
１学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年
(学)学級目標 (学)学級目標 (学)学級目標 (学)学級目標 (学)学級目標 (学)学級目標
(行)遠足・運動会・社会見学 (行)遠足・運動会・社会見学 (行)遠足・運動会・社会見学 (行)遠足・運動会・社会見学 (行)遠足・運動会・社会見学 (行)遠足・運動会・社会見学
(行)１年生を迎える集会 (行)１年生を迎える集会 (行)１年生を迎える集会 (行)１年生を迎える集会 (行)１年生を迎える集会 (行)１年生を迎える集会
(道)どんなあいさつをしますか (生)レッツゴー！町たんけん (社)わたしの済んでいるところ (社)わたしたちの住んでいる県 (行)加太合宿 (行)修学旅行
(生)がっこうだいすき (学)ふれあい交流会 (道)足りない気持ちは何だろう (道)あいさつができた (道)あいさつ運動 (道)言葉のおくり物
(行)鶴亀クラブとの交流 (学)友だちのよいところ (道)つくればいいでしょ (道)やさしいユウちゃん (道)心づかいと思いやり
(特)縦割り掃除 (特)縦割り掃除 (特)縦割り掃除 (特)縦割り掃除 (特)縦割り掃除 (特)縦割り掃除
(行)６年生を送る集会 (行)６年生を送る集会 (行)６年生を送る集会 (行)６年生を送る集会 (行)６年生を送る集会 (行)６年生を送る集会
(生)がっこうたんけん (道)くずれ落ちただんボール箱 (社)世界の中の日本とわたしたち

(社)工業生産とわたしたちのくらし (学)友だちのよいところ
(家)いっしょにほっとタイム (道)人間をつくる道・剣道
(社)国土の環境を守る
(体)心の健康
(道)サタデーグループ
(学)友だちのよいところ

(学)本は友だち (学)本は友だち (学)楽しく食べよう (学)本は友だち (学)家庭学習の計画 (家)生活時間をマネジメント
(体)なわとび記録会 (体)なわとび記録会 (体)なわとび記録会 (体)なわとび記録会 (体)なわとび記録会 (体)なわとび記録会

(学)かぜのよぼう (学)家庭学習の計画 (学)かぜの予防 (体)病気の予防
(家)こんだてを工夫して (学)家庭学習の計画

(道)120点のそうじ (生)おいしい野菜を育てよう (社)わたしたちのくらしとはたらく人びと (道)がむしゃらに (家)できるよ、家庭の仕事 (社)わたしたちの願いと政治のはたらき

(学)係・当番活動 (学)係・当番活動 (学)係・当番活動 (学)係・当番活動 (学)係・当番活動 (学)係・当番活動
(生)げんきにそだてわたしのはな (道)あきらめないで (道)なんにも せんにん (児)児童会役員選挙 (児)児童会役員選挙 (児)児童会役員選挙

(学)加太合宿に向けて (学)修学旅行に向けて
(児)委員会活動 (児)委員会活動
(学)学習発表会に向けて

(生)ひろがれえがお (学)学習発表会に向けて (道)「おもてなし」ってなあに (社)地いきの発てんにつくした人々 (社)わたしたちの生活と食料生産 (社)日本のあゆみ
(生)もうすぐ２年生 (生)レッツゴー！町たんけん (社)きょうどにつたわるねがい (道)お父さんのじまん (総)おいしいおにぎりをつくるために (道)天下の名城をよみがえらせる
(行)社会見学 (行)社会見学 (行)社会見学 (行)社会見学 (行)社会見学 (行)社会見学

(道)社会の役に立とうとする立とうとする (道)母の仕事
(総)リユースショップSDGs
(家)共に生きる地域での生活

・社会生活にはいろいろな役割があることやその大切さが分かる。
・施設、職業見学を通し、働くことの大切さや苦労が分かる。
・身近な産業・職業の様子やその変化が分かる。

・互いの役割や役割分担の必要性が分かる。
・地域学習を通して、いろいろな職業や生き方があることを知る。
・将来の夢や希望をもつ。

・相手を思いやり、協力し合って学習や活動をする。
・自分の長所や短所に気付き、自分らしさを発揮する
・自分に向いている活動を自分で選ぶ。

・係や当番活動、委員会活動に取り組む。
・自分の仕事に対して責任を感じ、最後までやり通そうとする。

・係活動や委員会活動に進んで取り組む。
・高学年として、縦割り班活動を中心とした全校活動に進んで参加し、役割と責任を果たそうとする。

・友だちと協力し合って学習や活動する。
・自分の長所や短所に気付く。
・自分の好きな物ややりたいことを選ぶ。

・家の手伝いなど役割の必要性が分かり、家庭で自分の仕事を受け持とうとする。

人間関係形成・
社会形成能力

自己理解・
自己管理能力

課題対応能力

キャリア
プランニング能力

・自分のよさや得意なことが分かる。
・自分の好きな物ややりたいことを選ぶ。
・係や当番活動を忘れずにする。
・決められた時間やきまりを守る。
・自分のことは自分でやろうとする。
・身近で働く人々の様子が分かり、興味・関心をもつ。

・友だちと仲良く遊ぶ。

低学年 中学年 高学年
・自分から返事や挨拶をする。
・「ありがとう」「ごめんなさい」を相手の顔を見て言う。

・相手の意見を聞き、自分の考えを分かりやすく伝える。
・適切な言葉遣いで返事や挨拶をする。

・自分の意見や気持ちを言葉で表現し伝える。
・場に応じた正しい挨拶をする。

各学年（低・中・高別）の重点目標　－　発達の段階で付けたい力　－

キャリア教育年間計画

人間関係形成・
社会形成能力

自己理解・
自己管理能力

課題対応能力

キャリア
プランニング能力



特別活動 各教科等 特別活動 各教科等 特別活動 各教科等

4

【行】一年生を迎える集会〔人〕
【特】縦割り掃除〔人〕

【生活】がっこうだいすき（１年）〔人〕
【学活】学級目標〔人〕

【行】一年生を迎える集会〔人〕
【特】縦割り掃除〔人〕

【学活】学級目標〔人〕
【道徳】あいさつができた（４年）〔人〕
【学】家庭学習の計画〔自〕

【行】一年生を迎える集会〔人〕
【特】縦割り掃除〔人〕
【児】委員会活動〔課〕

【学】学級目標〔人〕
【道】あいさつ運動（５年）〔人〕
【家】生活時間をマネジメント(６年)〔自〕
【学】家庭学習の計画〔自〕

5

【行】遠足〔人〕 【生活】学校探検（１年）〔人〕
【生活】町探検（２年）〔人〕

【行】遠足〔人〕 【社会】わたしたちの住んでいるところ（３
年）〔人〕

【行】遠足〔人〕 【学】加太合宿に向けて（５年）〔課〕
【社】わたしたちの願いと政治のはたらき(６
年)〔課〕

6

【学活】係・当番活動（１年）〔課〕
【生活】おいしい野菜（２年）〔課〕

【行】加太合宿（５年）〔人〕 【道】やさしいユウちゃん（５年）〔人〕
【社】日本のあゆみ(６年)〔キ〕
【道】言葉のおくり物(６年)〔人〕

7

【生活】げんきにそだてわたしのはな（１
年）〔課〕
【国語】本は友だち（２年）〔自〕

【国語】本は友だち（４年）〔自〕
【道徳】足りない気もちは何だろう（３年）
〔人〕

【道】サタデーグループ（５年）〔人〕
【体】心の健康（５年）〔人〕
【体】病気の予防(６年)〔自〕
【道】母の仕事(６年)〔キ〕

8
・
9

【行】運動会〔人〕 【学活】友だちのよいところ（２年）〔人〕 【行】運動会〔人〕 【道徳】がむしゃらに（４年）〔課〕
【学活】係・当番活動〔課〕

【行】運動会〔人〕
【学】修学旅行に向けて〔課〕
【行】修学旅行〔人〕

【学】友だちのよいところ〔人〕
【家】できるよ，家庭の仕事(５年)〔課〕
【道】天下の名城をよみがえらせる(６年)
〔キ〕

10

【国語】本は友だち（１年）〔自〕
【学活】ふれあい交流会（２年）〔人〕

【道徳】つくればいいでしょ（４年）〔人〕
【学活】楽しく食べよう（３年）〔自〕

【社】工業生産とわたしたちのくらし（５
年）〔人〕
【総】リユースショップでSDGs〔キ〕

11

【行】遠足〔人〕
【行】鶴亀クラブとの交流（１年）〔人〕

【道徳】どんなあいさつをしますか（１年）
〔人〕
【道徳】あきらめないで（２年）〔課〕

【行】社会見学〔キ〕 【道徳】お父さんのじまん（４年）〔キ〕
【社会】わたしたちのくらしとはたらく人び
と（３年）〔課〕

【行】遠足〔人〕 【道】心づかいと思いやり(６年)〔人〕
【家】こんだてを工夫して(６年)〔自〕

12

【生活】ひろがれえがお（１年）〔キ〕
【学活】かぜのよぼう（２年）〔自〕

【社会】地いきの発てんにつくした人々（４
年）〔キ〕
【道徳】「おもてなし」ってなあに（３年）
〔キ〕

【学】かぜの予防（５年）〔自〕
【家】こんだてを工夫して(６年)〔自〕

1

【道徳】１２０てんのそうじ（１年）〔課〕
【生活】町探検（２年）〔キ〕

【社会】わたしたちの住んでいる県（４年）
〔人〕
【社会】きょうどにつたわるねがい（３年）
〔キ〕

【道】くずれ落ちただんボール箱（５年）
〔人〕
【道】人間をつくる道-剣道-(６年)〔人〕

2

【体育】なわとび記録会〔自〕 【行】児童会役員選挙（４年）〔課〕 【体育】なわとび記録会〔自〕 【児】児童会役員選挙（５年）〔課〕 【体】なわとび記録会〔自〕
【社】国土の環境を守る（５年）〔人〕
【家】共に生きる地域での生活(６年)〔キ〕

3

【行】６年生を送る集会〔人〕 【生活】もうすぐ２年生（１年）〔キ〕
【学活】学習発表会に向けて（２年）〔キ〕

【行】６年生を送る集会〔人〕 【道徳】なんにも せんにん（３年）〔課〕
【行】６年生を送る集会〔人〕

【学活】学習発表会に向けて（５年）〔課〕
【社】世界の中の日本とわたしたち（６年）
〔人〕
【家】いっしょにほっとタイム(５年)〔人〕

１
学
期

２
学
期

３
学
期

三田小学校キャリア教育年間指導計画
     各学年
     の内容

学期・月

低学年 中学年 高学年

重点的な指導内容 重点的な指導内容 重点的な指導内容


