまざまな 

地域の調査 

日本のさまざまな地域 
・日本の姿 

・世界からみた 

日本の姿 

・日本の諸地域 

・身近な地域の調査 

現代社会と私たちの生活 

 
・現代社会と私たちの生活 

・個人の尊重と日本国憲法 

・現代の民主政治と社会 

・私たちの暮らしと経済 

・地球社会と私たち 

・よりよい社会を目指して 

町
た
ん
け
ん 

学
校
た
ん
け
ん 

暮らしの中の政治 

 
・わたしたちの暮らし

を支える政治 

・憲法とわたしたちの

暮らし 

・
情
報
を
生
か
す
わ
た
し
た
ち 

・
広
が
る
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

・
情
報
を
伝
え
る
人
々 

く
ら
し
を
支
え
る
情
報 

  

日本の歴史 
・国づくりの歩み 
・大陸に学んだ国づくり 
・武士の政治が始まる 
・今も受けつがれる室町文化 
・全国統一への動き 
・幕府の政治と人々の暮らし 
・新しい文化と学問 
・新しい時代の幕あけ 
・近代国家に向けて 
・戦争と人々の暮らし 
・平和で豊かな暮らしを目ざして 

わたしたちのくら

しと働く人びと 

 
・店で働く人びとの仕事 

・工場で働く人びとの仕事 

健康なくらし 
・ごみの処理とリサイクル  

・くらしにかかせない水 

 

安全なくらしを守る 
・消防署の仕事とわたしたちのくらし  

・警察の仕事とわたしたちのくらし  

くらしのうつりかわり 

 
・昔のくらしの様子 
・昔から伝わる 

 祭りや行事 

地域の発展につくした人びと 
 

・淀川をつくりかえた人びと 

・吹田の発展につくした 

木下直三郎 

日本のあゆみと世界の動き 

 

・歴史の流れをとらえよう 

・古代までの日本 

・中世の日本 

         ・近世の日本 

         ・開国と近代日本の歩み 

               ・二度の世界大戦と日本 

                    ・現代の日本と世界 

お
う
ち
の
仕
事 

成
長
を
ふ
り
か
え
ろ
う 

学
校
の
生
活 

・
工
業
の
今
と
未
来 

・
世
界
と
つ
な
が
る
日
本
の
工
業 

・
自
動
車
づ
く
り
に
は
げ
む
人
々 

工
業
生
産
を
支
え
る
人
々 

 ・
森
林
を
守
る
人
々 

・
自
然
災
害
と
と
も
に
生
き
る 

・
生
活
環
境
を
守
る
人
々 

 

季
節
を
感
じ
よ
う 昔

遊
び 

留
意
点 

地理的分野…地図の読図や作図などの学習を通して思考力や表現力等の育成
を図るとともに、世界の様々な地域の調査や身近な地域の調査において、地
図を有効に活用して事象を説明したり、自分の解釈を加えて論述したり、意
見交換したりするなどの学習活動を充実する。 

歴史的分野…学習した内容を活用してその時代を大観し表現する活動や、各
時代における変革の特色を考えて時代の転換の様子をとらえる学習などを通
じて、歴史的事象について考察・判断しその成果を自分の言葉で表現するな
どの学習活動を充実する。 

公民的分野…習得した知識、概念や技能を活用して、
社会的事象について考えたことを説明したり、自分の
考えをまとめて論述したり、議論などを通して考えを
深めたりするなどの学習活動を充実する。 

いろいろな
社会事象に
興味や関心
を持つな 

違いに 
気付く 

地
域
の
公
園
や
施
設
に
で
か
け
よ
う 

幼
稚
園
た
ん
け
ん 

幼
稚
園
の
生
活 

当
番
活
動 

お
う
ち
の
手
伝
い 

季
節
を
感
じ
よ
う 

昔
遊
び 

成
長
の
喜
び
を
感
じ
よ
う 
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　　南千里中学校ブロック
　　　のめざす子ども像

幼稚園 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

就学前 Ⅱ期（６・７年）連続性を意識した指導 Ⅱ期（６・７年）連続性を意識した指導

  ○自分の思いを出して友達と遊ぶ
　　・自分の思いを言葉にする。
　　・友達の話を興味を持って聞き、
　　　共感する。

○根拠をもとに自分の考えを伝え合うことができる

　・考えの理由になることをはっきりさせ、説明する。
　・友達の考えと自分の考えを比較し合いながら
　　話し合う。

○根拠をもとに自分の考えを伝え合うことができる

　・考えの理由になることをはっきりさせ、説明する。
　・友達の考えと自分の考えを比較し合いながら
　　話し合う。

量の大きさの比較（量とその測定）
○長さの比較
　・どちらが ながい　　・どちらが おおい
○面積の比較
　・どちらが ひろい
・体積の比較
　

時刻の読み方
○日常生活の中で時刻を読む
　・なんじ なんじはん　　・なんじ なんぷん

量の単位と測定
○長さの測定ができる
　・長さの あらわし方と はかり方
　・長さの たんい　　　・長さの 計算
　・長さを はかろう

体積の単位と測定
○体積の測定ができる
　・水の かさを はかろう

時間の単位
　・時計を　生活に　生かそう

いろいろな単位と測定
○長さの単位と測定
　・長いものの長さをはかり方
　・長い長さのたんい

○重さの単位と測定
　・重さのくらべ方

計器による測定
　・長いものの長さをはかり方
　・はかりの使い方

時間の単位
　・時こくと時間のもとめ方
　・短い時間

面積の単位と測定
○正方形、長方形の面積を求める
　・広さの表し方
　・長方形と正方形の面積
　・大きな面積の単位

角の大きさの単位と測定
○角の大きさを回転の大きさとして
　とらえる
　・角の大きさの表し方を調べよう

図形の面積の求め方
○三角形、平行四辺形、ひし形、台形の面積
　 の求め方
　・平行四辺形の面積の求め方
　・三角形の面積の求め方
　・いろいろな四角形の面積の求め方
　・高さと面積の関係

体積の求め方
○体積の単位
　・もののかさの表し方
○立方体、直方体の体積の求め方
　・いろいろな体積の単位

量の測定値の平均
　・平均

単位当たりの大きさ
　・単位あたりの大きさ

概形
○およその面積を求める
　・およその面積を求めよう
図形の面積の求め方
○円の面積の求め方
　・円の面積の求め方を考えよう

体積の求め方
○角柱、円柱の体積の求め方
　・体積の求め方を考えよう

速さの意味・表し方と求め方
　・速さの表し方を考えよう

メートル法の単位の仕組み
　・量の単位のしくみを調べよう

図形分野と関連（図形分野参照）

平面図形
○図形の移動
　
空間図形
○扇形の弧の長さと面積
　 柱体や錐体及び球の表面積、体積

図形分野と関連（図形分野参照）

基本的な平面図形と平行線の性質

図形の合同

図形分野と関連（図形分野参照）

図形の相似

中心角と円周角

三平方の定理

加法や減法の場面を式に表わす 加法や減法の相互関係
○式を用いて説明する

乗法の場面を式に表わす
除法の場面を式に表わす

数量関係を式で表す
○式と図を関連づける
○□を使った式
　・□を使った式に表わそう

伴って変わる二つの数量関係
○表や折れ線グラフで表す
　・変わり方をグラフに表そう
○変化の特徴を読み取る
　・どのように変わるかな

数量関係を表す式
○□，△などを用いた式
○四則混合の式、（　　）を用いた式
○公式

四則計算の性質
○交換法則、結合法則、分配法則

四則計算の性質のまとめ

百分率
　・割合と百分率　　　・百分率の問題
　・割合を表すグラフ

簡単な式で表された二つの数量関係を調べる

比　　　・比と比の値　　　・等しい比の性質
　　　　 ・比の利用

伴って変わる二つの数量関係の考察
○比例の関係（式、表、グラフ）
　・比例の式　　・比例の性質　　・比例のグラフ
○比例の関係を用いた問題解決
　・比例の利用
○反比例とグラフ
　・反比例

数量関係を表す式
○文字を用いた式
　・文字を使って式に表そう
○文字に数を当てはめて調べる

変化と対応
○関数関係の意味　　　・関数
○比例、反比例の意味
　・比例する量　　・反比例する量
○座標の意味
○比例、反比例の表・式・グラフ
　・比例、反比例のグラフ
　・比例の式を求めること
○比例、反比例を用いた説明
　・比例と反比例の利用

一次関数
○事象と一次関数　　　・一次関数
○一次関数の表、式、グラフ
　・一次関数の値の変化　　・一次関数のグラフ
　・一次関数を求めること
　・一次関数とみなすこと
○二元一次方程式と関数
　・二元一次方程式とグラフ
　・連立方程式とグラフ
○一次関数を用いた説明
　・一次関数のグラフの利用

二乗に比例する関数
○事象と関数 ｙ＝aⅩ²　　　・関数 ｙ＝aⅩ²
○関数 ｙ＝aⅩ² の表、式、グラフ
　・ ｙ＝aⅩ² のグラフ
　・関数 ｙ＝aⅩ² の値の変化
○関数 ｙ＝aⅩ² を用いて説明
　・関数 ｙ＝aⅩ² の利用
○いろいろな事象と関数
　・いろいろな関数

○量やかさを比べる時に使う言葉を
知る。
○ものに触れる感触・力加減からの
言葉（べとべと、にゅるにゅる、ざらざ
らなど）を言葉で表す。
○経験したことを、時間の経過どお
りに話す。

量の大きさの比較（量とその測定）
＜どちらが ながい　上p.77～81＞
身の回りにあるものの長さを，指のあたや
色鉛筆などを単位として「いくつ分」で表
す。

加法や減法の場面を式に表わす
＜3つのかずのけいさん　上p.83～86＞
・ブロックの動きを見て3つの数の加減計算
の式　と答えを表す。
・答えが１０になる３つの数の加法の式を考
える活動を通して，３つの数の計算の理解
を深める。

量の単位と測定　＜長さのたんい　上p.39～43

＞

葉書の縦の長さをはかり，1cm未満の長さ
の表し方を考える。

体積の単位と測定
＜水の かさの たんい　上p.64～72＞
共通の任意単位であっても，比較の限界が
あることを知る。

加法や減法の相互関係
＜たし算と ひき算　下p.72～81＞
・減法逆の加法の適用問題を解決する。
・加法逆の減法の適用問題を解決する。

いろいろな単位と測定
＜重さのくらべ方　下p.22～25＞
どちらがどれだけ重いかを調べる方法を考
える。

計器による測定
＜長いものの長さのはかり方　上p.29～30
＞
マットの長さをはかるにはどうすればよいか
考える。

数量関係を式で表す
＜□を使った式　下p.60～66＞
表した式について，テープ図を使ってお話
場面と対応させ確認する。

角の大きさの単位と測定
＜回転の角の大きさ　上p.20～27＞
折り込みの2枚の円盤を組み合わせていろいろ
な角をつくり，角の大きさがどのように変わるか
調べる。

伴って変わる二つの数量関係
＜折れ線グラフ　上p.6～13＞
折れ線グラフを見て，気温の変化の度合いを調
べる。

数量関係を表す式
＜変わり方調べ　下p.46～51＞
1辺が1cmの正三角形を1列に組み合わせてい
くときの，正三角形の数と周りの長さの関係を調
べる。

体積の求め方
＜もののかさの表し方　上ｐ．14～23＞
縦４cm，横６cm，高さ５cmの直方体と１辺５cmの
立方体の体積を計算で求める方法を考える。

単位当たりの大きさ　＜平均　下ｐ．2～9＞
６個のオレンジから絞ったジュースの量から,１個
当たりに絞れる量について考える。

簡単な式で表された二つの数量関係を調べる
＜百分率の問題　下p.60～65＞
１週間前に生まれた直後のねこの体重１６８gが
生まれた直後の１６０％にあたるとき，生まれた
直後のねこの体重の求め方を考える。

体積の求め方
＜角柱と円柱の体積　p. 74～79＞
三角柱の体積の求め方を考える。

比　＜等しい比の性質　p.88～90＞
８：２０と６：１５の比が等しいかどうかの調べ方に
ついて考える。

伴って変わる二つの数量関係の考察
＜比例の利用　p.133～139＞
画用紙の重さは枚数に比例することを使って,
問題を解決する。

変化と対応
＜比例する量　p114　問６＞
①ｙがxに比例するとき、ｘの値が増加するとｙの
値はどのように変化するか、比例定数が正の数
のときと負の数のときを比べ、気づいたことを説
明し伝え合う。

＜比例と反比例の利用　p132　問２＞
②周りの長さが２４cmの長方形の縦と横の関係
について、Ａさんの考えが間違っていることを説
明し伝え合う。

一次関数
＜一次関数のグラフ　p63　やってみよう＞
①一次関数を表すグラフについて、直線の傾き
と切片の変化と関連づけて、気づいたことを説
明し伝え合う。

＜章の問題Ａ　p84　６．＞
②水道料金と水道使用量の関係を表した式を
用いて具体的な使用量に対する料金を求め、
その結果が正しいことを説明する。

二乗に比例する関数

＜関数ｙ=aｘ2　p88＞
①身のまわりから，いろいろな関数関係を見い
だし，特徴を調べ，わかったことがらをまとめ，説
明し伝え合う。

＜いろいろな関数　p109＞
②箱の縦・横・高さの合計と料金の関係に着目
し、その関係を調べ、関数であることを明らかに
し、その関数を表やグラフに表して変化や対応
の特徴を説明し伝え合う。

評
価
基
準

【幼稚園教育要領】
身近な環境とのかかわりに関する領
域「環境」
１ねらい
（3)身近な事象を見たり、考えたり、
扱ったりする中で、物の性質や数
量、文字などに対する感覚を豊かに
する

２内容
（9）日常生活の中で数量や図形な
どに関心をもつ

量の大きさの比較（量とその測定）
指のあたや色鉛筆などを単位とすれば，身
の回りにあるものの長さを数値化して表せ
ることを考え，言葉やものを用いて説明す
ることができる。

加法や減法の場面を式に表わす
ブロックの動きを見て，式に表したり，式が
表す場面を操作や言葉で表したりすること
を通して，3つの数の加減計算の意味につ
いて考え，説明している。

量の単位と測定
1cmに満たない長さを表すのに，新たな下
位単位の必要性に気づいている。

体積の単位と測定
長さの学習を基に，体積について任意単
位の限界や普遍単位の必要性を考えようと
している。

加法や減法の相互関係
場面を図に表して構造をとらえ，式につい
て考え，説明している。

いろいろな単位と測定
重さの比較の仕方を，長さやかさの学習を
基に，単位を決めて数値で表せばよいこと
を考え，説明している。

計器による測定
測定対象や目的に応じて，適切な計器の
選び方について考え，説明している。

数量関係を式で表す
未知数を□として式や図に表し，数量の関
係を的確にとらえている。

角の大きさの単位と測定
半直線を半回転や1回転させたときの角の大き
さを，直角を任意単位としてその何こ分でとらえ
ている。

伴って変わる二つの数量関係
変化の様子について，線の傾きに表されること
に着目して考え，その特徴を読み取っている。

数量関係を表す式
□や○などを用いた式に表し，数量の関係を簡
潔にとらえている。

体積の求め方
体積を求める公式の意味について，具体物や
図，式などを用いて考え，説明している。

単位当たりの大きさ
平均の意味や数直線を基に，平均から全体の
量を予測する方法を考え，説明している。

簡単な式で表された二つの数量関係を調べる
基準量を求める式を導くのに，□を用いた比較
量を求める式を基に考え，説明している。

体積の求め方
三角柱の体積の求め方を，底面積×高さの式
を基に図や式を用いて考え，説明している。

比
比の相等を分数の相等と関連づけてとらえてい
る。

伴って変わる二つの数量関係の考察
比例の関係にある２つの数量を見つけ，比例の
性質を問題の解決に用いることができる。

変化と対応
①比例の関係を表などを用いて調べ、その特徴
を見いだすことができる。

②比例や反比例の表，式，グラフなどを相互に
関連付けて、それらの特徴を考えたり，事象の
中にある比例や反比例などの関係をとらえ表現
したり処理したりすることができる。

一次関数
①一次関数の特徴を、表，式，グラフを相互に
関連付けるなどして見いだすことができる。

②具体的な事象から取り出した二つの数量の
関係が一次関数であるかどうかを判断し、その
変化や対応の特徴を捉え、説明することができ
る。

二乗に比例する関数
①具体的な事象の中にある二つの数量関係
を、変化や対応の様子に着目して調べ、関数ｙ

=aｘ2として捉えられる二つの数量を見いだすこ
とができる。

②具体的な事象の中から見いだした関数関係
を既習の関数関係と比較し、その特徴を考える
ことができる。

     　○課題について、構想を立て実践し、評価・改善することができる
　　 　○互いに考えを伝え合い、自分の考えや集団の考えを発展させることができる
　　　　　・友達の考えと自分の考えを比較しながら話し合い、自分の考えを深める。

　　　【算数・数学】幼小中一貫教育カリキュラム（量と計算、数量関係・関数）

　系統・項目
　／発達段階

Ⅲ期（８・９年）進路を見すえた指導

　めざす
　子どもの姿

    ○気付きや感想、考え伝え合うことができる
　　　・考えの理由になることをはっきりさせ、説明する。
　　　・友達の考えと自分の考えを比べながら聞く。

    ○自分の立場を明確にし、他者の考えと比較しながら、自分の考えを伝え合うことができる
　　　・友達の考えと自分の考えを比較しながら話し合い、自分の考えを深める。

Ⅰ期（１～５年）基礎基本の徹底 Ⅰ期（１～５年）基礎基本の徹底

　「友だちや地域とともにのびゆく子
～つながろう、やってみよう、ともに学ぼう～」

量の感覚
○量やかさに関心をもつ
○遊びの中で、量やかさを十分に
感じる体験をする
　・のり　　　　　　・色水遊び
　・シャボン玉　　・絵の具
　・金魚すくい　　・泥だんご
　・プールの水 　・水入れ
　・七夕飾り　　　 ・玉入れ
　・自然物　　　 　・収穫物
　・積み木
　・ゲームの獲得物の比較
　・砂場の穴掘りや川づくり、山づくり
など
二重比較（直接比較）
○「大きいー小さい」「長いー短い」
「高いー低い」　「多いー少ない」「重
いー軽い」「浅いー深い」「広いーせ
まい」「濃いーうすい」「厚いーうす
い」「遠いー近い」など
○比べるには条件をそろえることに
気付く
時間の順序
○朝・昼・晩の流れがわかる
○昨日・今日・明日・明後日がわか
る
○昨日・今日・明日・明後日の時間
の流れがわかる
○今日の月日や曜日がわかる
　・カレンダーを見る
　・一日の生活の予定表を見る
○時間と生活のかかわりを知り、お
よその時間がわかる
○時計に興味をもつ
　・アナログ時計を見る
○一週間、月の流れがわかる
○一年の流れがわかる

数
学
的
な
見
方
・
考
え
方

言
語
活
動

量
と
計
算

時間，時こく，日，時，分

１時間＝６０分，１日＝２４時

ｋｍ，１ｋｍ＝１０００ｍ

ｍＬ，ｄＬ，Ｌ

１Ｌ＝１０ｄＬ

１Ｌ＝１０００ｍ

ｇ，ｋｇ，１ｋｇ＝１０００ｇ

たんい，ｍｍ，ｃｍ，ｍ，直線

１ｃｍ＝１０ｍｍ，１ｍ＝１００ｃｍ身の回りにあるものの大きさを単

位として、その幾つ分かで大きさを

秒，１分＝６０秒

面積，㎠，㎡，㎢，ａ，ｈａ

１ａ＝１００㎡，１ｈａ＝１００００㎡

１㎢＝１００００００㎡

公式 長方形の面積＝たて×横

正方形の面積＝１辺×１辺

１度，１°，１直角＝９０°

分度器，三角定規
体積，㎤，㎥，㎦，容積

直方体の体積＝たて×横×高さ

立方体の体積＝１辺×１辺×１辺

１ｍＬ＝１㎤，１Ｌ＝１０００ｍＬ＝１０００㎤

ものの個数を絵や図などを用いて

表したり、式を読み取ったりできる

数
量
関
係
・
関
数 数量を簡単な表やグラフを用いて

表したり、読み取ったりできる

資料を分類整理し、表やグラフを用

いて表したり、読み取ったりできる 変数，変域，ｙはⅹの関数である

比例定数,座標軸，座標 ｙはⅹの一次関数である

変化の割合，傾き，切片

割合，％，百分率

割合＝比べられる量÷もとにする量

比べる量＝もとにする量×割合

比例

放物線ｙはⅩに比例する

ｙ＝決まった数×Ⅹ

ｙはⅩに反比例する

ｙ＝決まった数÷Ⅹ

メートル法

円の面積＝半径×半径×円周率

ｘ，ｙ

平均，平均＝合計÷個数

底辺，高さ，

平行四辺形の面積＝底辺×高さ

三角形の面積＝底辺×高さ÷２

台形の面積＝（上底＋下底）×高さ÷２

比，比の値

速さ＝道のり÷時間

道のり＝速さ×時間

時速，分速，秒速

底面積，角柱

角柱、円柱の体積＝底面積×高さ

表面積，側面積，底面積

ICT

ICT

ICT

ICT ICT

○みんなの前で、自分が気付

いたことや考えたことを話す

○友達の話を興味をもって聞

き、受けとめる

○分からないことを、先生や

友達に言葉で伝える



幼小中一貫カリキュラム 

 

 

中学校ブロック名 

吹田市立南千里中学校ブロック 
南千里中学校ブロックのめざす子ども像 

「友だちや地域とともにのびゆく子 

～つながろう、やってみよう、ともに学ぼう～」 【理科・粒子（化学領域）】 

 

系統・項目／
発達段階 

幼稚園 
小学校 

１年生 
２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 中学校１年生 ２年生 ３年生 

 Ⅰ期（１～５年生） 基礎基本の徹底 Ⅱ期（６・７年生）連続性を意識した指導 Ⅲ期（８・９年生）進路を見据えた指導 

学

習

領

域 

   物と重さ 

・形と重さ 

・体積と重さ  

空気と水の性質 

・空気の圧縮 

・水の圧縮 

金属、水、空気と温度 

・温度と体積の変化 

・温まり方の違い 

・水の三態変化 

物の溶け方 

・物が水に溶ける量の限度 

・物が水に溶ける量の変化 

・重さの保存 

燃焼の仕組み 

・燃焼の仕組み 

水溶液の性質 

・酸性、アルカリ性、中性 

・気体が溶けている水溶液 

・金属を変化させる水溶液 

物質のすがた 

・身の回りの物質とその性質 

・気体の発生と性質 

水溶液 

・物質の溶解 

・溶解度と再結晶 

状態変化 

・状態変化と熱 

・物質の融点と沸点 

物質の成り立ち 

・物質の分解 

・原子・分子 

化学変化 

・化合 

・酸化と還元 

・化学変化と熱 

化学変化と物質の質量 

・化学変化と質量の保存 

・質量変化の規則性 

水溶液とイオン 

・水溶液の電気伝導性 

・原子の成り立ちとイオン 

・化学変化と電池 

酸・アルカリとイオン 

・酸・アルカリ 

・中和と塩 

評
価
規
準
に
盛
り
込
む
べ
き
事
項 

   物の重さの現象を比較し

ながら問題を見いだし、差

異点や共通点について考

察し表現している。 

空気や水、者の状態の変化、熱の働

きとの関係に問題を見いだし、変化

と関係する要因について考察し表現

している。 

物の溶け方についての変化とその

要因との関係に問題を見いだし、

条件に着目して計画的に追究し、

量的変化や時間的変化について考

察し表現している。 

燃焼、水溶液の性質についての

変化とその要因との関係に問

題を見いだし、推論しながら追

究し、要因や規則性について考

察し表現している。 

物質のすがた、水溶液、状態変

化に関する事物・現象の中に問

題を見いだし、目的意識を持っ

て実験、観察などを行い、事象

や結果を分析し、要因、規則性、

関係について考察し表現して

いる。 

物質の成り立ち、化学変化、化学変化と物質の質量、水溶液とイ

オン、酸・アルカリとイオンに関する事物・現象の中に問題を見

いだし、目的意識をもって観察、実験などを行い、事象や結果を

分析して解釈し、自らの考えを表現している。 

観
察
・
実
験 

   物と重さ 

①物の形を変えたときの

重さ 

比べ 

②同じ体積の物の重さ調

べ 

③同じ重さの物の体積調

べ★ 

④水に浮く物、沈む物調べ

★ 

空気と水の性質 

①袋に空気を入れて押しあう 

②閉じ込めた空気を圧したとき 

③閉じ込めた水を圧したとき 

④空気と水を入れて圧したとき 

⑤空気鉄砲と水を入れた鉄砲 

温度と体積の変化 

①栓をした丸底フラスコを温める実

験 

②さまざまな密閉容器を温める実験 

③温度による水の体積変化 

④温度による水と空気の体積変化の

比較 

⑤水を加温したときの重量変化 ★ 

⑥同じ体積の５０度の水と、５度の

水の重さ比べ★ 

⑦５０度の水と５度の水のチャック

付きポリ袋での実験★ 

⑧温度による金属の体積変化 

 

もののとけ方 

①透明な管での溶け方の確認 

実験 

②ティーバックでの溶け方の 

確認実験 

③水溶液の重さ実験 

④ものが水に溶ける量 

⑤水の温度とものが溶ける量 

⑥溶かしたものを取り出す（蒸 

発） 

⑦溶かしたものを取り出す（冷 

却） 

⑧ろ液中にミョウバンが溶け 

ているかどうかを確認する 

⑨溶解度曲線を作ろう★ 

⑩溶解度曲線から、物質を推定 

しよう★ 

⑪ミョウバンの大きな結晶を 

作ろう 

ものが燃えるとき 

①空き缶を使った燃焼実験 

②広口ビンを使った燃焼実験 

③細口ビンを使った燃焼実験 

 ★ 

④ものが燃えるときの空気の 

変化 

⑤酸素中でものを燃やすと 

⑥シャボン玉を使った気体の 

燃焼実験★ 

⑦過酸化水素水を用いた酸素 

中でのスチールウールの燃 

焼実験★ 

 

いろいろな物質とその性質 

①謎の物質Ｘの正体 

②密度による物質の区別 

③液体への浮き沈みによって 

プラスチックを区別する実 

験 

④氷は水に浮くがエタノール 

には沈む実験☆ 

気体の発生と性質 

①酸素と二酸化炭素の発生と 

その性質 

②アンモニアの噴水実験 

③身のまわりのものから発生 

する気体 

水溶液の性質 

①水に溶けた物質のとり出し 

 

物質の成り立ち 

①炭酸水素ナトリウムを加熱し 

たときの変化 

②酸化銀を加熱したときに何が 

できるか調べる実験★ 

③水に電気を通したときの変化 

物質を表す記号 

①原子の記号を用いた分子のモ 

デルづくり★ 

さまざまな化学変化 

①鉄と硫黄の化合(硫化) 

②スチールウールを加熱すると 

別の物質ができるか調べる実 

験★ 

③酸化銅の還元 

④温度が変化する化学変化 

 

酸・アルカリと塩 

①酸性やアルカリ性の水溶液

に共通する性質 

②リトマス試験紙を使った電

気泳動による、指示薬を変え

るもとを調べる実験 

③酸とアルカリの水溶液を 

混ぜたときの変化 

④中和の時に水ができるこ 

とを確認する 

⑤水酸化ナトリウム水溶液 

に塩酸を加えていったと 

きの pHの変化を調べる実 

験 

⑥中和に必要な酸とアルカ 

リの水溶液の濃度と体積 

の関係を調べる実験 

 



幼小中一貫カリキュラム 

 

 

観
察
・
実
験 

    ものの温まり方 

①金属棒、水や空気を入れたストロ

ーを温める★ 

②金属の温まり方 

③試験管の水の温まり方 

④ビーカーの水の温まり方 

⑤灼熱した金属を使った水の温まり

方★ 

⑥空気の温まり方 

⑦サーモ部屋での空気の温まり方の

確認★ 

⑧火の付いたローソクの周りの温度

の確認★ 

⑨ストーブで温めた部屋の温度を測

り、ストーブの上にゴミ袋を広げ、

飛ばす 

水の姿 

①水を熱したときの変化 

②水を熱したときの泡の正体 

③泡を試験管に集めよう☆ 

④水を冷やしたときの変化 

⑤氷になったときの体積の変化 

⑥袋の中でのアルコールの気化 

⑦食塩の溶解 

水のゆくえ 

①空気中に出ていく水 

②空気中から出てくる水 

③冷却により雲を作る実験 

 水溶液の性質 

①水溶液の仲間分け 

②水溶液に溶けているもの 

③炭酸水に溶けているもの 

④二酸化炭素を水に溶かす 

⑤金属を変化させる水溶液 

⑥見えなくなった金属のゆく 

 え 

⑦アルミニウムを用いる中和 

実験★ 

⑧紫キャベツを用いる中和実 

 験★ 

⑨水溶液を薄めていくと★ 

⑩水溶液の種類調べ 

⑪（カメレオン焼きそばを作ろ 

 う） 

物質のすがたとその変化 

①エタノールが沸騰する温度 

②グラフのかき方。 

③融点の測定と物質の区別 

④水とエタノールの分離 

 

化学変化と物質の質量 

①化学変化の前後の物質全体の 

質量（沈殿・気体） 

②金属と酸素が化合するときの 

金属と酸素の質量（銅・マグネ 

シウム）。 

 

水溶液とイオン 

①電流を通す水溶液（塩化 

銅水溶液の電気分解を含 

む） 

②うすい塩酸の電気分解 

③身近なもので電池を作る 

④イオン化傾向の実験 

 



幼小中一貫カリキュラム 

 

 

評
価
基
準 

   物と重さ 

① 体重計で量るとき、立っ

ても座っても、体重が同

じ理由を説明できる  

③金属１ｇと綿１ｇでは、綿

の体積が大きいことが推定

できる★ 

④水に浮くものは、同じ体積

の水よりも軽いことが推定

できる★ 

 

空気と水の性質 

①圧し縮める力と空気の体積変化の

関係を表現できる 

②力を加えた空気の状態を図や言葉

で表現できる☆ 

③水を入れた風船をピストンの中に

入れ上から押したとき、空気の体

積は小さくなるが、風船は小さく

ならない理由を説明できる 

④空気鉄砲が飛ぶ理由を説明できる 

⑤空気鉄砲に水を入れると飛ばない

ことが推定できる 

⑥空気は押し縮められるが水が圧し

縮められない理由を説明できる☆ 

温度と体積の変化 

①栓をした丸底フラスコを温める

と、栓が飛ぶ理由を説明できる 

②砂浜に置いていたビーチボールを

海水につけるとへこむ理由を説明

できる 

③金属、水、空気の体積変化の理 

由を説明できる☆ 

④金属、水、空気の体積が変化す 

る割合の違いの理由を説明で 

きる☆ 

ものの温まり方 

①水を入れた試験管の上部を熱した

場合、下部が温まらない理由を説明

できる 

②火のついたローソクの周りは温か

くないが、上は熱い理由を説明で

きる☆ 

③エアコン暖房の吹き出し口を下向

きにする理由を説明できる 

④ストーブ暖房の部屋の暖まり方を

図示できる 

⑤金属の温まり方、水や空気の温 

まり方の理由を説明できる☆ 

 

もののとけ方 

①水の量や温度と、とける量の 

関係をグラフに表すことが 

できる 

②水溶液からとけているもの 

を取り出す方法を考えられ 

る 

③６０℃でとかしたミョウバ 

ン水溶液を３０℃まで冷や 

したとき、結晶が析出する 

理由を説明できる 

④溶解度を示すグラフから、温 

度や水の量の違いで、とけて 

いる量や、析出する量を推定 

できる 

⑤ものが水にとけている状態 

を図や言葉で表現している 

☆ 

 

ものが燃えるとき 

①燃えるときの空気の流れの 

理由を説明できる★ 

②よく燃える炭の入れ方の理 

由が分かる 

③燃焼現象を図で表現できる 

☆ 

水溶液の性質 

①炭酸水には二酸化炭素が溶 

けている事を、実験より推定 

できる 

②塩酸で溶けた金属が、別のも 

のに変化したことが実験よ 

り推定できる 

③うすい塩酸で鉄をとかした 

水溶液の状態を図や文章で 

表現できる☆ 

④水溶液を中和したり、希釈し 

たらどのようになっている 

かを推定し、図や文章で表現 

している☆ 

⑤未知の水溶液の種類を実験 

で推定できる 

 

いろいろな物質とその性質 

①謎の物質の正体が何かを調 

べる方法を自らの考えをま 

とめ、表現している 

②いろいろな物質を見分ける 

方法を自らの考えをまとめ、 

表現している 

④氷は水に浮くがエタノール 

に沈む理由を説明できる 

 

気体の発生と性質 

①身のまわりの気体の固有の 

性質と共通の性質について 

自らの考えをまとめ、表現し 

ている 

③身のまわりのものから発生 

させた気体の性質を調べる 

実験方法を自ら考えまとめ 

ることができる。実験後、そ 

れぞれが何かを推測し、その 

ように判断した理由を説明 

することができる 

水溶液の性質 

①水に溶ける物質の量は温度 

によって限度があり、温度を 

変化させることによって取 

り出すことができることに 

ついて、自らの考えをまと 

め、表現している 

物質のすがたとその変化 

①エタノールが沸騰する実験 

を行い、沸騰している間の温 

度変化の特徴を自らの考え 

をまとめ、表現している 

②グラフをかくことができる 

ようになり、測定値以外で 

も、その値を推測すること 

ができる 

 

物質の成り立ち 

①熱分解の実験で得た知識をも 

とに、炭酸水素ナトリウムが熱 

分解し別の物質に変わること 

を理解し、現象を説明できる 

②炭酸水素ナトリウムの熱分解 

の実験で得た知識をもとに、酸 

化銀も熱分解し別の物質に変 

わることを予想し、結果を理解 

し、現象を説明できる★ 

③電気分解によって集めた気体 

の性質を調べ、水が水素と酸素 

からできていることを、予想 

し、結果を自らまとめレポート 

等で表現できる 

物質を表す記号 

①モデルカードを組み合わせて 

様々な分子をつくることによ 

り、物質は分子や原子からでき 

ていることをまとめ、表現する 

ことができる★ 

さまざまな化学変化 

①硫化反応を、原子分子モデルと

関連させながら、自らの考えを

まとめ、モデルカード等を用い

て表現することができる★ 

②酸化が酸素に関係する反応で 

あることを、質量の変化等も含 

め、原子分子モデルと関連させ 

ながら、自らの考えをまとめ、

モデルカードを用いて表現す

ることができる★ 

③酸化とは逆に、酸化物から酸素

を引き離して金属を得る反応

であることについて原子分子

モデルと関連させながら、自ら

の考えを、モデルカード等を用

いて表現することができる。ま

た、鍛冶等身近な科学に還元し

て考え、表現することができる 

水溶液とイオン 

①水溶液の電気伝導性の有

無と電極付近の変化の有無

を関連付け、自らの考えを

導き、表現することができ

る 

②これまでの学習内容を基

に、実験前に両端付近に何が

生じるか予想し、またその実

験結果から、電気分解の時に

両端で起こっている化学変

化について、観察し、自らの

考えを導き、まとめ、表現す

ることができる 

③身近な材料で作られた電 

池や、化学電池は、電解質 

水溶液中のイオンの仲立 

ちによってできているこ 

とについて理解し、自らの 

考えを導き、表現すること 

ができる 

④電池はイオン化傾向の

差を利用していることを理

解し自らの考えを導き、表現

することができる 

酸・アルカリと塩 

①実験の結果から、酸性とア

ルカリ性の水溶液にはそれ

ぞれ共通する性質があるこ

とについて、自らの考えを

導き、まとめ、表現するこ

とができる 

②実験結果から酸性とアル 

カリ性が、水素イオンと水 

酸化物イオンによること 

について、自らの考えを導 

き、まとめ、表現すること 

ができる 

 



幼小中一貫カリキュラム 

 

 

 

評
価
基
準 

    水の姿 

①沸騰した泡を集める実験から、泡の

正体が水であることを説明できる 

②氷、水、水蒸気の状態を図や言葉で

表現できる☆ 

水のゆくえ 

①蒸発と沸騰の違いを説明でき る 

②日向と日陰での、蒸発量の違いの理

由を説明できる★ 

③ふたのある容器とふたの無い容器で

の、蒸発量の違いの理由を説明でき

る★ 

④雲の出来方を地表と上空の温 

度の違いで説明できる 

⑤寒い朝に、窓の内側に結露が付 

く理由を説明できる 

⑥寒い部屋から暖かい部屋に入 

ると、眼鏡レンズの外側が曇る 

理由を説明できる 

  ③融点の違いからそれぞれが 

何かを推測し、そのように 

判断した理由を説明するこ 

とができる 

④エタノールと水の混合物か 

ら取り出した物質の性質を 

調べることによって物質を 

分離できたか調べ、自らの 

考えをまとめ、表現してい 

 る 

④実験結果から、化学変化に伴う

熱の出入りついて、自らの考え

を導き、まとめ、表現している 

化学変化と物質の質量 

①化学変化にともなう質量の変

化の結果から、反応物の質量の

総和と生成物の質量の総和が

等しいことについて、自らの考

えを導いたり、まとめたり表現

している 

②化学変化にともなう質量の変

化の結果から、反応する物質の

質量の間には一定の関係があ

ることについて、自らの考えを

導いたりまとめたりして、表現

している 

③酸性の水溶液にアルカリ 

性の水溶液を混ぜる実験 

から、中和して塩が生じる 

ことについて、自らの考え 

を導き、まとめ、表現する 

ことができる。また、他の 

中和反応についても、イオ 

ンモデルと関連付けなが 

ら、生成する塩を予想し、 

表現することができる 

④化学式から水ができるこ

とを、沈でんができる中和

では、中和点で電気が流れ

ないことについて、自らの

考えを導き、まとめ、表現

することができる 

⑤塩酸を加える量と pHの変 

化を関連付け、グラフ等に 

まとめ、表現することがで 

きる 

⑥中和に必要な酸とアルカ 

リの水溶液の濃度と体積 

の関係について、自らの考 

えを導き、まとめ、表現す 

ることができる 

評
価
規
準
（
ね
ら
い
）
に
せ
ま
る
発
問
例 

   物と重さ 

①立っても座っても体重計

の数値が同じなのはなぜ

か（実験結果を用いて説

明しよう） 

②金属１ｇと綿１ｇでは、

どちらの体積が大きいか★

（同じ体積でも、ものによ

って重さが違う） 

③同じ体積の木と水では、

どちらが軽いか★（浮く

ものと沈むものの重さの

比較から考えよう） 

空気と水の性質 

①閉じ込めた空気を圧す力と、体積の

関係を調べよう（力が弱いとき、力

が強いときの体積変化はどうか） 

②空気や水を圧すとどのような 状態

になるか、図と言葉でかこう☆（空

気は押し縮められるが、水は押し縮

められない。水は粒が詰まっている

が、空気は粒に隙間がある） 

③水を入れた風船をピストンの中に入

れピストンを圧したとき、風船はど

うなるか（空気は押し縮められるが、

水は押し縮められない） 

もののとけ方 

①６０℃でとかしたミョウバ

ンを、３０℃に冷やすと結晶

が出るのはなぜか（ミョウバ

ンが水にとける量が６０℃

の方が多い） 

②水溶液からとけているもの

をどうすれば取り出せるか

（温度が低いとミョウバン

はとけにくい） 

 

ものが燃えるとき 

①燃えるときの空気が上に流 

れるのはなぜか★（空気が温 

められると周りの空気より 

も重さがどのようになるか） 

②すき間を開けて炭を置くと 

よく燃えるのはなぜか（もの

が燃えるときにものと何が

必要か） 

 

いろいろな物質とその性質 

①実験の結果から、物質Ｘの正 

体は何と考えられるか。ま 

た、そのように考えた理由も 

説明しなさい 

②実験の結果から、それぞれの 

物質が何と考えられるか。ま 

た、そのように考えた理由も 

説明しなさい 

③どうして氷は水に浮くが、エ 

タノールには沈むのだろう 

か 

 

物質の成り立ち 

①実験の結果から、カルメ焼きが 

なぜ膨らむのかを考え、説明し 

なさい 

③実験の結果から、水は何から構

成されているといえるか、また

その割合はどのようになって

いるか説明しなさい 

 

水溶液とイオン 

①電極の付近に変化がある 

物質と電導性にはどのよ 

うな関連があると考えら 

れるか。特に塩化銅水溶液 

の結果から、陽極・陰極に 

生じた物質は何であると 

考えられるか。また、塩化 

銅は何と何に分解された 

か説明しなさい 

 



幼小中一貫カリキュラム 

 

 

評
価
規
準
（
ね
ら
い
）
に
せ
ま
る
発
問
例 

    ④空気鉄砲の前玉がどうして飛ぶのか

（押し棒を押すと筒の中の空気はど

うなるか。押していくと手ごたえが強

くなる理由は） 

⑤空気鉄砲に水を入れると玉はよく飛

ぶかどうか（空気は押し縮められる

が、水は縮められない） 

⑥空気は押し縮められるが、水が圧し縮

められないのはなぜか☆（空気の粒に

は隙間があり水の粒には隙間がない） 

温度と体積の変化 

①フラスコを温めると、栓がとぶのはな

ぜか（空気の温度と体積の関係） 

②浜辺に置いていたビーチボールを海

水につけるとへこむのはなぜか（浜辺

は太陽の光で暑く海水は温度が低い） 

③金属、水、空気の体積が変化するのは

なぜか☆（温度が高くなると粒は激し

く動く。粒が激しく動くとぶつかり合

う） 

④金属、水、空気の体積変化が違うのは

なぜか☆（金属は粒が並んでいる。水

は粒がバラバラ。空気は粒に隙間があ

る。粒の動ける距離が違う） 

ものの温まり方 

①上側を熱しても下側が熱くならない

のはなぜか（温度が高いと軽くなる） 

②ローソクの周りが温かくないのはな

ぜか☆ 

③エアコン暖房で下向きにするのはな

ぜか 

④ストーブで暖房の部屋の暖まり方を

矢印で描こう 

⑤金属と水や空気の温まり方が違うの

はなぜか☆（金属は温まった部分が移

動できないが、水や空気は移動でき

る） 

 

③６０℃の水でとかしたミョ 

ウバンを１０℃に冷やした 

ときに何ｇの結晶が出るか 

（それぞれの温度でとける 

量をグラフから読み取る。そ 

れぞれの温度でこれ以上の 

量がとけないことから計算 

式を考える） 

④ものが水にとけている状態 

を図や言葉でかこう☆（もの 

は小さな粒でできている。目 

に見えない大きさは１μｍ 

よりも小さい。水分子は３Å 

の大きさ） 

⑦ものが燃えるときにものの 

粒がどのようになっている 

かを図と文章で書こう☆（も 

のが燃えるときには、酸素が 

使われて二酸化炭素ができ 

る。Ｃ＋Ｏ２→ＣＯ２） 

水溶液の性質 

①実験結果より炭酸水には何 

が溶けていたか（炭酸水より 

気体が出てくる。この気体は 

火を消し、石灰水を白濁させ 

る） 

②うすい塩酸で溶けた鉄・アル

ミニウムは、実験からどのよ

うになったと言えるか（蒸発

させて出てきたものは鉄と

は違うものである） 

③うすい塩酸で鉄をとかした 

水溶液の状態を図や言葉で 

かこう☆（食塩が水にとけて 

いる状態とは違う） 

④うすい塩酸と水酸化ナトリ 

ウム水溶液を中和した状態 

を図と言葉でかこう☆（うす 

い塩酸には酸性を示す部分 

が、水酸化ナトリウム水溶液 

にはアルカリ性を示す部分 

がある。酸性を示す部分とア 

ルカリ性を示す部分は、合わ 

さると水になる） 

⑤うすい塩酸を１／10に水で 

薄めた状態を図と言葉でか 

こう☆（うすい塩酸の酸性を 

示す部分は、薄めるとどのよ 

うになるか） 

 

気体の発生と性質 

①実験の結果から、それぞれの 

 気体にはどのような性質が 

あるか。同じ気体ならば、発 

生方法が異なっても同じ性 

質といえるか 

②それぞれ発生した気体は何 

と考えられるか。また、その

ように考えた理由も説明し

なさい 

水溶液の性質 

①実験の結果から、水に溶けた 

物質を取り出すことにはど 

のようにすればよいか。ま 

た、そのように考えた理由も 

説明しなさい 

物質のすがたとその変化 

①エタノールが沸騰する温度 

は決まっているか。また、エ 

タノールが沸騰している間 

の温度変化についてはどの 

ように説明することができ 

るか 

②実験の結果から、実験で調 

べた物質は何と考えられる 

か。また、そのように考えた 

理由も説明しなさい 

③水とエタノールの混合物か 

らエタノールを取り出すこ 

とができるか。また、そのよ 

うに考えた理由も説明しな 

さい 

さまざまな化学変化 

①加熱した際の様子をよく観察

し、起こっていることを推察し

なさい。また、反応の前後で物

質は違う物質になったかどう

か、理由とともに考えなさい。

さらにその時の変化を、化学式

を基に考え、モデルカード等を

用いて表しなさい 

②スチールウールが別の性質の

物質になったのはなぜか。質量

の変化と関連付けて説明しな

さい 

③実験の結果から、酸化銅と酸化

銅に含まれる酸素原子は、活性

炭によってどのように変化し

たのか。その化学変化を、それ

ぞれモデルカード等を用いて

説明しなさい 

化学変化と物質の質量 

① なぜ質量が減少したのだろ

うか。また、どのようにすれ

ば質量が変化しなくなるの

か推察し、説明しなさい 

②この時の化学変化を、モデルカ 

ード等を用いて説明しなさい。 

また、化合した質量比と化学反 

応式の係数の比が一致しない 

のはなぜか。その理由を推察 

し、説明しなさい 

 

②①の結果も参考に、今回の 

実験で電流を流したとき 

に起こったことを、モデル 

を用いて表しなさい。ま 

た、モデルと変化が起こっ 

た電極の関係を考えたと 

き、銅原子や塩素原子につ 

いてどのようなことが分 

かるか説明しなさい 

③②の結果も参考に、今回の 

実験で電流を流したとき 

に起こったことを、モデル 

を用いて表しなさい。ま 

た、モデルと変化が起こっ 

た電極の関係を考えたと 

き、水素原子や塩素原子に 

ついてどのようなことが 

分かるか説明しなさい 

酸・アルカリと塩 

①酸性やアルカリ性の性質 

を示すもととなるものは、 

電気的にそれぞれどのよ 

うな性質をもっているか 

推察し、説明しなさい 

②水溶液の色の変化から、ア 

ルカリ性の性質は酸によ 

ってどのように変化した 

と考えられるか。また、実 

験結果より、水酸化ナトリ 

ウム水溶液に塩酸を混ぜ 

た結果、どのような物質が 

生成しているか説明しな 

さい 

③中和の際に酸・アルカリの 

いずれかの濃度や体積を 

変えた場合、中和に必要な 

酸・アルカリはどのように 

変化すると推察されるか 

説明しなさい 



幼小中一貫カリキュラム 

 

 

 

【記号について】 

★  教科書には記載されていない観察・実験、評価基準 

☆  小学校において、粒子（分子・原子・イオン）の考え方を導入している観察・実験、評価基準 

（ ） 評価規準（ねらい）にせまる発問例の中で、発問に係るヒントをまとめたもの（小学校のみ） 

評
価
規
準
（
ね
ら
い
）
に
せ
ま
る
発
問
例 

    水の姿 

①沸騰したときに出る泡の正体 

は何か（空気と水蒸気の違いを 

表にしよう） 

②氷、水、水蒸気はどのような状態か図

や言葉でかこう☆（液体が蒸発する

と、気体となり体積が大きくなること

から、粒がバラバラになっている。氷

は形を変えられないから、粒が動かな

くなっている） 

水のゆくえ 

①蒸発と沸騰の共通点と違いを書こう

（違い：温度、水が出ていく場所） 

②日向の蒸発量が多いのはなぜか★（日

向と日陰の違い） 

③ふたがあると蒸発量が多いのはなぜ

か★（ふたの有無の違い） 

④雲ができるのはなぜか（上空は気温が

低い） 

⑤寒い朝、窓に結露が付くのはなぜか

（窓グラスは外気で冷たくなる） 

⑥暖かい部屋に入ると、眼鏡の外側が曇

るのはなぜか（寒い部屋では眼鏡の内

側と外側ではどちらが冷たいか） 

 ⑥水溶液の種類を当てよう（水 

溶液の性質の一覧表を作る。 

液性、アルミニウムが溶ける 

かどうか、蒸発の順で実験を 

していく） 

   



幼小中一貫カリキュラム 

 
 中学校ブロック名 

吹田市立南千里中学校ブロック 
中学校ブロックのめざす子ども像 

・未来を見つめ、自ら学びともに生きる子 

・人や社会とより良く関わることができる子 

・自分の思いを伝えられる子（コミュニケーション力の育成） 
【外国語活動】 

 
系統・項
目／発達
段階 

幼稚園 小学校１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 中学校１年生 ２年生 ３年生 

就学前 Ⅰ期（１～５年生） 基礎基本の徹底 Ⅱ期（６・７年生）連続性を意識した指導 Ⅲ期（８・９年生）進路を見据えた指導 
めざす
子ども
の姿 

 ■楽しみながら外国語の表現に慣れ親しむ ■楽しみながら外国語の表現で使おうとする 

■外国語の文化に触れる 

■外国語を使って互いの考えを伝え合おうとする 

■外国語の文化に慣れ親しむ 

■互いの考えを伝え合うことができる 

■日本と外国の文化を尊重できる 

学

習

領

域 

      

 

    
My name is～.                            MP1 

What’s your name?                        My name is～. 

How are you～?    How the weather?                                               Let’s start 

                                                              How are you? 

How many～?                          How much?                                P4 How many～? 

                                                             数１～１０００ 

I like～.                                                                           P3 I like～.           P10 

Do you like～?       Do you have(a)～?                                                Do you like～?     I like～better than…. 

                    I have                                                           Do you have～?    I like～the best. 

What do you like?                                                                  P4  

What do you want?  I want                                                          What do you want? 

                                                    What do you like? 

What’s this?       This is                                  What is                 P5 What’s this? 

I study～on (曜日).                          P4  I study～ 

                             on Monday. 

When is your                              P7 When is your               P5 I don’t  

birthday?                               birthday?    What do you want?     remember when 

                                What do you like?       your birthday is. 

Can you～?                                P8 I can～.      S2 Can I～? 

I can.                                          Can you～?      Shall we～? 

S3 Can you～?    S5 Can I help you? 

                            Can I～? 

What time is it?                          What time do you～?   S1 What time is it (in～)?        S1 What time is it in～? 

What day is it?                                                  What time do you～? 

あいさつ      あいさつ     

じゃんけん     じゃんけん    

気持ち      

数         数       

色         色 

果物        野菜        

クリスマス     クリスマス     クリスマス     クリスマス 

アルファベット    アルファベット   アルファベット   アルファベット    アルファベット 

動物        動物 

体 

１ 

ハロウィン     ハロウィン     ハロウィン     ハロウィン 

 

Hello Good bye     Good morning 

See you 

Who are you?      (Why?)              Who is ~?              



幼小中一貫カリキュラム 

学

習

領
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複数形            

人称代名詞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続詞 that, when, if 

動名詞 

look(become)＋形容詞 

比較 

受け身 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在完了 

分詞の後置修飾 

関係代名詞 

接触節 

Where is the～?                           P5 Where is～?    S4 Could you tell me  S3 Could you tell 

Turn right / left.                   Turn right / left.       how to get to～? 

Where do you want   Go straight.                 Go straight.     Take the ～line. 

to go?        Let’s go              Change trains. 

I want to go to 

What would you like?                            S3 What would you like? S1 What would you like? 

買い物                  買い物        買い物        買い物 

食事                                         食事 

          道案内                   道案内（徒歩）    道案内（電車） 

          旅行                               旅行 

                     電話         電話         電話 

使
用
場
面 

be動詞現在形    be動詞過去形 

現在進行形      過去進行形 

           There is(are) ～ 

一般動詞現在形 

    三単現 

一般動詞過去形 

疑問詞を使う疑問文             間接疑問文 

助動詞 can     未来形 助動詞 will 

                            be going to  

                    助動詞must 

                          have to 

不定詞        It…to…構文 

           too…to構文 

           疑問詞＋不定詞 

           want  

                      tell ＋人＋不定詞 

                      ask 

第Ⅳ文型       第Ⅴ文型 



【音楽・器楽】 

 

 

 

 

系統・項
目／発達
段階 

幼稚園 小学校１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 中学校１年生 ２年生 ３年生 

就学前 Ⅰ期（１～５年生） 基礎基本の徹底 Ⅱ期（６・７年生）連続性を意識した指導 Ⅲ期（８・９年生）進路を見据えた指導 

めざす
子ども
の姿 

（１）楽しく音楽に関わり、興味・関心を持つことができる子 

（２）音楽表現の楽しさに気づくことができる子 

（１）進んで音楽に関わり、音楽活動に意欲を持つ

ことができる子 

（２）音楽表現の楽しさを感じ取ることができる子 

（１）創造的に音楽に関わり、音楽によって生活を明るく豊かなものにすることが

できる子 

（２）音楽表現の豊かさや楽しさ、喜びを感じ取り、創意工夫して表現できる子 

（１）生涯にわたって音楽に親しんでいくことができる子 

（２）表現の技能を伸ばし、創意工夫して表現することがで

きる子 

学
習
指
導
要
領 

・生活の中で様々な音、色、動きに

気づいたり、感じたりするなどして

楽しむ 

・感じたこと、考えたことなどを音

や動きなどで表現する 

・音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡

単なリズム楽器を使ったりする楽し

さを味わう 

・自分のイメージした動きや言葉な

どで表現したり、演じて遊んだりす

るなどの楽しさを味わう 

〈幼稚園教育要領より〉 

ア 範奏を聴いたり、リズム譜などを見たりして演奏す

ること。 

イ 楽曲の気分を感じ取り、思いを持って演奏すること。 

ウ 身近な楽器に親しみ、音色に気を付けて簡単なリズ

ムや旋律を演奏すること。 

エ 互いの楽器の音や伴奏を聴いて、音を合わせて演奏

すること。 

※主旋律に簡単なリズム伴奏や低声部を加えた楽曲 

ア 範奏を聴いたり、ハ長調の楽譜を見たりして演奏す

ること。 

イ 曲想にふさわしい表現を工夫し、思いや意図をもっ

て演奏すること。 

ウ 音色に気を付けて旋律楽器及び打楽器を演奏するこ

と。 

エ 互いの音や副次的な旋律、伴奏を聴いて、音を合わ

せて演奏すること。 

※簡単な重奏や合奏にした楽曲 

ア 範奏を聴いたり、ハ長調及びイ短調の楽譜を見たりして

演奏すること。 

イ 曲想を生かした表現を工夫し、思いや意図をもって演奏

すること。 

ウ 楽器の特徴を生かして、旋律楽器及び打楽器を演奏する

こと。 

エ 各声部の楽器の音や全体の響き、伴奏を聴いて、音を合

わせて演奏すること。 

※楽器の演奏効果を考慮し、簡単な重奏や合奏にした楽曲。 

ア 曲想を感じ取り、表現を

工夫して演奏すること。 

イ 楽器の特徴をとらえ、基

礎的な奏法を身につけて演

奏すること。 

ウ 声部の役割や全体の響

きを感じ取り、表現を工夫し

ながら合わせて演奏するこ

と。 

ア 曲想を味わい、曲にふさわしい表現を工夫して演奏する

こと。 

イ 楽器の特徴を理解し、基礎的な奏法を生かして演奏する

こと。 

ウ 声部の役割と全体の響きとの関わりを理解して、表現を

工夫しながら合わせて演奏すること。 

学

習

領

域 

  
」 

   
 

 
  

  

共
通
事
項 

 
ア 音楽を形作っている要素のうち次の（ア）及び（イ）

を聴き取り、それらの働きが生み出すよさや面白さ、美

しさを感じ取ること。 

（ア）音色、リズム、速度、旋律、強弱、拍の流れやフ

レーズなどの音楽を特徴付けている要素 

（イ）反復、問いと答えなどの音楽の仕組み 

イ 身近な音符、休符、記号や音楽に関わる用語につい

て、音楽活動を通して理解すること。 

ア 音楽を形作っている要素のうち次の（ア）及び（イ）

を聴き取り、それらの働きが生み出すよさや面白さ、美

しさを感じ取ること。 

（ア）音色、リズム、速度、旋律、強弱、音の重なり、

音階や調、拍の流れやフレーズなどの音楽を特徴付けて

いる要素 

（イ）反復、問いと答えなどの音楽の仕組み 

イ 音符、休符、記号や音楽に関わる用語について、音

楽活動を通して理解すること。 

ア 音楽を形作っている要素のうち次の（ア）及び（イ）を

聴き取り、それらの働きが生み出すよさや面白さ、美しさを

感じ取ること。 

（ア）音色、リズム、速度、旋律、強弱、音の重なりや和声

の響き、音階や調、拍の流れやフレーズなどの音楽を特徴付

けている要素 

（イ）反復、問いと答え、変化、音楽の縦と横の関係などの

音楽の仕組み 

イ 音符、休符、記号や音楽に関わる用語について、音楽活

動を通して理解すること。 

ア 音色、リズム、速度、旋律、テクスチュア、強弱、形式、構成などの音楽を形づくって

いる要素や要素同士の関連を知覚し、それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受すること。 

イ 音楽を形づくっている要素とそれらの働きを表す用語や記号などについて、音楽活動を

通して理解すること。 

言
語
活
動 

          

評

価

規

準 

          

中学校ブロック名 

吹田市立南千里中学校ブロック 
南千里中学校ブロックのめざす子ども像 

「友だちや地域とともにのびゆく子 

～つながろう、やってみよう、ともに学ぼう～」 

打楽器・鍵盤ハーモニカ・ハーモニカなど 既習の楽器＋リコーダー・鍵盤楽器など 既習の楽器＋キーボード・（和楽器・諸外国に伝わる楽器）

など 

身体表現やリズム遊びを通してリズム感を育てる 
Ｓリコーダーの吹き方

に慣れ、きれいな音で演

奏する 

Ｓリコーダーの重なり

合う響きを感じながら

きれいな音で演奏する 

リズム感・フレーズ感を

大切にし、Ｓリコーダー

合奏の楽しさを味わう 

リズム感・フレーズ感を大切にし、声部の役割

を考えながらＳリコーダー合奏の響きを味わう 

シ ラ ソ ド

ど 

レ 

Ｓリコーダー・Ａリコーダー・（ギター）・和楽器（箏・三線・和太鼓など） 

楽器の特徴をとらえ、声部の役割や全体の響き

を感じ取って演奏する 

（２）器楽の指導については、指導上の必要に応じて和楽器、弦楽器、管楽器、打楽器、

鍵盤楽器、電子楽器、及び世界の諸民族の楽器を適宜用いること。なお、和楽器の指導に

ついては、３学年間を通じて１種類以上の楽器の表現活動を通して、生徒が我が国や郷土

の伝統音楽のよさを味わうことができるように工夫すること。 

（３）我が国の伝統的な歌唱や和楽器の指導については、言葉と音楽との関係、姿勢や身

体の使い方に関しても配慮すること。 

タンギング 息の強さコントロール サミング 指遣いと息のタイミング 

 

音の長さと息遣い 自分の音と周りの音を聴き

ながらハーモニーを作る 

たたく・吹く・弾くなど音を出すため

の技能を身につける 

鍵盤の並び方を覚える

b 

リズム譜 ト音記号 １段楽譜理解 小節・繰り返し記号 強弱記号・速度記号 大譜表 

音の高い・低い 音の強い・弱い 音の長い・短い 楽器による音色の違い 音楽のまとまり 音の重なり方 音楽の構成 

音や、音楽について言葉で表現し、他者とのコミュニケー

ションをとりながら音楽に対する理解や完成を深めていく 

 

器楽活動を楽しもうとする 進んで器楽活動に関わろうとする 

音楽の流れを感じ取って表現することができる 曲想に合った表現を工夫することができる 楽曲の構成を理解し、曲想に合った表現を工夫することができる 

音色の違いを理解する リズムや旋律を正確に演奏することができる 音楽に関わる用語を理解して表現することができる 

創造的に器楽活動に関わろうとする 

美しく表現するために創意工夫することができる 

楽曲にふさわしい表現・音色・演奏法を身につける 

表現しようとすることを言葉で表すことができる 評価規準詳細

（小学校） 

評価規準詳細

（中学校） 

感じたことを言葉で表す 概念を理解 言葉を理解 言葉で表現する 文章で表現する 
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幼小中一貫カリキュラム 

【 音 楽 ・ 歌 唱 】（ 領 域 名 が あ れ ば 記 入 ）

 

 

中学校ブロック名 

吹田市立南千里中学校ブロック 南千里中学校ブロックのめざす子ども像 
「友だちや地域とともにのびゆく子 

～つながろう、やってみよう、ともに学ぼう～」 

 

系統・項
目／発達
段階 

幼稚園 小学校１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 中学校１年生 ２年生 ３年生 

就学前 Ⅰ期（１～５年生） 基礎基本の徹底 Ⅱ期（６・７年生）連続性を意識した指導 Ⅲ期（８・９年生）進路を見据えた指導 

めざす
子ども
の姿 

（１）楽しく音楽に関わり、興味・関心を持つことができる子 

（２）音楽表現の楽しさに気づくことができる子 

（１）進んで音楽に関わり、音楽活動に意欲

を持つことができる子 

（２）音楽表現の楽しさを感じ取ることがで

きる子 

（１）創造的に音楽に関わり、音楽によって生活を明るく豊かなものにす

ることができる子 

（２）音楽表現の豊かさや楽しさ、喜びを感じ取り、創意工夫して表現で

きる子 

（１）生涯にわたって音楽に親しんでいくことが

できる子 

（２）表現の技能を伸ばし、創意工夫して表現す

ることができる子 

共
通
教
材 

 「うみ」「かたつむり」

「 日 の ま る 」   

「ひらいたひらいた」 

「かくれんぼ」「春が

きた」「虫のこえ」 

「夕やけこやけ」 

「うさぎ」「茶つみ」

「春の小川」「ふじ山」 

「さくらさくら」「と

んび」「まきばの朝」

「もみじ」 

「こいのぼり」「子もり

歌」「スキーの歌」「冬

げしき」 

「越天楽今様」「おぼろ

月夜」「ふるさと」  

「われは海の子」 

「赤とんぼ」「荒城の月」「早春賦」「夏の思い出」 

「花」「花の街」「浜辺の歌」 

学

習

領

域 

          

言

語

活

動 

          

評

価

規

準 

          

友達と一緒に歌ったり身体表現したりしながら音楽に対する

興味関心を育てる 

音の高さを確かめながら階名で模唱や暗

唱し、音程感を養う 

歌声を意識させる 

（話す声との違い） 
発声に気をつけながら歌う 

歌声を聴き合いながら歌う 

歌詞の内容を表現にいかして歌う 

音楽に合わせて体を動かす 

２拍子と３拍

子の違いを感

じて歌う 

音程やリズムに気をつけながら階名で

視唱し、楽譜に慣れる 

楽譜を見ながら

階名で歌う 

曲の山を感じ取

って歌う 

曲の感じを生か

して歌う 

重なり合う音の

響きを楽しむ 

重なり合う音の

響きを楽しみな

がら合唱する 

６拍子、４拍子

の流れにのって

歌う 

歌詞や曲想を活かした表現の仕方を工夫しながら、思いや意図を持って歌う 

和音の響きの美しさを感じて、全体の響きのバランスに気をつけながら歌う 

響き合う歌声作り 曲種に応じた発声 より伝わる美しい表現 

変声期への配慮 発声の仕組みを知る 安定した響き作り 

各声部の歌声作り 各声部の役割を知る 各声部の役割と、全体の響きとの関わりを理解 

和音の移り変わりを楽しみな

がら合唱する 

和音の移り変わりを感じ取りな

がら正しい音の高さで歌う 

音楽を形づくっている要素を知覚し、それらの

働きが生み出す曲想や魅力を活かして表現す

る 

全員で表現 パートやグループで表現 個人での表現 

同声二部合唱 混声二部合唱 混声三部合唱 混声四部合唱 

歌詞の内容を理解して歌う 歌詞を大切にして歌う 歌詞の内容を味わったり、作詞者・作曲者の思いを受け止めたりし

ながら、それを表現して聞く人に伝えることができるように歌う 

年齢や発達段階に応じて、「音の要素」や「音についての言葉」の概念を理解する 「音」や「音楽」について言葉を使って伝えたり、考えたりする力を養い、音楽表現につなげる 

楽しく歌おうとしている 

身体表現・歌い方の工夫ができる 

リズムを正確に表現することができる 

進んで歌おうとしている 豊かな表現に関心を持って歌おうとしている 表現しようとすることを言葉で表すことができる 

歌詞の内容にふさわしい表現の工夫ができる 楽曲の構成を生かした表現の工夫ができる 美しく表現するために創意工夫することができる 

音程を正確に表現することができる 楽譜を理解して表現することができる 曲にふさわしい表現をするための技能を身につける 

評価規準詳細 

（小学校） 

評価規準詳細 

（中学校） 

歌を歌ったり、 

簡単なリズム楽器

を使って楽しむ 

教材 
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幼小中一貫カリキュラム 

 

 

中学校ブロック名 

吹田市立南千里中学校ブロック 
南千里中学校ブロックのめざす子ども像 

「友だちや地域とともにのびゆく子 

～つながろう、やってみよう、ともに学ぼう～」 【図画工作・美術科】（表現【絵】・鑑賞） 

    

系統・項目／発達段階 
幼稚園 小学校１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 中学校１年生 ２年生 ３年生 

就学前 Ⅰ期（１～５年生） 基礎基本の徹底 Ⅱ期（６・７年生）連続性を意識した指導 Ⅲ期（８・９年生）進路を見据えた指導 

めざす子どもの姿 

表こころとからだをはたらかせ、感じたことや想像したことから、楽しみながら工

夫して表現できる子ども 

鑑自分たちの作品について、感じたことや気づいたことを伝え合える子ども 

表感じたこと、想像したこと、見たこと、伝え合いたいことから、材料や道具の特徴を生

かして表現できる子ども 

鑑自分たちの作品や暮らしの中の作品の面白さや美しさ、表現や材料による感じの違いや

表現の意図や特徴などをとらえ、感じたことや思ったことを伝え合える子ども 

表感じ取った形や色彩の特徴や美しさ、想像したことを基に主題など

を発想し、技法・材料・道具の特性を生かして見通しをもって表現で

きる子ども 

鑑作者の心情や意図、表現の工夫などを感じ取り、作品に対する思い

や考えについて伝え合うことで見方や感じ方を広げられる子ども 

表感じ取ったこと、考え、夢、想像や感情などの心の世界などを基に主題な

どを発想し、技法・材料・道具の特性を生かしながら、見通しをもって創造的

に表現できる子ども 

鑑作者の心情や意図、表現の工夫などを感じ取り見方を深めるとともに、自

分の考えや思いを伝え合うことで美意識を高め幅広く味わえる子ども 

学
習
領
域 

表
現 

絵
に
表
す
活
動 

活
動
内
容 

①いろいろな画材を使って

描こう、いろいろなものに

描こう 

②自然物を描こう（植物、

動物など）・・・観察して、

イメージして 

③自分や友達、家

族を描こう 

④経験したことや想像した

ことを描こう  

⑤お話の絵を描こう 

⑥友達と一緒に描こう 

①どんどん かくのは た

のしいな 

②いろいろな かたちの 

かみから 

③せんせい あのね 

④やぶいた かたちから 

うまれたよ 

⑤みて みて おはなし 

⑥のって みたいな いき

たいな 

⑦うつした かたちから 

①ひみつのたまご 

②ざいりょうから ひらめ

き 

③たのしかったよ 

ドキドキしたよ 

④とろとろえのぐで かく 

⑤見て 見て おはなし 

⑥はさみの あーと 

⑦たのしく うつして 

①色・形 いいかんじ！ 

②立ち上がった絵のせか

い 

③うれしかったあの

気持ち 

④これにえがいたら 

⑤大すきなものがたり 

⑥まほうのとびらをあけ

ると 

⑦いろいろうつして 

①絵の具でゆめもよう 

②まぼろしの花 

③わすれられないあ

の時 

④大すきな物語 

⑤光のさしこむ絵 

⑥ほってすって見つけて 

①心のもよう 

②消してかく 

③じっと見つめてると 

④まだ見ぬ世界 

⑤物語から広がる世界 

⑥刷り重ねて表そう 

①想像のつばさを広げて 

②わたしの大切な風景 

③墨で表す 

④物語から広がる世界 

⑤感じて考えて 

⑥版から広がる世界 

①ものを見つめる 

②心ひかれる風景 

③人の形のおもしろさ 

④表現の広がり 

⑤写し取る形 

①わたしの「みち」 

②自分と向き合う 

③空想からの表現 

④版画の世界 

⑤形や色彩からのメッセージ 

⑥絵巻物の世界 

⑦モノトーンの美しさ 

技
法 

スタンピング、デカルコマ

ニー、バッチック、ブラッ

シング、フロッタージュ、 

スクラッチ、マーブリング 

など 

 ゆびや手でぬる 

はんが・紙 

絵具・まぜる 

はんが・スレンチボード 

吹き流し、マーブリング 

デカルコマニー 

スパッタリング 

ドリッピング 

ほり進み版 

一ぱん多色版 

 フロッタージュ 

コラージュ、ステンシル 

スタンピング 

版画・コラグラフ 

線遠近法・空気遠近法 

フォトモンタージュ 

ドライポイント、シルクスクリーン 

エッチング、リトグラフ、スチレン版画、水墨画 

道
具 

クレヨン・パス、墨、ペン 

コンテ、ローラー、えのぐ 

のり、はさみ など 

クレヨン・パス 

ペン、えのぐ 

のり、はさみ 

化学・木工接着剤 

液体粘土 

ローラー、バレン 

カッターナイフ 

 

彫刻刀 コンテ 墨汁 

ダンボールカッター 

ポスターカラー 

アクリル絵の具 

タンポ 

水墨（付け立て・破墨・渇墨） 

鑑
賞 

鑑
賞
す
る
活
動 

 

活
動
内
容 

①②③④⑤⑥友だちの

絵の、好きなところや、

すてきなところを見つ

けよう。 

①②③④⑤⑥友だちの

描いた絵の、工夫してい

るところを見つけよう。 

①②③④⑤⑥友だちの

描いた絵の、美しさやお

もしろさを感じよう。 

 

①たのしいところを見つ

けよう。 

②③④ともだちのくふう

を見つけよう。 

⑤ともだちのかいたばめ

んのくふうを見つけよう。 

⑥ともだちのえのおもし

ろさをあじわおう。 

⑦かたちのおもしろさを

かんじよう。 

①②④⑤ともだちのくふ

うを見つけよう。 

③えを見ながらはなそう。 

⑥かたちのおもしろさを

かんじよう。 

⑦うつしかたのくふうを

見つけよう。 

①できた色の形のよさを

かんじよう。 

②見え方のおもしろさを

かんじよう。 

③友だちのあらわし方の

よさを見つけよう。 

④あらわした形や色のお

もしろさをかんじよう。 

⑤友だちの作ひんを見て、

よさをかんじよう。 

⑥友だちのふしぎなせか

いのとびらをひらいて、よ

さやおもしろさをかんじ

よう。 

⑦友だちのうつし方のく

ふうを見つけよう。 

①友だちとくふうを見合

い、よさやおもしろさを見

つけよう。 

②友だちの絵を見て、よさ

やおもしろさを感じ取ろ

う。 

③友だちと見せ合い、表し

たかった気持ちを感じ取ろ

う。 

④友だちの物語の世界を見

て、よさを感じ取ろう。 

⑤光がよく通るところにか

ざって、よさやおもしろさ

を感じ取ろう。 

⑥ほりあとのおもしろさを

味わい見つけよう。 

①友だちの作品を見て、自分

とのちがいやよさを見つけよ

う。 

②表し方のちがい、よさや美

しさを感じ取ろう。 

③自分や友だちの作品を見

て、よさや美しさを感じ取ろ

う。 

④表し方のくふうや思いを感

じ取り、伝え合おう。 

⑤自分や友だちの作品を見

て、よさや美しさを感じ取ろ

う。 

⑥作品から色の重なりのくふ

うやよさを感じ取り、話し合

おう。 

①表し方の工夫や良さを見つ

け、友だちと話し合おう。 

②大切にした思いや、作品の良

さを感じ取り伝え合おう。 

③友だちの作品の墨の色のちが

いや筆あとのよさを感じ取ろ

う。 

④自分や友だちの作品を見て、

よさや美しさを感じ取り話し合

おう。 

⑤作品から思いを感じ取り、よ

さを伝え合おう。 

⑥友だちの作品を見て、よさや

美しさを感じ取り伝え合おう。 

①作品を通して、ものの形や色彩

などのよさや美しさを感じ取る。 

②作者の思いを考えながら風景画

を鑑賞する。 

③人の形を表現したよさや美しさ

を鑑賞する。 

④作品に用いられた技法やその効

果に注目して鑑賞する。 

⑤版表現の特徴的なよさに注目し

て鑑賞する。 

①作品に描かれた道からどのようなことを感じ取る。 

②作家や友だちの作品からどのようなことを感じ取る。 

③表された空想の世界のよさを味わう。 

④さまざまな版画作品の表現の工夫やよさを味わう。 

⑤抽象表現の良さを感じ取る。 

⑥作家作品や友達の作品の良さを理解し、味わう。 

言
語
活
動 

   作品の工夫、面白さや美しさなどについて、感じたことや思ったことを話したり，友だちと語り合ったりする。 作品のよさや美しさ、工夫などについて、気づいたことや感じ取った

ことなどを互いに説明し合うことで、見方や感じ方を広げる。 

作品の良さや美しさなどの価値意識について批評し合うことで、自分の気づか

なかった作品の良さを発見する。 

評
価
規
準 

【表現】 

A発想や構想の能力 

B創造的な技能 

【鑑賞】 

C鑑賞の能力 

○いろいろな素材に親し

み、工夫して作る。 

○感じたことや考えたこと

を、自分なりに表現して楽

しむ。 

○自分で描いたり、友達の

作品を見たりして、イメー

ジを豊かにする 

A：表したいことを見つけ、形や色などを考える。 

B：手やからだをはたらかせ、材料や道具を用いて、 

工夫して表す。 

C：形や色、表し方の面白さ、材料の感じに気づく。 

A：表したいことを見つけ、形や色、用途などを考える。 

B：手やからだをはたらかせ、材料や用具を用いて、いろいろな方法を試すなど、工夫して

表す。 

C：形や色、表し方や材料による感じの違いをとらえ、よさや面白さを感じ取る。 

A：表したいことを見つけ、形や色、用途や構想などを考える。 

B：材料や用具の特徴を生かし表現に適した方法を選ぶなど創意工夫

し、見通しをもって表す。 

C：形や色、表し方の変化、表現の意図や特徴、美と機能性の調和な

どを捉え、よさや美しさを感じ取る。 

A：単純化や省略，強調，材料の組合せなどを考え、創造的な構成を工夫し、

心豊かな表現の構想を練る。 

B：材料や用具に応じて自分の表現意図に合う新たな表現方法を工夫したり、

制作の順序などを総合的に考えたり、見通しをもって創造的に表現する。鑑：

C：造形的なよさや美しさ、作者の心情や意図と創造的な表現の工夫などを感

じ取り見方を深めるとともに、言語活動を通して、美意識を高め幅広く味わう。 



幼小中一貫カリキュラム 

 
南千里中学校ブロックのめざす子ども像 

「友だちや地域とともにのびゆく子 

～つながろう、やってみよう、ともに学ぼう～」 
中学校ブロック名 

吹田市立南千里中学校ブロック 
【体育・保健体育】（陸上競技） 

 

系統・項
目／発達
段階 

幼稚園 小学校１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 中学校１年生 ２年生 ３年生 

就学前 Ⅰ期（１～５年生） 基礎基本の徹底 Ⅱ期（６・７年生）連続性を意識した指導 Ⅲ期（８・９年生）進路を見据えた指導 

めざす
子ども
の姿 

体を動かすこ

とを楽しむ 

( 1 ) 簡単なきまりや活動を工夫して

各種の運動を楽しくでき，その基本

的な動きを身に付け 体力を養う。 

( 2 ) だれとでも仲よくし， 健康・安全

に留意して意欲的に運動をする。 

(1) 活動を工夫して各種の運動を楽しくでき，その基本的な動き

や技能を身に付け， 体力を養う。 

(2) 協力， 公正などの態度を持ち， 健康・安全に留意し， 最

後まで努力して運動をする。 

(1) 活動を工夫して各種の運動の楽しさや喜びを味わう

ことができ， その特性に応じた基本的な技能を身に付

け， 体力を高める。 

(2) 協力， 公正などの態度を持ち，健康・安全に留意

し，自己の最善を尽くして運動をする。 

種目に対して、前向きに取り組む

姿勢を持っている。 

仲間の実技を見て、自分

の実技の参考にしようとし

ている。 

お互いに教え合う姿が身についてい

る。 

学

習

領

域 

歩く 

・一人で・並んで 

・園内外のいろいろ

な道を 

・しゃがんで 

・つま先で 

・うしろに・横に 

・平均台の上などバ

ランスをとって 

 

いろいろな鬼ごっこ 

・先生や友達と一緒

に・高鬼・色鬼・増え

鬼・手つなぎ鬼・しっ

ぽとり鬼・島鬼・氷

鬼・けいどろ・わらべ

うたによる鬼ごっこ 

 

自分達でルールを

考えた鬼ごっこ 

 

チームリレー 

・いろいろなリレー

（直線・折り返し・トラ

ック） 

 

長い距離を走る 

 

リズムに合わせて動

く 

・動物になって・ギャ

ロップ・ケンパ・ケン

ケン・両足ジャンプ 

 

跳ぶ 

・その場で・段差の

ある所・高く・遠く 

走の運動遊び 

○３０～５０ｍ程度のかけっこ 

○折り返しリレー遊び 

○低い障害物でのリレー 

遊び 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かけっこ・リレー 

○４０～６０ｍ程度のかけっこ 

○周回リレー 

 

 

 

 

 

 

 

 

小型ハードル走 

○いろいろなリズムでの 

小型ハードル越え 

 

 

 

 

 

かけっこ・リレー 

○４０～６０ｍ程度のかけっこ 

○周回リレー 

 

 

 

 

 

 

 

 

小型ハードル走 

○４０～５０ｍ程度の 

小型ハードル走 

 

 

 

 

 

短距離走・リレー 

○５０～８０ｍ程度の 

短距離走・リレー 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハードル走 

○４０～６０ｍ程度の 

ハードル走 

 

 

 

 

短距離・リレー 

○クラウチングスタート 

○５０ｍ走 

○リレーのバトンパス 

（バトンゾーンの理解） 

 

短距離・リレー 

○１００ｍ走 

○１００×４R 

 

短距離・リレー 

○２００ｍ走 

○２００×４R 

 

長距離 

○１５００ｍ、１２分間走 

○ペース走（低負荷） 

○ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 

 

 

長距離 

○１５００ｍ、１２分間走 

○ペース走（中負荷） 

○ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 

 

長距離 

○１５００ｍ、１２分間走 

○ペース走（高負荷） 

○ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 

 

 

ハードル走 

 

 

 

ハードル走 

 

 

 

ハードル走 

 

 

 

跳の運動遊び 

○幅跳び遊び 

○ケンパー跳び遊び 

○ゴム跳び遊び 

 

 

幅跳び 

○短い助走での 

幅跳び 

 

 

 

高跳び 

○短い助走での 

高跳び 

走り幅跳び 

○助走距離が１５～２０ｍ程度の走り幅跳び 

 

 

 

 

 

走り高跳び 

○助走が５～７歩程度の走り高跳び 

 

 

 走り幅跳び 

○立ち幅跳び 

○走り幅跳び 

 

  走り幅跳び 

○立ち幅跳び 

○走り幅跳び 

 

 走り幅跳び 

○立ち幅跳び 

○走り幅跳び 

 

 走り高跳び 

○走り高跳び 

 ・はさみ跳び 

 ・ベリーロール 

 

 

 

走り高跳び 

○走り高跳び 

 ・ベリーロール 

 

走り高跳び 

○走り高跳び 

 ・ベリーロール 

 ・背面とび（生徒の実態に合わせて） 

言
語 

活
動 

・友達とルールやどうし
たら勝てるのかなどを
話し合う。・体のいろい
ろな部分の名称を使っ
て説明する。 

・友だちと励まし合って練習やゲームをす

る。 

・動きの感じを伝える。 

・動きや技能のよさを見つけ伝える。 

・動きや技能のこつを説明する。 

・動きや技能のよさを賞賛したり、こつを説明したりする。 

・学習の成果や課題をふりかえり、学習カードにまとめる。 

よい動きを見つけ、互いに認め合い、陸上に関する 

言葉をつかいながら教え合える。 

自己観察と他者観察を行い、それぞれの

動きの違いを比較して自主的に自己の課

題に取り組む。 

評
価
規
準 

 
・体を動か

す心地よさ
を感じる。 
 

 
・体を動か
すことが好

きになる。 
 
 

・進んで体
を動かそう
とする。 

 

 

【技
能
】 

 ・走の運動 

いろいろな方向に走ったり、低い障

害物を走り越えたりする。 

・跳の運動 

前方や上方に跳んだり、連続して跳

んだりする。 

 

 

・かけっこ、リレー 

調子よく走る。 

・小型ハードル走 

小型ハードルを調子よく走り越える。 

・幅跳び 

短い助走から踏み切って跳ぶ。 

・高跳び 

短い助走から踏み切って跳ぶ。 

・短距離走、リレー 

一定の距離を全力で走る 

・ハードル走 

ハードルをリズミカルに走り越える。 

・走り幅跳び 

リズミカルな助走から踏み切って跳ぶ。 

・走り高跳び 

リズミカルな助走から踏み切って跳ぶ。 

・短距離・リレー：なめらかな動きで速く走ることができる。 

・長距離：ペースを守り一定の距離を走ることができる。 

・ハードル走：リズミカルな走りから滑らかにハードルを越す

ことができる。 

・走り幅跳び：スピードに乗った助走から素早く踏み切って

とぶことができる。 

・走り高跳び：リズミカルな助走から力強く踏み切って大きな

動作で跳ぶことができる。 

・短距離走・リレー：中間走へのつなぎを滑らかにするな

どして速く走ること。 

・長距離：自己に適したペースを維持して走ること。 

・ハードル走：スピードを維持した走りからハードルを低く

越すこと。 

・走り幅跳び：スピードに乗った助走から力強く踏み切っ

てとぶことができる。 

・走り高跳び：リズミカルな助走から力強く踏み切り滑ら

かな空間動作で跳ぶことができる。 

【態
度
】 

 

・運動に進んで取り組み、きまりを守り

仲良く運動をする。 

・勝敗を受け入れる。 

・場の安全に気を付ける。 

・運動に進んで取り組み、きまりを守り仲良く運動をする。 

・勝敗を受け入れる。 

・場や用具の安全に気を付ける。 
 

・運動に進んで取り組み、約束を守り助け合って運動を

する。 

・場や用具の安全に気を配る。 
 

陸上競技に積極的に取り組むとともに、勝敗などを認め、

ルールやマナーを守ろうとすること、 

分担した役割を果たそうとすることなどや、健康・安全に気

を配ることができるようにする。 

陸上競技に自主的に取り組むとともに、勝敗などを冷静

に受け止め、ルールやマナーを大切にしようとすること、

自己の責任を果たそうとすることなどや、健康・安全を確

保することができるようにする。 

【知
識
、
思

考
・判
断
】 

・走ったり跳んだりする簡単な遊びを

工夫できるようにする。 

・自己の能力に適した課題をもち、動きを身に付けるための活動

や競争の仕方を工夫できるようにする。 

・自己の能力に適した課題の解決の仕方、競争や記録

への挑戦の仕方を工夫できるようにする。 

陸上競技の特性や成り立ち、技術の名称や行い方、関連

して高まる体力などを理解し、 

課題に応じた運動の取り組み方を工夫できるようにする。 

技術の名称や行い方、体力の高め方、運動観察の方法

などを理解し、自己の課題に応じた 

運動の取り組み方を工夫できるようにする。 

・クラウチングスタートから徐々に上体を起こしていき加速すること。 

・自己に合ったピッチとスライドで速く走ること。 

・ﾘﾚｰでは、前走者の渡す前の合図と、次走者のｽﾀｰﾄのﾀｲﾐﾝｸﾞを合わせて、バトンの受け渡しをすること。 

・腕に余分な力を入れないで、リラックスして走ること。 

・自己に合ったピッチとストライドで、上下動の少ない動きで走ること。 

・インターバルを３～５歩でリズミカルに走ること。 

・遠くからの踏み切り、勢いよくハードルを走り越すこと。 

・抜き足の膝を折りたたんで横に寝かせて前に運ぶなどの動作でハードルを越すこと。 

いろいろな形状の線上等を蛇

行して走ったり、まっすぐ走っ

たりする。 

相手に手のひらを向けてタッチ

をしたり、バトンを渡したり、受

けたりする。 

いろいろな走り出しの姿勢から、素早く走り始める。 

前後に腕を大きく振って走る。 

まっすぐ前を見て体を軽く前傾させて走る。 

テークオーバーゾーン内で、走りながらバトンパスをする。 

コーナーの内側に軽く体を傾けて走る。 

インターバルの距離や小型ハードルの高さに応じ

たいろいろなリズムで小型ハードルを走り越える。 

一定の間隔に並べられて小型ハードルを一定の 

リズムで走り越える。 

スタンディングスタートから、素早く走り始める。 

上体をリラックスさせて全力で走る。 

テークオーバーゾーンで減速の少ないバトンパス

をする 

第１ハードルを決めた足で踏み切って走り越える。 

ハードル上で上体を前傾させる。 

インターバルを３～５歩のリズムで走る。 

・自己に適した距離、または歩数の助走をすること。 

・踏切線に足を合わせて踏み切ること。 

・かがみ跳びなどの空間動作からの流れの中で着地すること。 

・リズムカルな助走から力強い踏み切りに移ること。 

・跳躍の頂点とバーの位置が合うように、自己に合った踏み切り位置で 踏み切ること。 

・脚と腕のタイミングを合わせて踏み切り、大きなはさみ動作で跳ぶこと。 

助走をつけて片足で踏み切って

前方や上方に 

跳ぶ。 

片足や両足で連続して前方や上

方に跳ぶ。 

３～５歩程度の短い助走から踏み切り足を決めて上

方に踏み切り、高く跳ぶ。 

５～１０ｍ程度の短い助走から踏み切り足を決

めて前方に踏み切り、遠くへ跳ぶ。 

リズミカルな助走をする。 

上体を起こして踏み切る。 

はさみ跳びで足から着地をする。 

 

リズミカルな助走をする。 

幅３０～４０ｃｍ程度の踏切ゾーンで踏み切る。 

かがみ跳びから両足で着地する。 

資料/低学年走.pdf
資料/中学年走.pdf
資料/小型ハードル.pdf
資料/小型ハードル.pdf
資料/高学年走.pdf
リンク資料/高学年リレー.pdf
資料/高学年走.pdf
リンク資料/高学年リレー.pdf
資料/高学年ハードル走.pdf
資料/ケンパー跳び遊び.pdf
資料/ゴムとび遊び.pdf
資料/幅跳び.pdf
資料/高跳び.pdf
資料/高学年幅跳び.pdf
資料/高学年高跳び.pdf


幼小中一貫カリキュラム 

 

 

南千里中学校ブロックのめざす子ども像 
「友だちや地域とともにのびゆく子 

～つながろう、やってみよう、ともに学ぼう～」 

中学校ブロック名 

吹田市立南千里中学校ブロック 
【体育・保健体育】（器械運動） 

 

系統・項
目／発達
段階 

幼稚園 小学校１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 中学校１年生 ２年生 ３年生 

就学前 Ⅰ期（１～５年生） 基礎基本の徹底 Ⅱ期（６・７年生）連続性を意識した指導 Ⅲ期（８・９年生）進路を見据えた指導 

めざす子

どもの姿 

体を動かすこ

とを楽しむ 

( 1 ) 簡単なきまりや活動を工夫して各種の運動を楽しくでき、

その基本的な動きを身に付け， 体力を養う。 

( 2 ) だれとでも仲よくし， 健康・安全に留意して意欲的に運

動をする。 

（１） 活動を工夫して各種の運動を楽しくでき，その基

本的な動きや技能を身に付け， 体力を養う。 

（２） 協力， 公正などの態度を持ち， 健康・安全に留

意し， 最後まで努力して運動をする。 

（１）活動を工夫して各種の運動の楽しさや喜びを味わうこ

とができ， その特性に応じた基本的な技能を身に付け， 

体力を高める。 

（２）協力， 公正などの態度を持ち，健康・安全に留意し，

自己の最善を尽くして運動をする。 

（１）運動の楽しさや喜びを味わうことができ、知識や技

能を身につけ、運動を豊かに実践することができる。

（２）協議や共同の経験を通して、公正に取り組み互い

に協力し、自己の役割を果たせる。 

（１）運動の楽しさや喜びを味わうとともに、

知識や技能を高め生涯にわたって運動を

実践することができる。 

（２）公正に取り組み、互いに協力し、自己

の責任を果たすとともに健康、安全を確保

して生涯にわたって運動に親しめる。 

学

習

領

域 

マットで遊ぶ 

・歩く 

・寝そべる 

・丸めたマットで遊

ぶ 

・転がって遊ぶ 

・ 動物になって 

など 

マットを使った運動遊び 

○ゆりかご   ○前転がり 

●後ろ転がり ○丸太転がり 

▽かえるの足打ち 

 

 

 

 

 

マットを使った運動遊び 

○真っ直ぐ転がる 

▽壁登り逆立ち ▽首倒立 

▲川跳び 

 

 

 

 

 

マット運動 

○前転 

●後転 

▽壁倒立 

 

 

 

 

 

マット運動 

○大きな前転 

▲腕立て横跳び越し 

▽頭倒立 

 

 

 

 

 

マット運動 

○開脚前転 

●開脚後転 

▽補助倒立 

 

 

 

 

 

マット運動 

○跳び前転 

▲側方倒立回転 

☆組み合わせ技 

 

 

 

 

 

マット運動 

○前転 ●後転 

○伸膝前転 

●伸膝後転 

○Y字バランス 

 

 

 

マット運動 

○倒立前転 

●後転倒立 

▲側方倒立回転 

 

 

 

 

マット運動 

○前方倒立回転 

▲ロンダート 

▽倒立ひねり 

 

 

 

 

鉄棒で遊ぶ 

・ぶら下がり 

・跳び上がり 

・足かけ回り 

・足抜き回り 

・前回り など 

 

鉄棒を使った運動遊び 

ぶら下がり  跳び上がり 

跳び下り   前回り下り 

 

 

 

 

 

 

 

鉄棒を使った運動遊び 

足抜き回り   地球回り 

膝掛け振動 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄棒運動 

○逆上がり 

●両膝掛け倒立下り 

 

 

 

 

 

 

 

鉄棒運動 

○後方かかえ込み回り 

△後方・前方片膝かけ回転 

 

 

 

 

 

 

鉄棒運動 

○後方支持回転 

△膝掛けふり上がり 

▲片足踏み越し下り 

 

 

 

 

 

 

鉄棒運動 

・前方支持回転 

●両膝掛け振動下り 

 

 

 

 

 

 

 

鉄棒運動 

○逆上がり 

△前方ひざかけ回転 

△前方ももかけ回転 

 

 

 

 

鉄棒運動 

・かかえこみ前方支持回

転 

・前方支持回転 

▲支持跳越し下り 

 

 

 

鉄棒運動 

△け上がり 

○伸膝前方支持回転 

△後方ももかけ回転 

 

 

 
 

巧技台で遊ぶ 

・渡ったり、越えた
り、登ったり、跳ん
だり、転がったりす

る遊び。 
・いろいろな種類を
組合わせたサーキ

ット遊び 

跳び箱を使った運動遊び 

踏み越し跳び  

○腕支持でのまたぎ乗り、

またぎ下り 

 

 

 

 

跳び箱を使った運動遊び 

両手をついての跳び乗り 

台上からの跳び下り 

○馬跳び 

 

 

 

 

跳び箱運動 

○開脚跳び 

 

跳び箱運動 

△台上前転 

跳び箱運動 

●かかえ込み跳び 

跳び箱運動 

▲首はね跳び 

跳び箱運動 

○開脚跳び 

●かかえ込み跳び 

●V字跳び越し 

 

 

 

跳び箱運動 

△台上前転 

△伸膝台上前転 

▲頭はね跳び 

 

 
 

 

跳び箱運動 

▲前方倒立回転跳び 

▲側方倒立回転跳び 

 

 

 

 
 

固定遊具で遊ぶ 

・滑り台 
・ブランコ 
・ジャングルジム 

・登り棒 
・雲梯など 

固定施設を使った運動遊び 

・渡り歩き ・登り下り 

・懸垂移行 ・跳び下り 

 

 

固定施設を使った運動遊び 

・逆さ姿勢 ・登り下り 

・懸垂移行 

 

 

    平均台運動 

○前歩き 

○前方ツーステップ 

●伸身跳び 

平均台運動 

○開脚跳び上がり 

△片足ターン 

△V字ポーズ 

平均台運動 

○片足踏み切り 

●前方開脚跳び 

▲かかえ込み跳び下り 

言
語
活
動 

・動きの様子を言葉で

伝える。 

・体のいろいろな部分

の名称を使って説明す

る。 

・友だちと励まし合って練習やゲームをする。 
・動きの感じを伝える。 

・動きや技能のよさを見つけ伝える。 
・動きや技能のこつを説明する。 
 

・動きや技能のよさを賞賛したり、こつを説明したりする。 
・学習の成果や課題をふりかえり、学習カードにまとめる。 

・よい動きを見つけ、互い
に認め合い、教え合う。 

・自己観察と他者観察を活用
し、動きの違いを比較して課
題を明確にする。 

・話し合いやビデオなどから自己の
課題を明確にし、知識を実践的に
活用する。 

評
価
規
準 

 

・体を動かす
心地よさを感
じる。 

 
・体を動かす
ことが好きに

なる。 
 
・進んで体を

動かそうとす
る。 
 

・遊具や用具
を安全な扱い
方が分かる。 

【技
能
】 

 ・固定施設：登り下りや懸垂移行、渡り歩きや跳び下り 

・マット ：いろいろな方向への転がり、手で支えての体の保持や回転 
・鉄 棒 ：支持しての上がり下り、ぶら下がりや優しい回転 
・跳び箱：跳び乗りや跳び下り、手を着いてのまたぎ乗りや跳び乗り 

・マット：  基礎的な回転技や倒立技 

・鉄 棒： 基本的な上がり技や支持回転技、下り技 
・跳び箱：基本的な支持跳び越し技 
 

 

・マット：基本的な回転技や倒立技を安定して行うとともに、発展技

を行ったり、繰り返したり組み合わせたりする。 
・鉄棒：基本的な上がり技や支持回転技、下り技を安定して行うと 
ともに、発展技を行ったり、繰り返したり組み合わせたりする。 

・跳び箱：基本的な支持跳び越し技技を安定して行うとともに、 
発展技を行う。 

・マット：回転系や技巧系の基本的な技を滑らかに行うこと、条件を変えた技、発展技を行うこと、それ
らを組み合わせること。 
・鉄棒：支持系や懸垂系の基本的な技を滑らかに行うこと、条件を変えた技、発展技を行うこと、それ
らを組み合わせること。 
・跳び箱：切り返し系や回転系の基本的な技を滑らかに行うこと、条件を変えた技、発展技を行うこ
と。 
・平均台：たいそう系やバランス系の基本的な技を滑らかに行うこと、条件を変えた技、発展技を行う
こと、それらを組み合わせること。 

【態
度
】 

 

・運動遊びに進んで取り組む 

・順番やきまりを守り、友達と仲良く運動をする。 
・準備や片付けを、友達と一緒にする。 
・器械・器具の使い方や置き方などの場の安全に気を付ける。 

 

・運動に進んで取り組む 

・きまりを守り友達と励まし合って運動 
・順位や片付けを友達と一緒にする。 
・場の危険を取り除いたり、器械・器具の安全を確かめたりす

る 

・運動に進んで取り組む 

・約束を守り、友達と助け合って技の練習をする。 
・準備や片付けで、分担された役割を果たす。 
・場の危険物を取り除いたり、器械・器具の安全に気を配ったりす

る。 

・器械運動に積極的に取り組むとともに、よい演技を認めようとすること、分担した役割を果たそうと

することなどや、健康・安全に気を配ることができるようにする。 
健康や安全面について自主的に考えて行動している 

 

【思
考
】 

 

・固定施設や、器械・器具を使った運動遊びの行い方を知り、楽しく遊

ぶことができる場や遊び方を選ぶ。 
・器械・器具を使っての運動遊びの動き方を知り、友達のよい動きを見
つける。 

・基本的な技の練習の仕方を知り、自分の力に応じた練習方

法や場を選ぶ。 
・基本的な技の動き方や技のポイントを知り、自分の力にあっ
た課題を選ぶ。 

・課題の解決の仕方を知り、自分の課題に応じた練習の場や段階

を選ぶ 
・技をつなぐ方法を知り、自分の力に合った技を組み合わせる。 

・器械運動の特性や成り立ち、技の名称や行い方、関連して高まる体力などを理解し、課題に応じ

た運動の取り組み方を工夫できようにする。 
・自己の技能・体力の程度に応じて、目指す技や技の組み合わせ方を見つけている。 

いろいろな方向への転がり、壁を

使っての逆立ちなどを多様に行

い、「回転」「腕支持」「逆さ」

の基本的な動きを身に付ける。 

「頭→背中→腰」を順次接触させ回転する 

「足→手（頭）→手」の順でマットにつき簡単な倒

立技ができる。 

 

これまでできるようになった技を繰り返したり, 

組み合わせたりすることができる。 

これまでに身につけた技をより美しく表現すること

ができる。 

動きの中にも力強さが表れている。 

より大きな動きで、技

を表現することができ

る。 

○前転グループ 
●後転グループ 
▽倒立グループ 
▲倒立回転グループ 

○後方回転グループ 
●両膝掛けグループ 
△膝掛け回転グループ 

・前方回転グループ 
▲下り技グループ 

鉄棒ビンゴ 

 

ぶら下がる、腕支持をす

る、回る動きを身に付ける 

肩（脇）の角度を狭める動

きを身に付ける。 

 

鉄棒や登り棒を使って回転する動きや上がり技・ 

下がり技を身に付ける。 

 

鉄棒ビンゴ 

 

上がり技 →支持回転技 →下がり技の組み合わ

せができるようになる。 

 

それぞれの技群で大きな動きを取り入れなが

ら、より美しく演技できる。 

姿勢を維持しながら回

転運動ができる。肩角減

少動作ができる。 

「両足で踏み切り」「手を開いて
腕支持」「両足で着地」といった
基礎的な動きを身に付ける。 

○切り返し開脚グループ 
●切り返し閉脚グループ 
△回転グループ 
▲回転跳びグループ 

踏み切り・着手・体重移動・着地の動きを身に 

付ける。 

マットカード 
鉄棒カード 
跳び箱カード 

 

 

発展技に取り組んだり、これまでできるようになっ

た技を組み合わせたりすることができる。 

技の発展とともに高さへのチャレンジができる。高

さのあるジャンプからの着地ができる。 

跳び箱上での逆さ感

覚、腕支持感覚、平衡

感覚を身につける。 

腕支持、逆さ、高さの感覚を身に付ける。 

肩（脇）の角度を狭める動きを身に付ける。 平衡感覚を身につける。 

バランスを取りながら移動することが

できる。 

バランスを取りながら空

中動作ができる。 

資料/ゆりかご.pdf
リンク資料/低学年器械.pdf
リンク資料/壁倒立.pdf
リンク資料/低学年マット首倒立.pdf
リンク資料/低学年マット川とびこし.pdf
資料/中学年マット前転.pdf
資料/中学年マット後転.pdf
資料/壁倒立.pdf
資料/中学年マット.pdf
資料/中学年マット前転.pdf
資料/腕立て横とびこし.pdf
資料/中学年マット頭倒立.pdf
資料/高学年マット.pdf
資料/高学年マット.pdf
/資料/高学年マット.pdf
資料/高学年マット.pdf
リンク資料/ちきゅうまわり.pdf
資料/中学年鉄棒.pdf
資料/高学年鉄棒後方支持回転.pdf
資料/高学年鉄棒ひざかけふりあがり.pdf
資料/高学年鉄棒片足踏み越し下り.pdf
資料/高学年鉄棒前方支持回転.pdf
資料/高学年鉄棒りょうひざかけ振動おり.pdf
資料/低学年跳び箱またぎこし.pdf
資料/低学年跳び箱飛び乗り下り.pdf
資料/低学年跳び箱飛び乗り下り.pdf
資料/中学年跳び箱開脚とび.pdf
資料/中学年跳び箱台上前転.pdf
資料/高学年跳び箱かかえこみとび.pdf
資料/高学年跳び箱くびはねとび.pdf
資料/器械運動（跳び箱）指導計画.pdf
リンク資料/器械運動（跳び箱）指導計画.pdf
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資料/低学年遊具.pdf
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資料/中学年マットカード.pdf
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幼小中一貫カリキュラム 

 

 

南千里中学校ブロックのめざす子ども像 
「友だちや地域とともにのびゆく子 

～つながろう、やってみよう、ともに学ぼう～」 
中学校ブロック名 

吹田市立南千里中学校ブロック 
【体育・保健体育】（ボール運動ネット型・ベースボール型） 

 

系統・項
目／発達
段階 

幼稚園 小学校１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 中学校１年生 ２年生 ３年生 

就学前 Ⅰ期（１～５年生） 基礎基本の徹底 Ⅱ期（６・７年生）連続性を意識した指導 Ⅲ期（８・９年生）進路を見据えた指導 

めざす
子ども
の姿 

   (1) 活動を工夫して各種の運動を楽しくでき、その基本的な動き

や技能を身に付け、体力を養う。 

(2) 協力、公正などの態度を持ち、健康・安全に留意し、最後まで

努力して運動をする。 

(1) 活動を工夫して各種の運動の楽しさや喜びを味わうことができ、

その特性に応じた基本的な技能を身に付け、体力を高める。 

(2) 協力、公正などの態度を持ち、健康・安全に留意し、自己の最

善を尽くして運動をする。 

種目に対して、前向きに取り組

む姿勢を持っている。 

仲間の実技を見て、自分の実技の参考にしようとしている。 

お互いに教え合う姿が身についている。 

学

習

領

域 

ネット型   キャッチバレーボール 
１.お名前キャッチ 

円の中心で真上にボールを投げ上げ、名前を呼んで出る。呼

ばれた人は落とさないように落下点でキャッチ。 

２．ネットパス 

ネットを挟んで味方同士パス。 

→１，２とも制限時間内に落とさず何回つなげるか。 

３．キャッチバレーボール 

３対３の時間制。ネットを挟んでボールを投げ入れ、相手コート

の床に落ちたら得点。自陣内での触球は 3回まで。相手からの

ボールや味方のつなぎもすべてキャッチして投げてよい。 

【発展】相手に返すときだけアタックにする。 

ソフトバレーボール 
１．ドドンパアタック 

「ドドン」と踏み込んで跳び「パ」で打つ。ネット際でセッターは下

手で投げ上げる。 

２．ワンツーアタック 

ペアでパスをつなぎ、セッターの位置に走り込んで投げ上げた

り、助走から踏み込んでアタックを打ったりする。 

３．ソフトバレーボール 

ネットを挟んでボールを打ち込み、相手コートの床に落ちたら得

点。自陣内での触球は 3 回まで。そのうち 1 回だけキャッチが認

められる。他ははじくまたは打つ。 

 【発展】キャッチなしですべてはじく。 

バレーボール 
１．個人ドリル、ペアドリル 

オーバーパス、アンダーパス、ランニングパス、サーブ、スパイクなど 

二人一組などで基本的な技術の向上を目的とする内容 

２．タスクゲーム 

円陣パス、バドミントンコートを利用したミニゲームなど少人数での活動を通してコミュニケー

ション能力の向上やチームワークを高める力、集団の技術的、戦術的能力を高めることを目

的とした内容 

３．メインゲーム 

バレーボールコートを利用したゲームなどソフトバレーボールやレクリエーションボールを使

用することでボールの落下速度が遅くなり、ボールコントロールが容易になる。ラリーを続け

ることで運動量や、技術の向上を確保する。 

 

ベースボー

ル型 

  チョイスボール 
１．かっとばし 

味方の投げた球をラケットで打つ。 

２．ならびっこ 

攻撃がボールをラケットで打ち（投げ・蹴りも可）、コーンを折り

返してホームに戻ったら「ゲット」。守備が捕球し、2 つあるアウト

ゾーンのいずれかに全員で集まって座ったら「アウト」。早いほう

に得点が入る。攻撃の折り返しコーンを遠近 2 つにし、遠い方

で成功したら 2点。 

３．チョイスボール 

1～3 塁とホームの 4 つのベースを置き、一つ踏むごとに 1 点。

守備は 2つのアウトゾーンのいずれかにボールを含む 3人が入

ってアウトコールをする。アウトコール時にベースに入っていな

ければ 0点。 

【発展】アウトゾーンを各塁にする。アウトにしたい塁でコールす

る。 

ベースボール 

１．かっとばし 

味方の投げた球をバットで打つ。 

２．ボール送りゲーム 

一人がホームからボールを投げてベースランニング 1 周。その間

に球を捕って 1塁から順にホームまで送球する。 

３．ベースボール 

味方が投げたボールを打って攻撃、ホームベースで 1 点。守備

は、アウトにしたいベースでアウトコール。（3 人～1 人へと減らし

ていく）。走者は一つの塁に３人まで入ってよい。 

【発展】一つの塁には一人だけにする。 

ソフトボール 
１．キャッチボール 

１対１でのゴロ捕球やフライ捕球、ボールの投げ方やキャッチングの技術練習。 

トスバッティングによるミート練習。 

３人から４人で１組となりにゴロで打ち返す。 

２．三角ベースでのゲーム 

ピッチャーなしでコーンやバッティングティーなどを利用してボールを打って走者を進める。

人数やルールを変更しておこなう。 

３．ゲーム 

フォアボールや盗塁をなくす。 

相手ピッチャーの投げたボールを打つ。 

スリーアウトで攻守交替する。 

 

 

 

言
語

活
動 

   
・動きや技能のよさを見つけ伝えることができる。 

・動きや技能のこつを説明できる。 

・規則を工夫したり、ゲームに応じた簡単な作戦を立てたりできる。 

・動きや技能のよさを賞賛したり、課題にあった助言をしたりできる。 

・動きや技能のこつを説明し、よりよい動きを共有できる。 

・自分たちの動きや相手チームの動きを説明し、仲間にわかりやすく動きを

伝えることができる。 

・動きや技能のよさを賞賛したり、課題にあった助言をしたりできる。 

・動きや技能のこつを説明し、よりよい動きを共有できる。 

・自分たちの動きや相手チームの動きを説明し、仲間にわかり易く動きを伝えることができる。 

評
価
規
準 

 【技
能
】 

  

 

 

・ボールを片手や両手ではじいて自陣の臣方にパスしたり、相手コートに

返したりして、ラリーの続くゲームをする。 

・自陣から相手コートに向かって、相手がとりにくいようなボールを返す 

・ボールを打つなどによる攻撃や捕る・投げるなどによる守備をする。 

・連係プレーによる攻撃が成り立つようにすばやく場所を移動したりして、ネ

ットをはさんだゲームをする。 

・相手がとりにくいようなボールを打ち返す。 

・得点を捕るための出塁と進塁ができ、チームとして守備の隊形をとってアウ

トにする動きができる。 

・ボールコントロールの技術や正しいフォームが身についている。 

・チームで協力して役割分担をすることができる。 

・得点、審判などを公正にすることができる。 

 

【態
度
】 

 

 ・運動に進んで取り組む 

・きまりを守り友達と励まし合って練習やゲームをしたり、ゲームの勝敗の結

果を受け入れたりする。 

・準備や片付けを友達と一緒にする。 

・場の危険を取り除いたり、用具の安全を確かめたりする 

・ゲームに進んで取り組む 

・ルールやマナーを守り、友達と助け合って練習やゲームをする。 

・準備や片付けで、分担された役割を果たす。 

・場の危険物を取り除いたり、場を整備したりするとともに、場の安全に気を

配る 

・ひとつひとつの説明に対してしっかりと耳を傾けている。 

・与えられた課題に対して積極的に取り組んでいる。 

・自分の課題に対して積極的に取り組んでいる 

・準備や、後片付けに積極的に参加している。 

【思
考
】 

 

 ・ゲームの行い方を知り、楽しくゲームを行うことができるプレーヤーの数や

コートのつくり、プレー上の制限、得点の仕方、ゲームや練習をするとき

の規則などを選ぶ。 

・ネット型やベースボール型の特徴に合った攻め方を知り、簡単な作戦を

立てる 

・ゲームの行い方を知り、プレーヤーの数、コートの広さ、プレー上の制限、

得点の仕方などのルールを選ぶ。 

・チームの特徴に応じた攻め方を知り、自分のチームの特徴に応じた作戦を

立てる。 

・各競技の用語を理解している。 

・各競技の基本的なルールを理解している。 

・ボールの落下点に入って捕ったり、ネット越し

に投げたり打ったりできる。 

・２つ目のつなぎはネット際にすることがわかる。 

・タイミングよく踏み込んで、ネットの上からアタックを打つこと

ができる。 

・つなぎを意識して移動することができる。 

（キャッチありの場合） 

・どこでキャッチを使って確実につなぐか考える。 

・守備を見て走塁するか判断できる。 

・守備を見ての走塁判断や、走者を見てアウトを取る場

所の判断ができる。 

・バットを振り抜いて易しい球を打つことができる。 

・狙ったところにボールをコントロールすることができる。 

・戦術的な作戦を立て試合に臨み、作戦の改善ができる。 

・３段攻撃ができるようになる。 

・投げる、打つなどの基本的な技術をみにつける。 

・ルールを理解し試合を行うことができる。 

・打球を判断して、適切な送球や走塁ができる。 

資料/中学年ナンバリングパス.pdf
資料/中学年ネットゲーム.pdf
資料/高学年ワンツーアタック.pdf
資料/高学年ソフトバレー.pdf
資料/中学年ベースボール型.pdf


幼小中一貫カリキュラム 

【体育・保健体育】（ボール運動・ゴール型）
南千里中学校ブロックのめざす子ども像 

「友だちや地域とともにのびゆく子 

～つながろう、やってみよう、ともに学ぼう～」 

中学校ブロック名 

吹田市立南千里中学校ブロック 

 

系統・項
目／発達
段階 

幼稚園 小学校１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 中学校１年生 ２年生 ３年生 

就学前 Ⅰ期（１～５年生） 基礎基本の徹底 Ⅱ期（６・７年生）連続性を意識した指導 Ⅲ期（８・９年生）進路を見据えた指導 

めざす
子ども
の姿 

(1) 体を動かすこと
を楽しむ。 

(2) 簡単なルールを
守って遊ぶこと
を楽しむ 

( 1 ) 簡単なきまりや活動を工夫して各種の運動を楽しくでき，

その基本的な動きを身に付け， 体力を養う。 

( 2 ) だれとでも仲よくし， 健康・安全に留意して意欲的に 

運動をする 

(1) 活動を工夫して各種の運動を楽しくでき，その 

基本的な動きや技能を身に付け， 体力を養う。 

(2) 協力， 公正などの態度を持ち， 健康・安全に 

留意し， 最後まで努力して運動をする。 

(1) 活動を工夫して各種の運動の楽しさや喜びを味わうことができ， 

その特性に応じた基本的な技能を身に付け， 体力を高める。 

(2) 協力， 公正などの態度を持ち，健康・安全に留意し， 

自己の最善を尽くして運動をする。 

種目に対して、前向き

に取り組む姿勢を持っ

ている。 

（１）仲間の実技を見て、自分の実技の参考にしよう

としている。 

（２）お互いに学び合う姿が身についている。 

学

習

領

域 

飛ばして遊ぶ 

・紙飛行機 

・自然物（どんぐりなど

の木の実） 

 

投げて遊ぶ 

・新聞紙などを丸めた

手作りボール 

・泥団子・雪を丸めて 

 

ついて遊ぶ 

・風船・羽根つき 

 

ボールで遊ぶ 

・乗る、降りる 

・体の周りを回す 

・転がす・つく・投げる 

・蹴る・受け止める 

 

ゲームをする 

・玉入れ・的当て、的入

れ・なか当て・ドッジボ

ール 

 

いろいろな鬼ごっこ 

・先生や友達と一緒 

・高鬼・色鬼・増え鬼・

手つなぎ鬼・しっぽと

り・島鬼・氷鬼・けいど

ろ・わらべうたによる鬼

ごっこ・自分たちでルー

ルを考える 

ボール遊び 
○いろいろなボールを投げたり、ついたり、捕ったりしながら 

行う的当て遊びやキャッチボール 

ボール投げゲーム 
○ボールを転がしたり、投げたりする的当てゲーム 

○的当てゲームの発展したシュートゲーム 

○ボールを転がしたり、投げたりするドッジボール 

○ボールが飛んだり、転がったりするコースに入る。 

 

 

  

 

 

 

 

ポートボール 

ハンドボール 
１、シュートゲーム・パスゲーム・ドリブルゲームなど 

個人の技能を高めることをねらいとしたミニゲーム 

攻守が交わらず一定の時間内で行う 

２、攻撃側の人数が多いゲーム 

例：２対０ → ２対１ → ３対２ 

  ボール保持者と自分の間に守備者がいないように

ことをねらいとした、集団の技術的、戦術的能力を

高めるミニゲーム 

３、攻守同数のゲーム（４対４程度） 

 あるいは攻撃側の人数が多いゲーム 

※１→２→３の流れで４５分の授業を組み立てる 

 

バスケットボール 

ハンドボール 

１、シュートゲーム・パスゲーム・ドリブルゲームなど 

 個人の技能を高めることをねらいとしたミニゲーム 

２、攻撃側の人数が多いゲーム 

例：２対０ → ２対１ → ３対２ 

空いているスペースを見つけ、動くことをねらいとした、 

集団の技術的、戦術的能力を高めるミニゲーム 

３、攻守同数のゲーム（５対５） 

※１→２→３の流れで４５分の授業を組み立てる 

バスケットボール 
１、個人ドリル・ペア練習 

個人の技能を高めることをねらいとしたドリル 

２、タスクゲーム 

例）２ＶＳ１、２ＶＳ２、３ＶＳ２、３ＶＳ３ 

空いているスペースを見つけ、動くことをねらいとした、集団の技術、戦術的

能力を 

 高めるミニゲーム  

３、メインゲーム 

＜内容＞５ＶＳ５ 

※ルールの緩和が必要な場合もある。 

     トラベリングルールの緩和 

     ３秒、８秒、２４秒ルールの緩和 

     コートの工夫（生徒の実態に合わせて小さいコートにする） 

 ＜メインゲームで身に付けたい力＞ 

 鬼遊び 
○相手にタッチされたり、自分のマーク（タグやフラッグ）を 

取られたりしないように逃げたり、かわしたりする。 

○相手のいない場所に移動したり、駆け込んだりする。 

○２、３人で連携し、相手（鬼）をかわしたり、走り抜けたりする 

○逃げる相手を追いかけてタッチしたり、マーク（タグやフラッ

グ）を取ったりする。 

言
語 

活
動 

・友達とルールやどうし

たら勝てるのかなどを

話し合う。・体のいろい

ろな部分の名称を使っ

て説明する。 

・友達と励まし合って練習やゲームをする 

・動きや技能のこつを伝えることができる。 
 

・動きや技能のよさを見つけ伝えることができる。 

・動きや技能のこつを説明できる。 

・規則を工夫したり，ゲームに応じた簡単な作戦を立て

たりできる。 

・動きや技能のよさを賞賛したり、課題にあった助言をしたりできる。 

・動きや技能のこつを説明し、よりよい動きを共有できる。 

・自分達の動きや相手チームの動きを説明し，仲間に分かり易く動

きを伝えることができる。 

・話し合いの中で積極的に意見を述べる。 

・話し合いの中での役割を果たそうとする。 

・話し合いの中でバスケットボールに関する言葉をつかう。 

・自己観察と他者観察を行い、それぞれの動きの違いを比較して自主的に自

己の課題に取り組む。 

評
価
規
準 

 
・体を動かす

心地よさを感
じる。 
 

・体を動かす
ことが好きに
なる。 

 
・進んで体を
動かそうとす

る。 
 
・ルールを守

り、友達と一
緒に楽しむ。 

【技
能
】 

 ・簡単なボール操作やボールを持たないときの動きによって、

的に当てるゲームや攻めと守りのあるゲームをする。 

 
 

・コート内で攻守入り交じって、ボールを手で操作した

り、空いている場所に素早く動いたりしてゲームをす

る。 

・ゴールにシュートする。 

 

・投げる、受ける、運ぶといったボール操作をしたり、ボールを保持 

する人からボールを受けることのできる場所に動いたりして、攻守 

入り交じったゲームができるようにする。 

・攻撃側にとって易しい状況の中で、チームの作戦に基づいた位置 

取りやボール操作によって得点できるようにする。 

○ドリブル ・ボールを自分の思ったところに運ぶことができる。 

・前だけではなく、右や左、後ろにもボールを運ぶことができる。 

 ・ドリブルをしながらフェイントが入れられる。 

・ピボットができる（ボールをキープする） 

○パス   ・狙った場所にボールをパスすることができる。 

・動きながらパスを出すことができる 

○シュート ・セットシュートが打てる 

       ・ドリブルからレイアップシュートが打てる 

【態
度
】 

 

・運動遊びに進んで取り組む 

・順番やきまりを守り、友達と仲良く運動をする。 

・準備や片付けを、友達と一緒にする。 

・危険物がないか、ゲームをする場が十分あるかなどの場の 

安全に気を付ける。 

 

・運動に進んで取り組む 

・きまりを守り友達と励まし合って練習やゲームをした

り、ゲームの勝敗の結果を受け入れたりする。 

・準備や片付けを友達と一緒にする。 

・場の危険を取り除いたり、用具の安全を確かめたりす

る 

・ゲームに進んで取り組む 

・ルールやマナーを守り、友達と助け合って練習やゲームをする。 

・準備や片付けで、分担された役割を果たす。 

・場の危険物を取り除いたり、場を整備したりするとともに、場の安全

に気を配る。 

・ひとつひとつの説明に対してしっかりと耳を傾けている。 

・与えられた課題に対して積極的に取り組んでいる。 

・自分の課題に対してワークシートを使って、考えを整理しながら取り組んでい

る。 

・わからない仲間に対して、声をかけてアドバイスができる。 

・わからない内容に関して、教師または、友人に質問ができる。 

・準備や、後片付けに積極的に参加している。安全にも留意している。 

【思
考
】 

 

・ゲームの行い方を知り、楽しくゲームができる場や得点の方

法などの規則を学ぶ。 

・ボールゲームの動き方を知り、攻め方を見つける。 

・ゲームの行い方を知り、楽しくゲームを行うことができ

るプレーヤーの数やコートのつくり、プレー上の制

限、得点の仕方、ゲームや練習をするときの規則など

を選ぶ。 

・ゴール型の特徴に合った攻め方を知り、簡単な作戦

を立てる。 

・ゲームの行い方を知り、プレーヤーの数、コートの広さ、プレー 

上の制限、得点の仕方などのルールを選ぶ。 

・チームの特徴に応じた攻め方を知り、自分のチームの特徴に 

応じた作戦を立てる。 

知識 ・バスケットボールの用語を理解している。 

・バスケットボールの基本的なルールを理解している。 

思考・判断・自己やチームの課題を見付けること。 

・提供された練習方法から，自己やチームの課題に応じた練習方法を選

ぶこと。 

・ボール操作 

近くにいるフリーの味方にパスをする。 

相手に取られない位置でドリブルをする。 

・ボールを受けるための動き 

ボール保持者と自分の間に守備者を入れないようにする。 

得点しやすい位置に移動し、パスを受けてシュートをする。 

・守り 

ボールを保持者とゴールの間に体を入れて、相手の得点を 

防ぐ。 

・基本的なボール操作 

  ボールを持った時にゴールに体を向ける。 

味方にパスを出す。 

・ボールを持たないときの動き 

  ボール保持者と自分の間に守備者がいない 

ように移動する。 

 

・簡単なボール操作 

大小、弾む・弾まないなどいろいろなボールで「つく」 

「転がす」「投げる」「当てる」「捕る」「止める」などの 

ボール操作をする。 

・ボールを持たないときの動き 

 ボール操作ができる位置に動く。 

・一定の区域で、逃げる、追いかける、陣地を取り合う 

などをする。 

・ボール操作と空間に走りこむなどの動きによってゴール前での攻防を展

開すること。 

・フェアプレイを守ろうとすること、分担した役割を果たそうとすること。作戦

などの話し合いに参加しようとすること。 

・バスケットボールに関する言葉を使って取り組もうとすること。 

・自己やチームの課題を見つけることができる。 

資料/低学年ボール遊び.pdf
資料/低学年ボールゲーム.pdf
資料/中学年ポートボール.pdf
資料/中学年ハンドボール.pdf
資料/高学年バスケット.pdf
資料/高学年ハンドボール.pdf
リンク資料/高学年バスケットシュートゲーム.pdf
資料/高学年バスケット２－１.pdf
資料/中学校バスケットボール授業計画.pdf
資料/低学年鬼遊び.pdf


幼小中一貫カリキュラム 

 

 

中学校ブロック名 

吹田市立南千里中学校ブロック 
南千里中学校ブロックのめざす子ども像 

「友だちや地域とともにのびゆく子 

～つながろう、やってみよう、ともに学ぼう～」 【  食 育  】 

 

系統・項目
／発達段階 

幼稚園 小学校１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 中学校１年生 ２年生 ３年生 

就学前 Ⅰ期（１～５年生） 基礎基本の徹底 Ⅱ期（６・７年生）連続性を意識した指導 Ⅲ期（８・９年生）進路を見据えた指導 

めざす子
どもの姿 

・思いきり体を動か
し、空腹を感じら

れる子 
・友達や先生と一緒
に楽しく食べる子 

・様々な食べ物や身
近な食材に関心を
もつ子 

・食べ物を大切にし、
食べることに感謝
の気持ちをもつ子 

給食を残さず食べて感謝の気持ち

を表す子 

食べものができるまでに

関心を持ち生産者や自然

の恵みに感謝して食べる

ことができる子 

朝ごはんの大切さがわか

る子 

おやつの正しいとり方が

わかる子 

地域の産物に興味をもち、日

常の食事を関連づけて考え

ることができる子 

１食分の食事の形がわかる

子 

日常食の調理・管理ができる ・自分や家族の食生活をよりよくすることに関心を持ち、課

題を見つけ、その課題に対しての解決策を考え、実践するこ

とができる 

・題に気づき、課題解決に向け、計画を立て実践し、評価・

改善することができる 

・自立した食生活を営むことができる 

・食事を通して、望ましい人間関係や豊かな心を育てる 

・協調性・社会性を養う 

学

習

領

域 

・いろいろな遊びの

中で十分に体を動

かす。 

・食事のマナーを守

って先生や友達と

楽しく食べる。 

・食事前の手洗い・

うがい、食後の歯

磨き、あいさつの

習慣を身に付け

る。 

・野菜を育てたり、

収穫したものを使

って会食したりす

る。 

・いろいろな食べ物

が体に必要なこと

を知り、バランス

よく食べる。 

・食事や食べ物にか

かわる人に感謝の

気持ちをもつ。 

・季節の行事にかか

わる食べ物や献立

に興味をもった

り、食べたりする。 

家

庭

科

・

食

育

等 

 

 

「食生活学習教材」 

・栄養三色を知る 

・食事のマナーについ

て知る 

※教材１年 

 

 

「食生活学習教材」 

・野菜のどの部分を食べる

のかを知る。 

・栄養三色 を知る。 

正しいお箸の使い方を知

る 

※教材２年 

 

 

「食生活学習教材」 

・朝ごはんの大切さを知

る。 

・簡単な朝ごはんを用意す

る。 

・栄養三色を知る。 

※教材３年 

 

 

「食生活学習教材」 

・おやつの時間と量を考え

る。 

・栄養三色 

※教材４年 

 

 

「家庭科」 

見つめよう家庭生活 

栄養三色と五大栄養素を知

る。 

※教材５年 

 

 

「家庭科」 

まかせてね今日の食事 

・栄養のバランス、食事の働

きを考える。 

「食生活学習教材」 

１食分の食事を考える。 

※教材６年 

「家庭分野」（食生活と自立） 

（１）食生活と栄養 

・食事の役割 

・栄養素の種類と働き 

（２）献立作りと食品の選択 

・食品に含まれる栄養素 

・一日分の献立を考える 

・食品の選び方 

・バランスのとれた食生活 

 

（３）調理と地域の食文化 

・基礎的調理、食品や調理用具

等の適切な管理 

・地域の食材、地域の食文化 

・食生活の課題と実践 

 

（身近な消費生活と環境） 

（１）消費生活との関わり 

 

 

 

 

「技術分野」 

・生物の育成 

理

科

・

生

活

科

・

社

会

科 

「生活」 

学校の１日を知る 

・給食や給食室のこと

を知る。 

 

「生活」 

野菜を育て、観察する 

・収穫した野菜を、料理し

て食べる。 

 

「理科」 

・植物の育ち 

「社会」 

見直そうわたしたちの買

い物 

・品物はどこから 

・昔の食事について知る 

「理科」 

・季節と生物 

 

 

「理科」 

・植物の発芽成長結実 

「社会」 

食料について考える。 

・日本の農業、水産業を考え

る。 

（フードマイレージ・自給

率、米など） 

「理科」 

・人の体のつくりと働き 

・植物の養分と水の通り道 

「理科」 

・身近な食物の観察 

「社会」 

・農業と漁業の特色と課題 

・気候と地形に応じた農業 

・自然環境を生かした農業・

漁業 

・気候に応じた食文化 

・世界の多様化した食生活 

 「社会」 

・かしこい消費生活 

保
健
・
総
合 

特

活

 

   「保健」 

よりよく育つための生活 

・おやつの食べ方を考える 

「総合」 

米を育て収穫する。 

「保健」 

生活習慣病の予防 

・栄養の偏りのない食事をす

る。 

  「保健」 

健康な生活と病気の予防 

・食生活と健康 

・生活習慣病の予防 

そ

の

他

 

「環境副読本」 

たべものとかんきょう 

・たべものはどこからきているのかな 

・たべものってなんだろう 

・なにからできているのかな 

 

「環境副読本」 

食べ物とかんきょう 

・かんきょうにやさしい給食室 

・給食の食べ残しはゴミ？ 

・わたしたちにできること 

・「有機栽培」ってなあに？ 

・「旬」ってなあに？ 

「環境副読本」 

食べ物と環境 

・体と環境にやさしい給食 

・捨てられている食料 

・食品にひそむ問題 

・食生活を見直してみましょう 

・環境や安全に配慮した食べ物 

＜道徳＞ 

・主として自分自身に関すること（１－（１）） 

・主として手段や社会とのかかわりに関すること（4－（8）（９）） 

＜総合＞ 

＜特別活動＞・学級活動・生徒会活動 

言

語

活

動 

・食事の時のあいさつをする。 

・食べた時に感じたり、考えた

りしたことを自分なりに言葉

で表現する。 
 

「いただきます」 

「ごちそうさま」の 

食事のあいさつをかわ

す。 

 

野菜を育て観察する。 

収穫した野菜について感

想を伝え合う。 

昔の食事を調べ、交流す

る。 

おやつの時間と量につい

て調べ交流する。 

 

食料について調べ、説明し、

伝え合う。 

献立を話し合って考える。 

協力しあって一食作る。 

・日常食を作り、その計画や

調理過程を自分の言葉で相

手に伝え、意見交流を行う 

・食品選択の基準を持ち、その

基準を伝え合い整理・考察す

る。 

自分の食生活に着目し課

題を見つけ、その解決策を

調べ、考えを伝え合う 

・文章に残す 

・意見を交流する 

評

価

規

準 

・いろいろな食べ物に関心をも

ち、みんなで楽しく食べる 

・食事の際に必要な態度や習慣

を身に付ける。 

・給食の準備、後片付

けができる。 

・すききらいなく、食

べようとする。 

・野菜を洗って、切ること

ができる。 

・自分で栄養を考えた簡単

な朝ごはんを用意でき

る。 

・自分でおやつを用意する

ことができる。 

（果物などを切るなど工

夫することができる。） 

・茹で野菜、茹で卵を作るこ

とができる。 

・栄養を考えて１食作ること

ができる。 

・日常食の献立と食品の選び

方について理解し、基礎的・

基本的な知識・技術を身につ

けている 

・中学生の食生活と栄養についての課題を見つけ、その解決

を目指すことができる。 

実践的・体験的な学習活動を通して、課題をもって生活をよりよくしようとする能力と態度を育てる。 

家庭への働きかけ：家族で食事の挨拶、買い物・食事作りの手伝いなど、家庭での関わりを啓蒙する。 

毎日の学校給食を通し、食材や献立など食を学び、興味・関心を深める。また、食事の楽しさやマナーを知り感謝のきもちを育てる。 

中学校体験・交流会 

食育関係資料 
(栽培物・歌・
体操・絵本等) 
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