
教科他/月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

国語

「いい　てんき」

「さあ　はじめよう」「おは
なし　たのしいな」

「あつまって　はなそう」

「えんぴつと　なかよし」

「どうぞ　よろしく」

「なんて　いおうかな」

「こんな　もの　みつけた
よ」

「うたに　あわせて　あい
うえお」（以上６教材で）

「つづけよう①」「こえに
だして　よもう」

「ききたいな，ともだちの
はなし」

「たのしいな，ことばあそ
び」

「はなの　みち」

「としょかんへ　いこう」

「かきと　かぎ」

「ぶんを　つくろう」

「ねこと　ねっこ」

「わけを　はなそう」

「おばさんと　おばあさ
ん」

「くちばし」

「おもちやと　おもちゃ」

「あいうえおで　あそぼ
う」

「おおきく　なった」

「おおきな　かぶ」

「『はをへ』を　つかおう」

「すきな　もの，なあに」

「おむすび　ころりん」

「としょかんと　なかよし」

「こんな　ことが　あった
よ」

「つづけよう②」「こえに
だして　よもう」

「ききたいな，ともだちの
はなし」

「たのしいな，ことばあそ
び」

「おはなしを　たのしも
う」「やくそく」

「かたかなを　みつけよ
う」

「よんで　たしかめよう」
「うみの　かくれんぼ」

「かずと　かんじ」

「おもいうかべながら　よ
もう」「くじらぐも」

「しらせたいな，見せたい
な」

「まちがいを　なおそう」

「ことばを　たのしもう」

「かん字の　はなし」

「せつめいする　文しょう
を　よもう」「じどう車くら
べ」★【調・発】

「じどう車ずかんを　つく
ろう」

「かたかなを　かこう」

「ともだちの　こと，しら
せよう」

「本は　ともだち」「むかし
ばなしを　よもう」「おか
ゆの　おなべ」

「ものの　名まえ」

「わらしべちょうじゃ」

「日づけと　よう日」

「てがみで　しらせよう」

「つづけよう③」「こえに
出して　よもう」

「ききたいな，ともだちの
はなし」

「たのしいな，ことばあそ
び」

「すきな　ところを　見つ
けよう」「たぬきの　糸車」
「かたかなの　かたち」

「ことばを　見つけよう」

「くらべて　よもう」「どう
ぶつの　赤ちゃん」★【調・
発】

「これは，なんでしょ」

「よんで　かんじた　こと
を　はなそう」「ずうっと，
ずっと，大すきだよ」

「にて　いる　かん字」

「いい　こと　いっぱい，一
年生」

書写

1「はじめに」 2「ひらがなのかきかた」 2「ひらがなのかきかた」 2「ひらがなのかきかた」

「すきな　もの，なあに〔こ
くご〕」

2「ひらがなのかきかた」

「よこがきの　かきかた
〔せいかつ〕」

3「かたかなのかきかた」

4「かん字のかきかた」

4「かん字のかきかた」 4「かん字のかきかた」
「よこがきの　かきかた
〔さんすう〕」
「ことばを　たのしもう〔こ
くご〕」
「かん字　ずかん」

5「まとめ」

「書きぞめ」

5「まとめ」 5「まとめ」

算数

「くらべた　ことが　ある
かな」「おおいのは　どち
らかな」

1『なかまづくりと　かず』

1『なかまづくりと　かず』

2『なんばんめ』

「どのように　かわるか
な」

「しあげよう」

「かずを　さがそう」

3『あわせて　いくつ　ふ
えると　いくつ』

4『のこりは　いくつ　ちが
いは　いくつ』

4『のこりは　いくつ　ちが
いは　いくつ』

5『どちらが　ながい』

6『わかりやすくせいりし
よう』

7『10より　おおきい　か
ず』

8『なんじ　なんじはん』

9『3つの　かずの　けい
さん』

10『どちらがおおい』
11『たしざん』
「さんすうのうとを　つく
ろう」

12『かたちあそび』

13『ひきざん』

13『ひきざん』

「どんな　けいさんに　な
るのかな?」

「けいさんぴらみっど」

14『おおきい　かず』 14『おおきい　かず』

15『どちらが　ひろい』

16『なんじなんぷん』

「ビルを　つくろう」

17『たしざんと　ひきざ
ん』

18『かたちづくり』

『1ねんの　ふくしゅう』

生活
（生き物やその成長
をカメラで撮る）

『がっこう　だいすき』 『きれいに　さいてね』 『きれいに　さいてね』 『なつが　やって　きた』 『いきものと　なかよし』

『たのしい　あき　いっぱ
い』

『たのしい　あき　いっぱ
い』

『じぶんで　できるよ』 『じぶんで　できるよ』 『ふゆを　たのしもう』

★つくろうあそぼう（プロ
グラミング「viscuit」）

『もう　すぐ　2ねんせい』 『もう　すぐ　2ねんせい』

音楽

1『うたって　おどって　な
かよく　なろう』

「セブン　ステップス」
「チェッ　チェッ　コリ」「ひ
らいた　ひらいた」（共）

2『はくを　かんじとろう』

「さんぽ」「じゃんけんぽ
ん」

3『はくに　のって　リズム
を　うとう』

「しろくまの　ジェンカ」
「かたつむり」（共）「ぶん
ぶん　ぶん」「うみ」（共）

4『みの　まわりの　おと
に　みみを　すまそう』

5『どれみと　なかよく
なろう』

「みつばちハニーの　ぼう
けん」「ひのまる」（共）

6『せんりつで　よびかけ
あおう』

「こうしんきょく」

7『がっきと　なかよく
なろう』

「シンコペーテッド　クロッ
ク」

8『ようすを　おもいうか
べよう』

「きらきらぼし」「はる　な
つ　あき　ふゆ」

9『にほんの　うたを　た
のしもう』

「さんちゃんが」「おおなみ
こなみ」「おちゃらか　ほ
い」

10『みんなで　あわせて
たのしもう』

「あいあい」「こいぬの
マーチ」「ラデツキー　こう
しんきょく」

巻末「うたいつごう　にほ
んの　うた」
「みんなで　たのしく」

図工

「かきたいもの　なあに」 「ぺったんコロコロ」
「ひもひも　ねんど」

「ちょきちょき　かざり」
「かみざら　コロコロ」

「のって　みたいな　いき
たいな」

「ひらひら　ゆれて」 「ごちそう　パーティー　は
じめよう！」
「でこぼこはっけん」

「カラフル　いろみず」
「すなや　つちと　なかよ
し」

「いっぱいつかってなにし
よう」
「かざって　なに　いれよ
う」

「ならべて　ならべて」
「やぶいたかたちから　う
まれたよ」

「いろいろな　かたちの
かみから」
「おって　たてたら」

「うつしたかみから」

体育

「すたあとぶっく」
「からだほぐしのうんど
う」
「おにあそび」
「かけっこ・リレーあそび」

「おにあそび」
「かけっこ・リレーあそび」
「こていしせつあそび」

「かけっこ・リレーあそび」
「こていしせつあそび」
「マットあそび」
「水あそび」

「マットあそび」
「水あそび」

「リズムあそび」
「かけっこ・リレーあそび」

「かけっこ・リレーあそび」
「ひょうげんあそび」
「てつぼうあそび」
「ボールなげゲーム」

「ボールなげゲーム」
「いろいろなうごきあそ
び」　　　　　　「とびばこあ
そび」

「いろいろなうごきあそ
び」
「おにあそび」

「いろいろなうごきあそ
び」
「ボールけりゲーム」

「いろいろなうごきあそ
び」
「おにあそび」

「おにあそび」

道徳

1「ようこそ，一ねんせ
い」

2「じゅぎょうが　はじ
まりますよ」

3「あいさつ」
4｢がっこうにはね｣
5｢きを　つけて｣

6｢はしの　うえの　お
おかみ｣
7｢ハムスターの　あか
ちゃん｣
8｢みんないっしょ｣
9｢うかんだ　うかん
だ｣

10｢ぼくの　あさがお｣
11｢にじが　でた｣

12｢みんな　だれかに｣
13｢ぼくの　しごと｣
14｢どきどき　どっき
んぐ｣
15｢ぼくと　シャオミ
ン｣

16｢ダメ｣
17｢こころはっぱ｣
18｢かぼちゃの　つる｣
19｢こぐまの　らっぱ｣

20｢よりみち｣
2１｢かやねずみの　お
かあさん｣
22｢どんぐり｣
23｢みつけて　みよ
う｣

24｢はなばあちゃんが
わらった｣
25｢おうだんほどう
で｣

26｢みんなの　ボー
ル｣
27｢ええところ｣
28｢それって，おかし
いよ｣

29｢二わの　ことり｣
30｢ぼくの　はな　さ
いたけど｣
31｢いのちが　あって
よかった｣
32「あのね」

33｢ぼくの　しろくま｣
34｢もう すぐ 二ねん
せい｣
○｢いたずらがき｣
〈適宜〉

特別活動

「１年生になって」
「楽しい給食」
「避難のしかた」
「図書室の使い方」

「たてわり班で仲良くしよ
う」
「掃除当番をしよう」
「全校遠足を成功させよ
う」　　　　　　　　　　　「図
書室の使い方」

「整理整頓しよう」
「学級の仕事をよりよくし
よう」

「夏休みの過ごし方を考え
よう」
「六小まつりを成功させ
よう」

「２学期のめあてを考えよ
う」
「災害が起きたら」
「音楽会を成功させよう」

 「運動会のめあてを考え
よう」

「いじめについて考えよ
う」

「冬休みの過ごし方を考え
よう」

「３学期のめあてを考えよ
う」

「６年生を送る会の準備を
しよう」

「もうすぐ２年生」
「入学式の準備をしよう」
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