
小学校版ESDカレンダー
1学年

学期　→

月→ 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3

国語

算数

生活

音楽

図画工作

保健体育

道徳

特別活動

1 2 3

おおきくなった （書く活動） 
 アサガオの生長の様子を観察して，絵日記を書く。 

＜植物の生態＞ 

きせつとともだち 
～なつさがしをしよう～ 
 四季の変化・春との違いを感じ取

うみのかくれんぼ  （説明文） 
海の生きものはそれぞれの特性を生かし，上手に身

を隠して生活を送っている。 

学年目標 または、メインテーマ 

きせつとともだち 
～からだじゅうでかんじよう～ 
自然を五感を使って体感する

きせつとともだち～あきをたのしもう～ 
春、夏との違いを感じる。葉や木の実

で遊ぶ＜体験、発表＞ 

きせつとともだち 
～ふゆのたからさがし～ 
四季の変化を感じる      ＜体験

きせつとともだち 
～かぜやゆきとあそぼう～ 
   冬の自然を工夫して遊ぶ

＜体験＞ 

きせつのちがいをさがしてみよう 
 四季の変化とともに私たちの

生活があることを知る 

うたでなかよしになろう 
 
 ＜自然や動物を謳歌する＞ 

「うみ」 
 
 ＜本物の自然、その永続性＞ 

「みつばちのぼうけん」「どんぐりさんのおうち」 
「ほしぞらのおんがく」 
  ＜自然や動物を謳歌する＞ 

「はるなつあきふゆ」 
 
 ＜季節の変化＞   

すなやつちとなかよし 
 
 ＜自然に親しむ＞ 
  

たのしいゆかいないきものたち 
 
 生きものの色や形 

きせつとともだち 
～くさやはなであそぼう～ 
 植物に触れ、遊ぶ＜体験＞ 

ずうっと，ずっと，大すきだよ  （読み物） 
 主人公と一緒に大きくなった愛犬エルフも死んでし

まう。いつか，再び動物を飼った時，「ずうっと，ずっと，

大すきだよ」という言葉を送りたい。 

てんとうむし  （詩） 
 小さいてんとう虫も象と同じ命を

持っている。お互いに会ったら，挨拶

をしようね。      ＜動物と人間＞ 

どうぶつの赤ちゃん  （説明文） 
 ライオンとしまうまの赤ちゃんでは

生長の仕方がちがう。 ＜動物の生

長＞ 

みて・かんじて・かんがえる 
 
 花や草となかよし ＜自然に親しむ＞ 

のこりのどんぐりはなんこ？ 
 どんぐりを使ってひきざんをす

る             ＜自然と

数＞ 

おおきいかず 
 アサガオの種の数をしらべよう 
＜自然と数＞ 



小学校版ESDカレンダー
２学年

学期　→

月→ 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3

国語

算数

生活

音楽

図画工作

保健体育

道徳

特別活動

1 2 3

たんぽぽのちえ （説明文） 
 たんぽぽは様々な知恵を働かせ，種を散らす

ことで新しい仲間を増やしている ＜植物の生

どうぶつ園のじゅうい  (説明文） 
  動物園の獣医のある一日の仕事について書

かれている。動物を見守る獣医の思いが読み取

学年目標 または、メインテーマ 
「虫の声」 
  
 ＜身近な自然や生きものを謳歌

「ようすをおもいうかべよう」 
  「ゆうやけこやけ」 
 ＜美しい自然＞ 
 

すなやつちとなかよし 
 
 ＜自然に親しむ＞ 
 

たのしいゆかいないきものたち 
 
 生きものの色や形 

かんさつ名人になろう  (書く活動） 
観察して気が付いたことを書く。かたつむりやミニトマトの生長

を観察した文章が提示されている＜動植物の生態＞ 

「日本のうたを楽しもう」 
 
 ＜ことばや生活文化＞ 

きせつとともだち～なつさがしをしよう～ 
 四季の変化・春との違いを感じ取る 
 ＜体験＞ 

きせつとともだち 
～からだじゅうでかんじよう～ 
自然を五感を使って体感する

＜体験＞ 

きせつとともだち 
～あきをたのしもう～ 
春、夏との違いを感じる。葉や木の実

きせつとともだち 
～ふゆのたからさがし～ 
四季の変化を感じる 
＜体験＞ 

きせつとともだち 
～かぜやゆきとあそぼう～ 
   冬の自然を工夫して遊ぶ

＜体験＞ 

きせつのちがいをさがしてみよう 
 四季の変化とともに私たちの生

活があることを知る 

きせつとともだち 
～くさやはなであそぼう～ 
植物に触れ、遊ぶ     ＜体験

てのひらを太陽に  (詩） 
 ぼくらは生きているし，みみずもおけらも 
生きている，そして，みな友だちであるとリ 
ズミカルに歌っている   ＜動物と人間＞ 

みて・かんじて・かんがえる 
 
 花や草となかよし ＜自然に親しむ＞ 



小学校版ESDカレンダー
３学年

学期　→

月→ 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3

国語

算数

社会

理科

総合

音楽

図画工作

保健体育

道徳

特別活動

1 2 3

気になる記号   (書く活動） 
 調べるものを決めて材料を集め，報告文

を書く。リサイクルマークを扱った文書が

紹介されている。 ＜循環＞ 

身近な自然の観察 
  生き物の成長と四季、

気温の関係 
＜相互性＞ 

里山は、未来の風景  （読み物） 
 写真家である筆者が里山の魅力を紹介し，

未来の風景にしたいと結んでいる。他の本も

使って調べてみる。 ＜自然との共生＞                    

学年目標 または、メインテーマ 

たねをまこう 
種の種類による大きさ

や形の違い 
＜生物多様性＞ 

チョウをそだてよう 
 生きものの一生 
＜相互性＞ 

植物の育ちとつくり 
 種子からの成長の様

子と気温との関係 
＜生物多様性・相互性

植物の一生 
  種子から成長し種

を残して一生を終え

る。昆虫との比較 
＜生物多様性＞ 

こころのうた  「春の小川」「茶摘み」「うさぎ」 
 
 ＜日本の原風景＞ 

日本の音楽に親しもう  祭りのお囃子 
 
 ＜自国の文化を知る＞ 

歌いつごう日本の歌  「どこかで春が」「七つの子」 
 
 ＜日本の原風景＞ 

ふんわりふわふわ 
 
 風の力で浮かぶものを作る 
  

わたしたちの住んでいるところ 
   地域の様子の観察、調査 
   のびゆく四日市  わたしたちの四日市〈コンビナート、公園〉 
 ＜自然、地域とのつながり＞ 

わたしたちのくらしとまちではたらく人々 
  地域の人々の暮らしを支える仕事、他地域との関わり 
  のびゆく四日市  四日市市ではたらく人々 
 ＜地域産業、多面性、つながり＞ 

今にのこる昔とくらしのうつりかわり 
  昔の道具と暮らしの移り変わり、地域の祭りや行事 
  のびゆく四日市  人びとのくらしのうつりかわり 
 ＜地域の伝統行事＞＜昔のくらし＞  

こん虫のかんさ

つ 
 昆虫の住む場所、

エサの違い 
＜生物多様性＞ 

かげのでき方と太陽の光 
 日なたと日かげの気温のちが

い/自然を使った省エネ 
＜環境学習＞ 

身近な生活の中にある課題  （まんが） 
 ・身近な生活環境から、けんこうと安全に気

づき、身につける 

ほけんの学習はゆめをかなえる力になる 
・将来に亘って楽しく明るくすごせる→健康というたからもの 
・ゆめを書く、欄がある 

健康に良い環境 
・部屋の空気・明るさの調整 
・絵を見て考えさせる 
<身の回りのかんきょう> 

すがたをかえる大豆（説明文） 
 大豆はいろいろな姿で食べられている。

大豆のよいところに気づき，取り組んでき

た昔の人々がのちえによる  

ありの行列  （説明文） 
 ウィルソンは「ありはえさを見つけると地面に

えきを付け，においをたどることで確実に行き来

できる」と実験を通じて発見した。  

森の芸術家 
 
 木のざいりょうを組み合わせて、立体を表わす 
 ＜木・森の役割＞ 

夏休み自由研究 
 ＜多面的、総合的、

発表＞ 
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