
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

「じゅんばんに　ならぼう」
1「おはなしを　読み，やく
にわかれて　音読しよう」
「ふきのとう」
「本は　ともだち」「図書館
たんけん」
「春が　いっぱい」
「きょうの　できごと」
「ともだちを　さがそう」

「いなばの　白うさぎ」
2「じゅんじょに　気をつ
けて　読もう」「たんぽぽ
の　ちえ」「[じょうほう]
じゅんじょ」
「かんさつ名人に　なろ
う」
「同じ　ぶぶんを　もつ
かん字」

「うれしい　ことば」
「かん字の　ひろば①」
3「お話を　読んで，しょう
かいしよう」「スイミー」
「かたかなの　ひろば」
「[じょうほう]メモを　と
る　とき」
「こんな　もの，見つけた
よ」★発表　見つけたもの
カメラ「[コラム]丸，点，
かぎ」

「あったらいいな，こんな
もの」
「夏が　いっぱい」
「本はともだち」「お気に
入りの本をしょうかいし
よう」「ミリーのすてきな
ぼうし」

「雨のうた」
「ことばでみちあんない」
「かん字のひろば②」
4「読んで考えたことを
話そう」「どうぶつ園の
じゅうい」
「ことばあそびをしよう」
「なかまのことばとかん
字」
「かん字のひろば③」

1「そうぞうしたことを，音
読げきであらわそう」「お
手紙」
「主語と述語に　気をつけ
よう」
「かん字の読み方」
「秋がいっぱい
「そうだんにのってくださ
い」

2「せつめいのしかたに
気をつけて読み，それを
いかして書こう」「馬のお
もちゃの作り方」「おも
ちゃの作り方をせつめい
しよう」★発表　おもちゃ
の写真カメラ
「かたかなで書くことば」
「せかい一の話」
「かん字の広場④」

3「自分とくらべて，かん
そうを書こう」「わたしは
おねえさん」
「お話のさくしゃになろ
う」
「冬がいっぱい」

「詩の楽しみ方を見つけ
よう」「ねこのこ」
「おとのはなびら」「はん
たいことば」
「にたいみのことば，はん
たいのいみのことば」
「かん字の広場⑤」
4「だいじなことばに気を
つけて読み，分かったこ
とを知らせよう」「おに
ごっこ」「[じょうほう]本
でのしらべ方」
「ようすをあらわすこと
ば」

「見たこと，かんじたこと」
「楽しかったよ，二年生」
「カンジーはかせの大はつ
めい」
「ことばを楽しもう」
5「読んで，かんじたこと
をつたえ合おう」「スーホ
の白い馬」

「すてきなところをつたえ
よう」

書写

1「いつも　気をつけよう」
2「点や　画の組み立て」

2「点や　画の組み立て」 2「点や　画の組み立て」 「げんこう用紙に　書く
とき〔こくご〕」

2「点や　画の組み立て」 2「点や　画の組み立て」 3「字の　形」 「ことばを　楽しもう〔こく
ご〕いろはうた」
「かん字　図かん」
「書きぞめ」

4「まとめ」 4「まとめ」
「やってみよう　しょうた
いじょうの書き方〔せいか
つ〕」
「やってみよう　わすれも
のゼロ作せん」

「しりょう」
「もっと知りたい　えんぴ
つのひみつ」

算数

「学びのとびら」

1『わかりやすく　あらわ
そう』

2『たし算の　しかたを考
えよう』

2『たし算の　しかたを考
えよう』

3『ひき算の　しかたを考
えよう』

「どんな　計算に　なるの
かな？」

4『長さを　はかって　あ
らわそう』

4『長さを　はかって　あ
らわそう』

5『100より　大きい　数
を　しらべよう』

6『水の　かさを　はかっ
て　あらわそう』

6『水の　かさを　はかっ
て　あらわそう』

7『時計を　生活に　生か
そう』

8『計算の　しかたを　く
ふうしよう』

9『ひっ算の　しかたを
考えよう』

10『さんかくや　しかくの
形を　しらべよう』

10『さんかくや　しかくの
形を　しらべよう』

11『新しい　計算を　考え
よう』

11『新しい　計算を　考え
よう』

「九九ビンゴ」

12『九九を　つくろう』

12『九九を　つくろう』 13『1000より　大きい
数を　調べよう』

14『長い　長さを　はかっ
て　あらわそう』

14『長い　長さを　はかっ
て　あらわそう』

15『図を　つかって　考え
よう』

16『分けた　大きさの　あ
らわし方を　しらべよう』
⑤

17『はこの　形を　しらべ
よう』

17『はこの　形を　しらべ
よう』

「計算ピラミッド」

「２年の　ふくしゅう」

生活

『春だ　今日から　2年生』
『ぐんぐん　そだて　わた
しの　野さい』

『ぐんぐん　そだて　わた
しの　野さい』　★カメラ
『どきどき　わくわく　ま
ちたんけん』

『どきどき　わくわく　ま
ちたんけん』
『生きもの　なかよし　大
作せん』

『生きもの　なかよし　大
作せん』　★カメラ

『うごく　うごく　わたしの
おもちゃ』★プログラミン
グＶｉｓｃｕｉｔ

『うごく　うごく　わたしの
おもちゃ』
『みんなで　つかう　まち
の　しせつ』
『もっと　なかよし　まち
たんけん』

『もっと　なかよし　まち
たんけん』
『つながる　広がる　わた
しの　生活』

『つながる　広がる　わた
しの　生活』

『あしたへ　ジャンプ』 『あしたへ　ジャンプ』 『あしたへ　ジャンプ』

音楽

1『音楽で　みんなと　つ
ながろう』
「小犬の　ビンゴ」「ロンド
ンばし」「かくれんぼ」（共）

2『はくの　まとまりを　か
んじとろう』
「たぬきの　たいこ」「ミッ
キーマウス　マーチ」「メヌ
エット」

3『ドレミで　あそぼう』
「ドレミの　うた」「かっこ
う」「かえるの　がっしょ
う」「ぷっかり　くじら」

4『せいかつの　中に　あ
る音を　楽しもう』
「虫の　こえ」（共）

5『リズムを　かさねて
楽しもう』
「この　空　とぼう」「いる
かは　ざんぶらこ」「山の
ポルカ」

6『くりかえしを　見つけ
よう』
「かねが　なる」「おまつり
の音楽」「トルコ　こうしん
きょく」

7『いろいろな　がっきの
音を　さがそう』
「だがっき　パーティー」

8『ようすを　おもいうか
べよう』
「あのね、のねずみは」「た
まごの　からを　つけた
ひなどりの　バレエ」（共）
「夕やけこやけ」「小ぎつ
ね」

9『日本の　うたで　つな
がろう』
「ずいずい　ずっころばし」
「なべ　なべ　そこ　ぬけ」

10『みんなで　あわせて
楽しもう』
「こぐまの　二月」「エン
ターテイナー」「はるが　き
た」（共）

巻末「歌いつごう　日本の
歌」
「みんなで楽しく」

図工

「はさみの　あーと」
「消防写生会」

「たのしくうつして」 「まどから　こんにちは」
「ともだちハウス」

「とろとろえのぐで　か
く」

「にぎにぎ　ねん土」 「ひかりの　プレゼント」 「ざいりょうから　ひらめ
き」
「つないで　つるして」

「わくわく　おはなしゲー
ム」

「しんぶんと　なかよし」
「わっかで　へんしん」

「音づくりフレンズ」 「くしゃくしゃ　ぎゅっ」

体育

「鬼遊び①」
「体つくりの運動遊び」

「かけっこ・リレーあそび
①」
「体つくりの運動遊び」
「固定施設遊び」

「ボール投げゲーム①」
「水あそび」
「マットあそび」

「水あそび」
「マットあそび」

「リズム遊び・フォークダ
ンス」
「かけっこ・リレーあそび
②」

「かけっこ・リレーあそび
②」
「鉄棒あそび」
「ボール投げゲーム②」

「ボール投げゲーム②」
「とびばこあそび」
「力試しの運動」

「力試しの運動」
「鬼遊び②」

「ボールけりゲーム」
「体ほぐしの運動」

「体ほぐしの運動」
「鬼遊び③」

「鬼遊び③」

道徳

1｢じぶんで　オッケー｣
2｢くまくんの　たから
もの｣
3｢ひかり小学校の　じ
まんはね｣

4「大すきな　フルーツ
ポンチ｣
5｢いそいで　いても｣
6｢ありがとう　りょう
たさん｣

7｢わすれられない　え
がお｣
8｢げんきに　そだて，
ミニトマト｣
9｢だって　おにいちゃ
んだもん｣
10｢ともだちやもん
な，ぼくら｣

11｢たんじょう日｣
12｢さかあがり でき
たよ｣

13｢まいごに　なった
赤ちゃんくじら」
14｢かむかむメ
ニュー｣15｢ひろい　せ
かいの　たくさんの人
たちと｣
16｢森の　ともだち｣

17｢きいろい　ベンチ｣
★モラル
18｢おれた　ものさし｣
19｢かっぱ　わくわく｣
20｢『あいさつ』って
いいな」

21｢ながい　ながい
つうがくろ｣
22｢ぼく｣
23｢さるへいと　立て
ふだ｣
24｢じぶんが　しんご
うきに｣

25｢七つの　ほし」
26｢『三くみ　大す
き』｣

27｢ゆきひょうの　ラ
イナ｣
28「学きゅうえんの
さつまいも｣
29｢ぼくは　『のび太』
でした｣

30｢金の　おの｣★モ
ラル
31｢いま，ぼくに　でき
る　こと｣
32｢かくした　ボール｣
33｢ガラスの　中の
お月さま｣

34｢わがままな　大
男｣
35｢まる子の　かぞく
への　しつもん｣
情報モラル「たん生日
カード」★

特別活動

「２年生になって」
「給食のルールを確認しよう」
「学級会オリエンテーション」

「たてわり班で仲良くしよう」
「図書室の使い方」

「衛生に注意」 「１学期を振る返り夏休みの過ごし
方を考えよう」
「夏の食の指導と健康」

「２学期のめあてを考えよう」
※栄養士さんによる講和

「災害が起きたら」
「運動会のめあてを考えよう」

「いじめについて考えよう」 「２学期を振る返り冬休みの過ごし
方を考えよう」
「冬の食の指導と健康」

「３学期のめあてを考えよう」
「展覧会を成功させよう」
「お正月の食べ物と食べ方」

「６年生を送る会の準備をしよう」
「あいさつをレベルアップしよう」

「もうすぐ３年生」
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