
令和４年度　あったかハート附属っ子　学級活動の年間計画　前期

月
あったかハート

附属っ子
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

（３）ア　１年生になって （３）ア　２年生になって （３）ア　３年生になって （３）ア　４年生になって （３）ア　５年生になって （３）ア　６年生になって

（２）ア　学校生活のやくそく （１）イ　係や一人一役を決めよ

う①

（１）イ　係活動で学級を楽しく

しよう

（１）イ　係活動で学級を楽しく

しよう①

（１）イ　委員会活動で学校をよ

りよくしよう

（２）イ　１年生と交流しよう

（３）イ　給食当番名人になろう （３）ア　がんばろう運動会 （３）ア　運動会に向けて力を合

わせよう

（３）ア　楽しいクラブ活動 （１）イ　係活動で学級を豊かに

しよう①

（１）イ　委員会活動で学校をよ

りよくしよう

（２）ア　パソコンをつかおう①

どんなことができるかな？

（２）ア　パソコンを学びに使お

う

（１）ア　パソコンを賢く使う方

法を話し合おう①

（１）ア　パソコンを賢く使う方

法を話し合おう①

（１）ア　パソコンを賢く使う方

法を話し合おう①

（１）ア　メディアの使い方につ

いて振り返ろう

（１）ウ　がんばろう運動会 （２）イ　友達と仲直り （２）イ　友達のよさを見付けよ

う

（３）ア　運動会に向けて力を合

わせよう

（３）ア　みんなでつくる運動会 （３）ア　みんなでつくる運動会

（２）イ　なかよくしよう①

ともだちをふやそう

（３）ア　がんばったよ運動会 （３）ア　運動会でのがんばりを

ふり返ろう

（３）ア　学習の取り組み方を見

直そう

（３）イ　あたたかい言葉を使お

う

（３）ア　運動会でのがんばりを

ふり返ろう

（１）イ　かかりをきめよう①

たのしいクラスにしよう

（２）ウ　学校で安全に過ごそう

①

（２）ウ　学校での約束を見直そ

う①

（１）イ　楽しいグリーンスクー

ルにしよう

（１）イ　自然と歴史に親しむ校

外学習にしよう

（３）イ　あたたかい言葉を使お

う

（１）ア　あったかハートのクラ

スになっているかな①

（３）イ　あたたかい言葉を使お

う①

（３）イ　あたたかい言葉を使お

う

（３）イ　あたたかい言葉を使お

う

（１）ア　あったかハートの学級

になっているかな①

（１）ア　あったかハートの学級

を目指して話し合おう①

（２）エ　たべきりん、できるか

な？①

じかんをまもってたべよう

（２）エ　残食をへらそう① （２）エ　残食を減らそう① （３）ウ　図書館を活用し、読書

の幅を広げよう

（３）ウ　図書館を活用し、読書

の幅を広げよう

（３）ア　学習の取り組み方を見

直そう①

（２）ウ　いのちをまもろう① （３）イ　係活動を工夫しよう① （３）イ　係活動で学級をもっと

楽しくしよう①

（１）イ　係活動で学級を楽しく

しよう②

（１）イ　係活動で学級を豊かに

しよう②

（２）イ　１年生との関わりを振

り返ろう

（２）イ　６ねんせいとあったか

ハートでつながろう～サマーフェ

スティバルをありがとう～

（２）イ　集会をしてみんなのよ

いところを見つけよう

（２）イ　夏祭り集会をして友達

のよさを認め合おう

（２）イ　夏祭り集会をして友達

のよさを認め合おう

（２）イ　学級集会をして友達の

よさを認め合おう

（２）イ　１年生と集会をして友

達のよさを認め合おう

（３）ウ　たのしいなつやすみ （３）ウ　夏休みの学習レベル

アップ

（２）ア　夏休みの過ごし方を考

えよう

（２）ア　夏休みの過ごし方を考

えよう

（２）ア　夏休みの過ごし方を考

えよう

（２）ア　夏休みの過ごし方を考

えよう

（２）ア　あいさつだいさくせ

ん！

（３）ウ　夏休みの学習をふりか

えろう

（３）ウ　夏休みの過ごし方をふ

り返ろう

（３）ウ　夏休みの過ごし方をふ

り返ろう

（３）ウ　夏休みの過ごし方をふ

り返ろう

（３）ウ　夏休みの過ごし方をふ

り返ろう

（３）ウ　なつやすみたいけん

はっぴょう～ともだちのがんばり

をみつけよう～

（１）イ　係や一人一役を決めよ

う②

（１）イ　係や当番活動を決めて

学級をよりよくしよう

（２）ウ　姿勢に気をつけて過ご

そう

（１）イ　係や当番活動を決めて

学級をよりよくしよう

（１）イ　係活動で学級を豊かに

しよう①

（２）ウ　いのちをまもろう②

ひとりひとりたいせつないのち

（３）ア　規則正しい生活をしよ

う

（３）ア　学習の取り組み方を見

直そう

（１）ウ　教育実習生に感謝の気

持ちを伝えよう

（１）ウ　教育実習生に感謝の気

持ちを伝えよう

（１）ウ　教育実習生に感謝の気

持ちを伝えよう

（２）エ　たべきりん、できるか

な？②

すききらいをやっつけよう

（２）エ　残食をへらそう② （２）エ　残食を減らそう② （１）イ　係活動で学級を楽しく

しよう③

（１）イ　係活動で学級を豊かに

しよう③

（１）イ　歴史に学ぶ修学旅行に

しよう

（１）ア　パソコンをつかおう②

ルールをかんがえよう

（１）ア　きもちよくパソコンを

学びに使おう①

（２）ア　パソコンを賢く使う方

法を話し合おう②

（１）ア　パソコンを賢く使う方

法を話し合おう②

（１）ア　パソコンを賢く使う方

法を話し合おう②

（１）ア　ネットでのやり取りに

ついて話し合おう

（３）ア　こうきのめあてをきめ

よう

（３）ア　後期のめあて （３）ウ　前期の学校生活をふり

返ろう

（３）ウ　前期の学校生活をふり

返ろう

（３）ウ　前期の学校生活をふり

返ろう

（３）ウ　前期の学校生活をふり

返ろう

7

学級活動（集会）

・人権尊重

9

道徳科

・生命の尊さ

4

道徳科

・相互理解、寛容、友

情、信頼

5

道徳科・学級活動

・ネットモラル

6

学級活動（話合い）

・あったかハートの学

級になるために

10

道徳科・学級活動

・ネットいじめ事例



令和４年度　あったかハート附属っ子　学級活動の年間計画　後期
（１）イ　かかりをきめよう②

たのしいクラスにしよう

（３）ウ　いろいろな本を読もう （３）ア　後期のめあてを考えよ

う

（３）ア　後期のめあてを考えよ

う

（３）ア　後期のめあてを考えよ

う

（３）ア　後期のめあてを考えよ

う

（１）ウ　あきのたいけんがく

しゅうをたのしもう

（２）ウ　せきエチケット （２）ウ　姿勢に気をつけて過ご

そう

（１）ウ　心を一つにして、音楽

会を成功させよう

（１）ウ　心を一つにして、音楽

会を成功させよう

（２）イ　秋の体験学習での取組

を振り返ろう

（１）ウ　みんなの力をあわせ

て、すてきなおんがくかいにしよ

う

（１） ウ　がんばろう音楽会 （１）ウ　心を一つにして、音楽

会を成功させよう

（２）イ　特別支援の友達と交流

しよう

（２）イ　幼稚園の友達と交流し

よう

（１）ウ　心を一つにして、音楽

会を成功させよう

（３）イ　かかりをきめよう③

みなおそう・くふうしよう

（３）イ　係活動を工夫しよう② （３）イ　係活動で学級をもっと

楽しくしよう②

（３）ア　音楽会でのがんばりを

ふり返ろう

（３）ア　音楽会でのがんばりを

ふり返ろう

（３）ア　音楽会でのがんばりを

振り返ろう

（２）ウ　いのちをまもろう③

かんせんしょうのよぼう

（３）ア　がんばったよ音楽会 （３）ア　音楽会でのがんばりを

ふり返ろう

（２）ア　パソコンを賢く使う方

法を話し合おう③

（３）ア　学習の取り組み方を見

直そう

（３）ア　学習の取り組み方を見

直そう②

（１）イ　とうばんをきめよう～

みんなのために～

（２）ウ　学校で安全に過ごそう

②

（２）ウ　学校での約束を見直そ

う②

（１）イ　係活動で学級を楽しく

しよう④

（１）イ　係活動で学級を豊かに

しよう④

（１）イ　係活動で学級を豊かに

しよう②

（３）イ　あったかハートのクラ

スになっているかな②

（３）イ　あたたかい言葉を使お

う②

（３）イ　あたたかい言葉を使い

友達と気持ちよく過ごそう

（２）イ　あたたかい言葉を使お

う②

（１）ア　あったかハートの学級

になっているかな②

（１）ア　あったかハートの学級

を目指して話し合おう②

（３）ウ　たのしいふゆやすみ （３）ウ　冬休みの学習レベル

アップ

（３）ウ　冬休みの過ごし方を考

えよう

（３）ウ　冬休みの過ごし方を考

えよう

（３）ウ　冬休みの過ごし方を考

えよう

（３）ウ　冬休みの過ごし方を考

えよう

（２）ア　みんなでおおそうじを

しよう

（２）ア　整理整頓をしよう （２）ア　整理整頓をしよう （２）ア　整理整頓をしよう （２）ア　整理整頓をしよう （２）ア　整理整頓をしよう

（２）ア　さむいふゆも、きそく

ただしく

（３）イ　日直名人になろう （３）イ　当番活動を見直し、自

分の役割について考えよう

（２）ウ　安全な登下校 （２）ウ　安全な登下校 （２）ウ　安全な登下校

（１）ウ　それぞれのクラスのよ

いところをつたえよう～フロア

しゅうかい～

（１）ウ　それぞれのクラスのよ

いところをつたえよう～フロア

しゅうかい～

（１）ウ　学級の取組を紹介しよ

う～フロア集会～

（１）ウ　学級の取組を紹介しよ

う～フロア集会～

（１）ウ　受検がんばってね集会

～フロア集会～

（１）ウ　受検がんばってね集会

～フロア集会～

（２）エ　たべきりん、できるか

な？③

りょうをふやしてたべよう

（２）エ　残食をへらそう③ （３）エ　残食を減らそう③ （２）エ　給食に感謝しよう （２）エ　給食に感謝しよう （２）エ　給食に感謝しよう

（１）ア　パソコンをつかおう③

ルールをみなおそう

（１）ア　きもちよくパソコンを

学びに使おう②

（１）ア　パソコンの使い方を見

直そう

（１）ア　パソコンを賢く使う方

法を話し合おう④

（１）ア　パソコンを賢く使う方

法を話し合おう

（１）ア　パソコンの使い方を見

直そう

（２）イ　ふゆのたいけんがく

しゅうをみんなでたのしもう

（１）ウ　ありがとう６年生 （１）ウ　６年生に感謝の気持ち

を伝えよう

（１）ウ　６年生に感謝の気持ち

を伝えよう

（１）ウ　６年生に感謝の気持ち

を伝えよう

（１）ウ　下学年に感謝の気持ち

を伝えよう

（１）ウ　ありがとう６ねんせい （２）イ　仲良く冬の体験学習に

行こう

（２）イ　冬の体験学習で仲を深

めよう

（２）イ　冬の体験学習で仲を深

めよう

（２）イ　冬の体験学習で仲を深

めよう

（２）イ　冬の体験学習で仲を深

めよう

（３）ウ　いちねんかんのせい

ちょう

（３）ウ　１年間をふりかえって （３）ウ　１年の成長をふり返ろ

う

（３）ウ　１年の成長をふり返ろ

う

（３）ウ　１年の成長をふり返ろ

う

（１）ウ　先生と家族に感謝の気

持ちを伝えよう

（３）ア　もうすぐ２ねんせい （３）ア　もうすぐ3年生 （３）ア　４年生に向けての見通

しをもとう

（３）イ　委員会活動ってなんだ

ろう

（３）イ　６年生に向けての見通

しをもとう

（３）イ　中学校に向けての見通

しをもとう

2

道徳科・学級活動

・ネットいじめ事例

3

道徳科

・親切、思いやり

10

道徳科・学級活動

・ネットいじめ事例

11

道徳科

・公正、公平、社会正

義

12

学級活動（話合い）

・あったかハートの学

級になるために

1

学級活動（フロア集

会）


