
キャリア教育年間指導計画（１年）
生活科 その他

月 学級活動 総合的な学習の時間 道徳の時間 教 科 等 （学校行事・

児童会活動など）

４月 ・学校大好き ・入学式

・１年生になって みんなともだち 「楽しい学校」 〈国語〉

・いっしょにあそぼう 4-(4)愛校心 ・「どうぞよろしく」

・集団下校訓練

・学校探検に行こう ・明るいあいさつ ・分区会

（１・２年合同） 「明るいあいさつ」

・もっと探検しよう 2-(1)礼儀

５月 ・友達をたくさんつく ・見つけたことをつた ・マーくんのわがまま ・縦割り班掃除ス

ろう たえ合おう 「文鳥になったマーくん」 タート

・もう一度いってみ 1--(1)節度・節制・自立

よう

６月 ・お掃除名人になろう ・きみまち阪たんけん ・楽しい学級に

（１・２年合同） 「めだかのめぐ」

・みんなの係を決めよう 4-(4)愛校心

・はたらくことの楽しさ

「ケイくんのたくはい

びん」

4-(2)勤労

７月 ・1学期を振り返ろう ・自分のためにがんばろう 〈国語〉 ・なかよし祭

「はたらけせっせ」 ・「すきなもの，な ・分区会

1-(2)勤労・努力 あに」 ・終業式

８月 ・みんなの係を決めよう

９月

10月 あきとともだち ・決めたことは最後まで

・みんなで楽しもう 「りょうくんと一りん車」

1-(2)勤労・努力

11月 なかよし交流会 ・はたらくって気持ちいい ・学習発表会

「そうじ」

4-(2)勤労

12月 ・２学期を振り返ろう いっしょがいいね ・じぶんの力で ・分区会

・いえのしごとにちょ 「しまのおさるたち」 ・終業式

うせんしよう 1--(1)節度・節制・自立

１月 ・みんなの係を決めよう

２月 ・心の鬼を退治しよう ・６年生を送る会

・もうすぐ２年生 もうすぐ２年生

・あたらしい１年生

をむかえよう

３月 ・分区会

・修了式

能代市立二ツ井小学校



キャリア教育年間指導計画（２年）
生活科 その他

月 学級活動 総合的な学習の時間 道徳の時間 教 科 等 （学校行事・

児童会活動など）

４月 ・２年生になって ・学校探検をしよう ・つらくてもやりぬく ・入学式

・みんなの係を決めよう （１・２年合同） 「がんばれポポ」

1--(2)勤勉・努力

・お掃除名人になろう まちはたからばこ ・集団下校訓練

・お店たんけん ・分区会

・みんながつかうと ・はたらくたのしさ

５月 ころたんけん 「野さいパーティー」

・まちのべんりたん 4-(2)勤労

けん ・縦割り班掃除ス

・まちのあん心たん タート

けん

６月 ・きみまち阪たんけん

（１・２年合同）

７月 ・1学期を振り返ろう ・わたしとかぞく ・なかよし祭

「おふろプール」 ・分区会

4-(3)家族愛 ・終業式

８月 ・みんなの係を決めよう ハートをつなごう 〈国語〉

・しごとをじっくり ・読んで考えたこと

見てみよう を書こう

・たいけんしてみよう 「動物園のじゅうい」

９月

・係の仕事をがんばろう

10月 ・みんなのために

「ふしぎな気もち」

・見つけたよ あこが 4-(2)勤労

れのしごと

・ものをたいせつに

「新しい自転車」

1--(1)節度・節制・自立

11月 ・進んでお手伝いをしよう ・きょう土をあいする 〈国語〉 ・学習発表会

こころ ・紹介文を書こう

「ふるさと先生」 「友だちのこと，

4-(5)郷土愛 しりたいな」

12月 ・２学期を振り返ろう ・かぞくのために ・分区会

「サバンナの子ども」 ・終業式

4-(3)家族愛

１月 ・みんなの係を決めよう あしたへダッシュ ・いつもどうもありがとう

・自分について考え 「くろいわのおじさん」

よう 4-(4)愛校心

・前の自分をしらべ

よう

２月 ・心の鬼を退治しよう ・しっかりやろうね 〈国語〉 ・６年生を送る会

「書き方の時間のこと」 ・進んで考えを出し

1--(2)勤勉・努力 合おう

「みんなできめよう」

３月 ・もうすぐ３年生 ・未来の自分に会い ・まちを大切に 〈国語〉 ・分区会

に行こう 「この町がすき」 ・文集を作ろう ・修了式

4-(5)郷土愛 「楽しかったよ２年生」

能代市立二ツ井小学校



キャリア教育年間指導計画（３年）
生活科 その他

月 学級活動 総合的な学習の時間 道徳の時間 教 科 等 （学校行事・

児童会活動など）

４月 ・もっとよくなりたい ・入学式

・３年生になって という心

「プリントのおうち」 ・前期児童会任命式

・みんなの係を決めよう 1--(1)思慮・節度、節制・自立 ・集団下校訓練

・分区会

〈社会〉

５月 ・友達をたくさんつ ・木の町二ツ井 ・自分らしさを生かして ・学校のまわり ・児童会総会

くろう 日本一高い杉見学 「鬼太郎をかいたゲゲさん」 ～町探検～

学校に使われてい 1-(5)個性伸長 ・縦割り班掃除ス

る木の調べ学習 〈社会〉 タート

・わかりあえる友 ・市の様子

６月 「貝がら」 市立図書館見学

2-(3)友情・信頼・助け合い

７月 ・1学期を振り返ろう ・みんなのためにできること ・なかよし祭

「わらじ作り」 ・分区会

4-(2)勤労 ・終業式

８月 ・みんなの係を決めよう 〈国語〉

・わたしたちの学校

行事

９月 ・○○さんのこんなとこ ・よくなりたいわたし 〈社会〉

がいいなあ 「自分でたしかめる」 ・はたらく人とわたし

1-(5)個性伸長 たちのくらし

店で働く人

～スーパーマーケット

見学～

10月 ・二ツ井の昔へ ・楽しい家庭

タイムスリップ 「お兄ちゃんだよ」

昔の山仕事 4-(3)家族愛

神社の由来

郷土芸能

11月 〈社会〉 ・クラブ見学

工場の仕事

～工場見学～ ・学習発表会

12月 ・２学期を振り返ろう ・分区会

・終業式

１月 ・みんなの係を決めよう ・みんな友だち

「明るくなった友だち」

2-(3)友情・信頼・助け合い

２月 ・心の鬼を退治しよう 〈国語〉

・本で調べて，ほう

・郷土を愛する心 こくしよう ・６年生を送る会

「心の花たば」

4-(5)郷土愛

３月 ・もうすぐ４年生 ・分区会

・修了式

能代市立二ツ井小学校



キャリア教育年間指導計画（４年）
生活科 その他

月 学級活動 総合的な学習の時間 道徳の時間 教 科 等 （学校行事・

児童会活動など）

４月 ・入学式

・４年生になって ・本当の勇気とは

「心にひびくかねの音」 ・前期児童会任命式

・みんなの係を決めよ 1-(3)勇気 ・集団下校訓練

う ・分区会

５月 ・一人一人のよさをさ ・ぼくらの今，そして未 ・みんなでいっしょに 〈社会〉 ・児童会総会

がそう 来へ 「オトちゃんルール」 ・すみよいくらしを

～宿泊体験学習～ 2-(3)友情・信頼・助け つくる ・縦割り班掃除ス

合い 浄水場見学 タート

下水処理場見学

６月 ・楽しい宿泊体験学習 ・家族の温かさ ごみ処理場見学

にしよう 「一枚の銀貨」

4--(3)家族愛 〈国語〉

・新聞をつくろう

７月 ・１学期を振り返ろう ・なかよし祭

・分区会

・終業式

８月 ・みんなの係を決めよう 〈国語〉

・だれもがかかわり合

えるように

調べて発表しよう

９月 ・ぼくらの今，そして未 ・節度ある生活

来へ 「友だちのしょうこ」

大人になったら 1--(1)生活習慣，思慮・反省，

いろいろな職業 節度・節制

10月 〈社会〉

・わたしたちのまちの

発展につくした人々

・お年寄りとの交

流会

11月 ・計画的な生活をしよう ・家族の一員ならば 〈国語〉 ・学習発表会

「お母さんのせい求書」 ・仕事リーフレット

4-(3)家族愛 を作ろう ・人権教室

12月 ・２学期を振り返ろう ・目標に向かって ・分区会

「グレンよ走れ」

1-(2)勤勉・協力・忍耐 ・終業式

１月 ・みんなの係を決めよう

２月 ・心の鬼を退治しよう ・６年生へのステップ ・人の気持ちを考える ・６年生を送る会

～６年生を送る会～ 「温かい言葉」

2-(2)思いやり・親切

３月 ・もうすぐ５年生 ・分区会

・修了式

能代市立二ツ井小学校



キャリア教育年間指導計画（５年）
生活科 その他

月 学級活動 総合的な学習の時間 道徳の時間 教 科 等 （学校行事・

児童会活動など）

４月 ・気持ちのよい習慣 ・入学式

・がんばろう！５年生 「父がぼくに教えたか 新入生を迎える会

ったこと」 ・前期児童会任命式

1--(1)生活習慣，思慮・反省， ・集団下校訓練

節度・節制 ・分区会

・児童会総会

５月 ・二ツ井小学校をより ・希望をもって ・縦割り班掃除ス

よい学校にしよう 「メジャーリーガー・イ タート

・運動会を成功させよう チロー」 ・運動会

1-(2)希望，勇気，不撓不屈 （役員としての活動）

６月 ・ふるさとを見つめよ ・みんなの力で 〈国語〉

うⅠ 「森の絵」 ・伝記を読んで自分の生

ＪＡ職員による農業 4--(3)役割と責任の自覚 き方について考えよう

学習 ～百年後のふるさとを

田植え体験 守る～

７月 ・１学期を振り返ろう 〈社会〉

・私たちの生活と食 ・なかよし祭

料生産(~9月) ・分区会

〈外国語活動〉 ・終業式

・自己紹介をしよう

〈家庭〉

・できるようになっ

たかな家庭の仕事

８月

・６年生へのステップⅠ

９月 ・後期の委員会活動を ～宿泊体験学習～ ・誰もが共有できる永遠の喜び

決めよう 「ギブ・キッズ・ザ・

ワールド」

4--(4)勤労・社会奉仕・公共心

10月 ・学習発表会を成功させよう ・ふるさとを見つめよ ・みんなとのばす自分の力 〈社会〉 ・後期児童会任命式

うⅠ 「学校で勉強することの意味」 ・私たちの生活と工業

稲刈り体験 1-(6)向上心・個性伸長 生産(~12月) ・学習発表会

11月 ＪＡ婦人部による料理 （役員としての活動）

教室

〈国語〉

12月 ・２学期を振り返ろう ・千年の釘にいどむ

〈社会〉 ・分区会

・情報化社会とわたし ・終業式

たちの生活(12月~)

１月 ・夢を近づける前向きな生き方 〈家庭〉

「その日まで少しでも前 ・じょうずに使おう

向きに生きたい」 物やお金

1-(2)希望・勇気・不撓不屈

・家庭のぬくもり

「わが家の思い出」

4--(5)家族愛

２月 ・ありがとう ６年生 ・６年生へのステップⅡ ・社会のためにできること 〈社会〉 ・６年生を送る会

～６年生を送る会～ 「小 さ な手から」 ・わたしたちの生活と

4--(4)勤労・社会奉仕・公共心 環境

３月 ・もうすぐ最上級生 ・よいところをのばそう ・分区会

「日本の「まんがの ・卒業式

神様」」 ・修了式

1-(6)向上心・個性伸長

能代市立二ツ井小学校



キャリア教育年間指導計画（６年）
生活科 その他

月 学級活動 総合的な学習の時間 道徳の時間 教 科 等 （学校行事・

児童会活動など）

４月 ・入学式

・がんばろう！６年生 新入生を迎える会

・前期児童会任命式

・集団下校訓練

・分区会

５月 ・運動会を成功させよう ・残そうぼくらの足跡 ・みんなに役立つ喜び 〈家庭〉 ・児童会総会

～修学旅行編～ 「花色の風がふく学校」 ・きれいにしよう ・運動会

・優しいお兄さん， ガラス製品の製作体験 4--(3)役割と責任の自覚 クリーン大作戦 （役員としての活動）

お姉さんになろう 函館朝市調べ学習

函館朝市売り子体験 〈国語〉 ・縦割り班掃除ス

・学級討論会をしよう タート

６月 ・くじけずに努力する強い

意志「市民に愛される動

物園をめざして」

1-(2)希望・勇気・不撓不屈

７月 ・１学期を振り返ろう ・社会のためにつくす 〈外国語活動〉

「マザーテレサ」 ・できることを ・なかよし祭

4-(4)勤労・社会奉仕・公共心 紹介しよう ・分区会

・終業式

８月 ・楽しい修学旅行にす 〈家庭〉

るために ・生活を楽しくしよう

ソーイング (~10月)

９月 ・後期の委員会活動を ・世界の中の二ツ井 〈国語〉 ・モデルロケット

決めよう 岳岱体験学習 ・平和のとりでを築く 制作・打ち上げ

世界遺産と人々の思い

に関する調べ学習 ・後期児童会任命式

調べたことの発表 ・中学１年生との

（役割分担して） 交流会

10月 ・学習発表会を成功させよう ・くじけない心 ・新入学児童健康診

「橋をかける」 断（お手伝い）

1-(2)希望・勇気・不撓不屈

11月 ・卒業文集を作ろう ・かけがいのない家族 〈家庭〉 ・学習発表会

「はじめてのアンカー」・くふうしよう楽し （役員としての活動）

4-(5)家族愛 い食事 (~12月)

12月 ・２学期を振り返ろう ・自分のよさを生かして 〈社会〉 ・分区会

「天女，再び宇宙へ」 ・わたしたちの願い

1-(6)向上心・個性伸長 を実現する政治 ・終業式

１月 ・残そうぼくらの足跡 ・社会に役立つ喜び 〈家庭〉

～卒業編～ 「よみがえれ日本海」 ・考えよう これか

二ツ井小のためにで 4-(4)勤労・社会奉仕 らの生活 (~3月)

きること 公共心

２月 ・感謝の気持ちを表そう 中学校での目標 〈図工〉 ・６年生を送る会

・わたしはデザイナー 将来の夢

夢を実現するために １２才の力で 後輩へ

・中学校体験入学

３月 ・お別れパーティーを ・自分の宝物 〈国語〉 ・分区会

しよう 「人間はすばらしい」 ・今，わたしは，ぼくは

1-(6)向上心・個性伸長 ・卒業式

〈外国語活動〉

・将来の夢を紹介し

よう

能代市立二ツ井小学校


