
夏

休

み

冬

休

み

７月４月 ５月 ６月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

自由研究

理科

社会

行事・
社会
見学等

３
年
生

1.わたしたちの住んでいるところ

(1)わたしたちの街の様子

(2)わたしたちの市の様子

1.自然の観察をしよう

2.植物を育てよう(1)

3.昆虫を育てよう

2.植物を育てよう(2)

4.ゴムや風でものを動かそう

2.植物を育てよう(3) 2.植物を育てよう(4)

5.動物のすみかを調べよう

6.太陽の動きと地面の様子を調べよう

7.太陽の光を調べよう

8.ものの重さを調べよう

9.豆電球に明かりをつけよう

10.磁石の不思議を調べよう

2.わたしたちのくらしとまちで働く人々

(1)店で働く人々の仕事

(2)工場で働く人々の仕事

3.今に残る昔とくらしの移り変わり

(1)昔の道具と人々のくらし

(2)昔から伝わる行事

No3-2 トンボ救出大作戦

池田市地域まるごと環境学習 令和４（2022）年度 環境出前授業カレンダー
【参考】各出前授業と教科・単元の関連付けの例／３年 ※記載した活用例は一例です（下記の教科で実施する必要はありません）。学校の取り組みにあわせてご検討いただき、自由にご活用ください。

市役所屋上見学

ランチボックス見学

No.1-2 この木なんの木

No.1-1 校区の緑視率調査

●夏休みイベント

No.3-3 池田市立歴史民俗資料館
ちょっと昔のくらしの道具

No.2-4 ゆめ・まち わくわくWORKプログラム

No.1-8  パナソニック
①あかりのエコ教室

※出前授業の詳しい内容は、出前授業一覧をご覧ください。

小学校

http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E3%81%93%E3%81%AE%E6%9C%A8%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%AE%E6%9C%A8
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/ryokusi
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B8%82%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%B0%91%E4%BF%97%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%e3%80%80%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%A3%E3%81%A8%E6%98%94%E3%81%AE%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%AE%E9%81%93
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B8%82%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%B0%91%E4%BF%97%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%e3%80%80%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%A3%E3%81%A8%E6%98%94%E3%81%AE%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%AE%E9%81%93
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E9%98%AA%E6%80%A5%E9%9B%BB%E9%89%84%e3%80%80%E3%82%86%E3%82%81%E3%83%BB%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%82%8F%E3%81%8F%E3%82%8F%E3%81%8Fwork%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%e3%80%80
https://panasonic.co.jp/ls/company/education/teaching/index.html


夏

休

み

冬

休

み

７月４月 ５月 ６月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

４
年
生

理科

社会

行事・
社会
見学等

自由研究

1.季節と生き物（春）

2.天気と気温

3.電池の働き

4.閉じ込めた空気や水

1.季節と生き物（夏）

5.星や月(1)

1.季節と生き物（夏の終わり）

6.私たちの体と運動

7.星や月(2)

1.季節と生き物（秋）

8.ものの温度と体積 9.もの温まり方

10.星や月(3)

1.季節と生き物（冬）

11.姿を変える水

12.自然の中の水

4.住みよいくらしをつくる

(1)ごみの始末と活用

(2)命とくらしを支える水

5.安全なくらしを守る

(1)なくそう、怖い火事

(2)防ごう、交通事故や事件

6.地域の発展につくした人々

(1)よみがえらせよう、

われらの広村

7.わたしたちの住んでいる県
(1)わたしたちの県の様子

(2)県の人々のくらし

(3)世界に広がる人とのつながり

浄水場・下水処理場
・クリーンセンター見学

パッカー車出前授業
ハッピーテン

No.1-4 エコスタッフの出前授業
① 天ぷら油から石鹸を作ろう
② 新聞紙マイバッグづくり
③ 牛乳パックの小物入れ

No.1-1 校区の緑視率調査

No.1-4 スターウォッチング
No. 2-9 国立天文台
出張授業「ふれあい天文学」
貸出機材「ダジックアース」

No.1-10 猪名川河川レンジャー
－② 環境保全

No.2-1 サントリー 水育

No.2-4 ゆめ・まち わくわくWORKプログラムNo.1-12 気候のはなしをきこう
No.2-6 「JICA国際協力出前講座」

No.1-8 パナソニック ①あかりのエコ教室
NO.2-7 産業総合研究所関西センターの実
験授業①燃料電池実験教室

No.2-1 サントリー 水育

池田市地域まるごと環境学習 令和４（2022）年度 環境出前授業カレンダー
【参考】各出前授業と教科・単元の関連付けの例／４年 ※記載した活用例は一例です（下記の教科で実施する必要はありません）。学校の取り組みにあわせてご検討いただき、自由にご活用ください。

※出前授業の詳しい内容は、出前授業一覧をご覧ください。

小学校

●夏休みイベント

http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/tenpurasekken
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/ryokusi
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0
https://prc.nao.ac.jp/delivery/
https://prc.nao.ac.jp/delivery/
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%B8%E5%87%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%80%8C%E3%83%80%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%8D%ef%bc%88%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB4%E6%AC%A1
http://www.iranger.jp/
https://mizuiku.suntory.jp/class/
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E9%98%AA%E6%80%A5%E9%9B%BB%E9%89%84%e3%80%80%E3%82%86%E3%82%81%E3%83%BB%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%82%8F%E3%81%8F%E3%82%8F%E3%81%8Fwork%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%e3%80%80
https://www.kikonet.org/theme/archive/projectclimate.pdf
https://www.jica.go.jp/kansai/enterprise/kaihatsu/demae/index.html
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%e3%80%80%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%81%A8%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%95%99%E5%AE%A4
https://panasonic.co.jp/ls/company/education/teaching/index.html
https://www.aist.go.jp/kansai/ja/collabo/science_tuition.html
https://mizuiku.suntory.jp/class/


夏

休

み

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

理科

社会

家庭

５
年
生

冬

休

み

1.天気と情報(1)

2.生命のつ
ながり(1)

3.生命のつ
ながり(2)

4.生命のつ
ながり(3)

5.生命のつ
ながり(4)

自由研究

6.生命のつ
ながり(5)

1.天気と情報(2)

7.流れる水の働き

8.電磁石の性質

9.ものの溶け方 10.振り子の動き

1.日本の国土と人々のくらし

(1)世界から見た日本

(2)さまざまな土地のくらし

2.私たちの食生活と食料生産

(1)米作りの盛んな地域

(2)水産業の盛んな地域
(3)これからの食料生産

3.工業の発達と私たちの暮らし

(1)自動車工業の盛んな地域

(2)日本の工業の特色

4.私たちの暮らしを
支える情報
(1)情報をつくり、伝える

(2)情報化社会を生きる

5.国土の環境を守る
(1)環境とわたしたちのくらし

(2)森林とわたしたちのくらし
(3)自然災害から人々を守る

1.わが家にズームイン
(1)家庭生活と家族を見つめよう

(2)団らんのための仕事から始めよう
(3)家庭生活を工夫しよう

2.おいしい楽しい調理の力
(1)料理の作り方を考えよう

(2)ゆでる調理をしよう
(3)工夫しておいしい料理にしよう

3.ひと針に
心をこめて

(1)針と糸を使って
できることを探そう

(2)手ぬいにトライ
(3)手ぬいのよさを生かそう

6.物を生かして住みやすく
(1)身の回りの物や

生活の場を見つめよう
(2)身の回りをきれいにしよう

(3)物を生かして
快適に生活しよう

5.めざそう買い物名人
(1)お金の使い方を

みつめよう
(2)買い物名人になろう

(3)買い物名人として
生活しよう

行事・
社会
見学等

自然学舎
（和歌山県）

自然学舎
（和歌山県・鳥取県）

ダイハツ
・ヒューモビリティ
ワールド見学

No.1-4 エコスタッフの出前授業
① 天ぷら油から石鹸を作ろう
② 新聞紙マイバッグづくり
③ 牛乳パックの小物入れ

No.1-4 スターウォッチング
No. 2-9 国立天文台
出張授業「ふれあい天文学」
貸出機材「ダジックアース」

4.食べて元気！ご飯とみそ汁
(1)毎日の食事を見つめよう

(2)なぜ食べるのか考えよう
(3)毎日の食生活に

生かそう

7.ミシンにトライ！
手作りで楽しい生活
(1)布で作られた物の

良さを見つけよう
(2)ミシンにトライ！

(3)作品を楽しく使おう

No.2-1 サントリー 水育食
NO.2-8不二製油×放課後
NPOアフタースクール『食育
プロジェクト』
① 地球環境と私たちの食

No.1-10 猪名川河川レンジャー 防災
No. 2-10 公益社団法人地盤工学会関西
支部の出前授業 ①理科の単元学習
No.2－11日本科学未来館の遠隔授業「地
震の国で生き残れ！」
貸出機材「ダジックアース」

No.1-12 気候のはなしをきこう
No.2-5 JALそらエコ教室
貸出機材「ダジックアース」

No.1-7-③ 大阪ガスのエコクッキング
NO.2-8不二製油×放課後NPOアフ
タースクール『食育プロジェクト』

-① 地球環境と私たちの食
-② 大豆おやつ作り

No.2-2 阪神高速道路出前授業

No.1-4ｰ④エコスタッフ フードマイレージ
NO.2-8不二製油×放課後NPOアフタース
クール『食育プロジェクト』-② 大豆おやつ
作り

池田市地域まるごと環境学習 令和４（2022）年度 環境出前授業カレンダー
【参考】各出前授業と教科・単元の関連付けの例／５年 ※記載した活用例は一例です（下記の教科で実施する必要はありません）。学校の取り組みにあわせてご検討いただき、自由にご活用ください。

※出前授業の詳しい内容は、出前授業一覧をご覧ください。

小学校

●夏休みイベント

http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/tenpurasekken
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0
https://prc.nao.ac.jp/delivery/
https://prc.nao.ac.jp/delivery/
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%B8%E5%87%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%80%8C%E3%83%80%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%8D%ef%bc%88%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB4%E6%AC%A1
https://mizuiku.suntory.jp/class/
https://npoafterschool.org/shokuiku/daizu/
https://npoafterschool.org/shokuiku/daizu/
http://www.iranger.jp/
http://www.jgskb.jp/kouhou/demae/
http://www.jgskb.jp/kouhou/demae/
http://www.jgskb.jp/kouhou/demae/
https://www.kikonet.org/theme/archive/projectclimate.pdf
https://www.jal.com/ja/csr/soraiku/
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%B8%E5%87%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%80%8C%E3%83%80%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%8D%ef%bc%88%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB4%E6%AC%A1
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%82%AC%E3%82%B9%e3%80%80%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0
https://npoafterschool.org/shokuiku/daizu/
https://hanshin-exp.co.jp/company/skill/library/other/60003.html
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%ef%bd%9e%E9%A3%9F%E3%81%A8%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82
https://npoafterschool.org/shokuiku/daizu/


夏

休

み

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

理科

社会

家庭

６
年
生

行事・
社会
見学等

冬

休

み

自由研究

1.ものの燃え方

2.植物の成長と日光の関わり

3.体のつくりとはたらき

5.生物どうしの関わり

自由研究

6.月と太陽

8.土地のつくりと変化

7.水溶液の性質

9.てこの働き

10.電気の性質とその利用

11.生物と地球環境

1.日本のあゆみ
(1)大昔のくらしと国の統一

(2)貴族の政治とくらし
(3)武士による政治の始まり

2.私たちのくらしと政治

(1)私たちの願いと政治の働き

(2)私たちの暮らしと憲法

3.世界の中の日本と私たち

(1)日本とつながりの深い国々

(2)国際連合のはたらきと
日本人の役割

8.私の仕事と生活時間
(1)家庭の仕事を

していますか
(2)時間の使い方を
工夫しよう
(3)工夫して家庭の仕事を続けよう

10.夏を涼しくさわやかに
(1)夏の生活を見つめよう

(2)快適な住まい方や
着方をしよう
(3)夏の生活を

工夫しよう

11.思いを形に
生活に役立つ布製品
(1)目的に合った形や
大きさとぬい方を考えよう

(2)工夫して作ろう
(3)衣生活を豊かにしていこう

12.任せてね今日の食事
(1)１食分の献立を工夫しよう

(2)家族が喜ぶ食事を作ろう
(3)楽しく食事をするために
工夫しよう

13.冬を明るく暖かく
(1)冬の生活を見つめよう

(2)快適な住まい方や
着方をしよう

(3)冬の生活を工夫しよう

臨海学舎
（鳥取県）

修学旅行
（広島県・山口県）

修学旅行
（広島県・山口県）

No.1-4 スターウォッチング
No. 2-9 国立天文台出張授業「ふれあい天文学」
貸出機材「ダジックアース」
No.2－11日本科学未来館の遠隔授業「月開発会議へ
ようこそ～あなたの選択が未来をつくる～」No.1-2 この木なんの木

No.1-8 パナソニック ①あかりのエ
コ教室 ② エコと太陽光発電教室
No.1-9かんでん電気教室
NO.2-7 産業総合研究所関西セン
ターの実験授業①燃料電池実験教室
No.2－11日本科学未来館の遠隔授業
「どうする？これからの電気」

9.朝食から
健康な1日の生活を

(1)毎日の朝食をふり返ろう
(2)炒めて朝食のおかずを作ろう

(3)朝食から健康な
生活を始めよう

14.あなたは家庭や地域の宝物
(1)家族の一員として

家庭や地域でできること
(2)心のつながりを深めよう

(3)もっとかがやく
これからの私たち

4.植物の成長と水の関わり

(4)今に伝わる室町の文化と人々のくらし

(5)天下統一と江戸幕府

(6)江戸の社会と文化・学問

(7)明治の新しい国づくり

(8)国力の充実をめざす日本と国際社会

(9)アジア・太平洋に広がる戦争

(10)新しい日本へのあゆみ

No.1-6 「考えよう！地球温暖化とエネルギー」
No.1-11 コンセントの向こう側
No.3-1 エコワットの貸し出し

No.1-4ｰ④エコスタッフ フードマイレージ
No.1-7-③ 大阪ガスのエコクッキング
NO.2-8不二製油×放課後NPOアフタースクール
『食育プロジェクト』

-① 地球環境と私たちの食
-② 大豆おやつ作り

No.2-6 「JICA国際協力出前講座」
No.2－11日本科学未来館の遠隔授業
SDGsワークショップ「気候変動から世
界を守れ！」

No.1-10ｰ② 猪名川河川レン
ジャー環境保全

。

No. 2-10 公益社団法人地盤工学
会関西支部の出前授業 ①理科
の単元学習②防災教育のための
模型実験
No.2－11日本科学未来館の遠隔
授業「地震の国で生き残れ！」
貸出機材「ダジックアース」

池田市地域まるごと環境学習 令和４（2022）年度 環境出前授業カレンダー
【参考】各出前授業と教科・単元の関連付けの例／６年 ※記載した活用例は一例です（下記の教科で実施する必要はありません）。学校の取り組みにあわせてご検討いただき、自由にご活用ください。

※出前授業の詳しい内容は、出前授業一覧をご覧ください。小学校

●夏休みイベント

http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0
https://prc.nao.ac.jp/delivery/
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%B8%E5%87%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%80%8C%E3%83%80%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%8D%ef%bc%88%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB4%E6%AC%A1
https://www.miraikan.jst.go.jp/resources/courses/remotelecture/
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E3%81%93%E3%81%AE%E6%9C%A8%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%AE%E6%9C%A8
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%e3%80%80%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%81%A8%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%95%99%E5%AE%A4
https://panasonic.co.jp/ls/company/education/teaching/index.html
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%e3%80%80%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%81%A8%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%95%99%E5%AE%A4
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E9%96%A2%E8%A5%BF%E9%9B%BB%E5%8A%9B%e3%80%80%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%A7%E3%82%93%E9%9B%BB%E6%B0%97%E6%95%99%E5%AE%A4
https://www.aist.go.jp/kansai/ja/collabo/science_tuition.html
https://www.miraikan.jst.go.jp/resources/courses/remotelecture/
http://osaka-midori.jp/ondanka-c/panf/douga/index.html
https://www.kikonet.org/theme/archive/projectclimate.pdf
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%ef%bd%9e%E9%A3%9F%E3%81%A8%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%82%AC%E3%82%B9%e3%80%80%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0
https://npoafterschool.org/shokuiku/daizu/
https://www.jica.go.jp/kansai/enterprise/kaihatsu/demae/index.html
https://www.miraikan.jst.go.jp/resources/courses/remotelecture/
http://www.iranger.jp/
http://www.jgskb.jp/kouhou/demae/
https://www.miraikan.jst.go.jp/resources/courses/remotelecture/
http://marukan.ikeda-ecomuseum.org/archives/work/%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%B8%E5%87%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%80%8C%E3%83%80%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%8D%ef%bc%88%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB4%E6%AC%A1
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