
令和2年度版『ひろがることば　小学国語　一・二年』複式学級年間指導計画（案） 教育出版　2019年10月

単元・教材のねらいと，「学習指導要領」に示された「指導事項」「言語活動例」から，あてはまるものを表示した。

△知識・技能　　思考・判断・表現(◇話すこと・聞くこと　　■書くこと　　□読むこと)　　☆他教科との関連

月

（時数）
一年 二年

単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

4(15) 上 なかよしの　き 3 □挿絵を見ながら気づいたことを話し，話を想

像しながら物語を楽しむとともに，国語学習へ

の関心や意欲をもつ。

△音節と文字との関係，アクセントによる語の

意味の違いなどに気づくとともに，姿勢や口

形，発声や発音に注意して話すこと。

□場面の様子や登場人物の行動など，内容の大

体を捉えること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○挿絵をもとに話を想像し，気づいたこと

を話し合う。

　・季節はいつか。

　・どんな場所か。

　・どんな動物がいるか。

　・どんなお話か。

　　あらすじを話し合う。

○場面から想像したことを話し合う。

○このお話で一番おもしろいところはどこ

か，話し合う。

上 ことばと　であおう

ちいさい おおきい（ど

んな よみかたを する

か かんがえて，こえに

出して　たのしもう。）

2 □■詩を体を動かしながら声に出して読んだ

り，日記を書いたりすることを楽しみ，国語学

習への意欲をもつ。

□体を動かしたり，声の大きさを工夫しなが

ら，楽しく読もう。

△言葉には，事物の内容を表すはたらきや，経

験したことを伝えるはたらきがあることに気づ

くこと。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

□場面の様子に着目して，登場人物の行動を具

体的に想像すること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○教師の範読を聞き，体を伸ばしたり声の

大きさを変化させたりしながら読む楽しさ

に気づく。

○生活班などの四人程度のグループで音

読・表現の仕方を話し合い，発表会を開

く。

上 たのしい　いちにち ２(◇２) ◇学校生活のさまざまな場面の挿絵をもとに，

挨拶の言葉を考え，場面に合わせた挨拶ができ

るようにする。

△音節と文字との関係，アクセントによる語の

意味の違いなどに気づくとともに，姿勢や口

形，発声や発音に注意して話すこと。

◇伝えたい事柄や相手に応じて，声の大きさや

速さなどを工夫すること。

◇紹介や説明，報告など伝えたいことを話した

り，それらを聞いて声に出して確かめたり感想

を述べたりする活動。

○挿絵では，みんなが笑顔であることに着

目し，楽しい一日を送るために大切なこと

を考える。

○挿絵をもとに，学校生活のさまざまな場

面での挨拶や言葉のかけ方を練習する。

・教室で教師に「はい」と返事をすると

き。

・地域のかたがいらっしゃったとき。

・職員室に入るとき。

・給食をいただくとき。

・謝るとき。

・帽子を拾ってもらったとき。

・さよならをするとき。

上 つづけて　みよう

　――日記――

４(■４) △長音，拗音，促音，撥音などの表記，助詞の

「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の

打ち方，かぎ（「 」）の使い方を理解して文

や文章の中で使うこと。また，平仮名及び片仮

名を読み，書くとともに，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

■経験したことや想像したことなどから書くこ

とを見つけ，必要な事柄を集めたり確かめたり

して，伝えたいことを明確にすること。

■日記や手紙を書くなど，思ったことや伝えた

いことを書く活動。

○日記がどのようなものか，日記には何を

書けばいいのかを知り，学習の見通しをも

つ。

・生活を振り返り，日記に書く材料を集め

る。

・「日記のたね」をもとに，書いてみたい

事柄を集める。

・付箋を表に整理し，書きたいことを選

ぶ。

○日記を書く。

○学習を振り返る。

＊書いた日記を一年生に読み聞かせるなど

して紹介する。
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単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 わたしの　なまえ ２(◇２) ◇自己紹介の場面の挿絵をもとに，話し方や聞

き方について話し合い，言語生活を広げる。

△音節と文字との関係，アクセントによる語の

意味の違いなどに気づくとともに，姿勢や口

形，発声や発音に注意して話すこと。

◇伝えたい事柄や相手に応じて，声の大きさや

速さなどを工夫すること。

◇紹介や説明，報告など伝えたいことを話した

り，それらを聞いて声に出して確かめたり感想

を述べたりする活動。

○学習のねらいと流れを知る。自分の名前

をカードに書き，自分の名前を友達に知ら

せる。

○紹介の仕方がわかり，学級のいろいろな

人とすすんで名前を紹介し合う。

＊二年生に自己紹介したり，モデルを示し

てもらったりする。

上

上 おはなし たくさん き

きたいな

2 □さまざまな本の読み聞かせをとおして，読書

への関心を高める。

△読書に親しみ，いろいろな本があることを知

ること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○教科書の挿絵を見て，知っている本につ

いて話し合う。

○絵本の読み聞かせを聞く。

○絵本の読み聞かせを聞き，好きな場面に

ついて，簡単な感想を発表する。

上 声の ものさしを つか

おう

３(◇３) ◇いろいろな場面で，話す声の大きさを考え

て，気をつけて話すことの大切さに気づく。

△音節と文字との関係，アクセントによる語の

意味の違いなどに気づくとともに，姿勢や口

形，発声や発音に注意して話すこと。

◇伝えたい事柄や相手に応じて，声の大きさや

速さなどを工夫すること。

◇紹介や説明，報告など伝えたいことを話した

り，それらを聞いて声に出して確かめたり感想

を述べたりする活動。

○いろいろな場面に合わせた声の大きさで

話すことを理解し，学習のねらいと流れを

つかむ。

○挿絵と照らし合わせながら教材文を読

み，学習の大体をつかむ。

○場面について，「声のものさし」のどこ

にあたるか考え，実際に話しながら，「も

のさし」の数値と実際の声の大きさを実感

的に捉える。

○「声のものさし」に合わせて声を出す。

○場面の声の大きさやその理由を話し合

い，生活の他の場面を想定し合って，｢声の

ものさし｣をいつも心の中にもっているよう

意識する。

○「書くとおなじでも，読むとちがうこと

ば」を読み，アクセントの違う言葉を集

め，文を作って比べ合う。

○学習を振り返る。

＊学んだことを一年生に伝えたり見本を見

せたりするとともに，学級の約束を確認す

る。

上 こえの おおきさ どれ

くらい

１(◇１) ◇挿絵をもとに，場面に応じた話し声の大きさ

を意識する。

◇伝えたい事柄や相手に応じて，声の大きさや

速さなどを工夫すること。

◇紹介や説明，報告など伝えたいことを話した

り，それらを聞いて声に出して確かめたり感想

を述べたりする活動。

○教科書の挿絵からどういう場面か，声の

大きさはどれくらいがよいか，話し合う。

○実際に声の大きさを考えて話してみる。

・授業中，校内の廊下を歩くとき。

・隣の人と話し合うとき。

・学級で話し合うとき。

・校庭で遠くの友達を呼ぶとき。

上
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単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 かいて　みよう 3 △正しい鉛筆の持ち方，正しい姿勢に気をつけ

て線をなぞったり文字を書いたりする。

○文字を書くときの正しい姿勢と鉛筆の持

ち方を知る。

○提出されている言葉を読んだり，挿絵と

言葉を対応させたりして平仮名を練習す

る。

上 一 とうじょう人物の

した ことに 気を つ

けて　読もう

「えいっ」

□登場人物の様子を思い浮かべながら読み，く

まの子になったつもりで音読する。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

□場面の様子や登場人物の行動など，内容の大

体を捉えること。

□場面の様子に着目して，登場人物の行動を具

体的に想像すること。

◇紹介や説明，報告など伝えたいことを話した

り，それらを聞いて声に出して確かめたり感想

を述べたりする活動。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

◯単元とびらを読んで学習の見通しをも

つ。

○くまのとうさんが「えいっ。」と言った

あとに起こることで，くまの子が驚いてい

ることを確認する。

○登場人物の様子を想像する。

・場面ごとに順番に，くまのとうさんの行

動とくまの子の気持ちをノートに整理す

る。

○くまのとうさんが「なるほど。」と言っ

たのはなぜだと思うか，友達と話し合う。

○このお話のおもしろいところを紹介し合

う。

○単元の学習を振り返る。

上 こえを あわせて あい

うえお

1 ◇『こえを あわせて あいうえお』を，姿勢

や口形，声の大きさや速さなどに注意してはっ

きりした発音で読む。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

◇伝えたい事柄や相手に応じて，声の大きさや

速さなどを工夫すること。

◇紹介や説明，報告など伝えたいことを話した

り，それらを聞いて声に出して確かめたり感想

を述べたりする活動。

○『こえを あわせて あいうえお』を，

教師のあとについて音読する。

○『こえを あわせて あいうえお』を音

読し，リズムのよさや声を合わせる楽しさ

を味わう。

上 あいうえお １(◇１) △母音や簡単な平仮名の読み方，書き方を理解

する。

△音節と文字との関係，アクセントによる語の

意味の違いなどに気づくとともに，姿勢や口

形，発声や発音に注意して話すこと。

○挿絵を参考にしながら，「あいうえお」

で始まる言葉を見つけ，声に出して読む。

○姿勢・鉛筆の持ち方に気をつけて，平仮

名を丁寧に書く。
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単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 みつけて はなそう，た

のしく　きこう

３(◇３) ◇挿絵から見つけた話題にそって話し，相手の

話題に対して，簡単なことを尋ねたり，応答し

たりする。

△言葉には，事物の内容を表すはたらきや，経

験したことを伝えるはたらきがあることに気づ

くこと。

◇互いの話に関心をもち，相手の発言を受けて

話をつなぐこと。

◇尋ねたり応答したりするなどして，少人数で

話し合う活動。

○組みになったり，二人の組み合わせを変

えたりして，いろいろな話題で話し合う。

上 かき，かぎ ２(■１) △清音と濁音，半濁音の違いを理解して，正し

く読んだり書いたりし，主語と述語の関係や文

の終わりに句点がつくことを理解し，正しく文

を書く。

■簡単な物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○挿絵と言葉を対応させながら，清音・濁

音・半濁音の言葉を声に出して読む。

○主語・述語に気をつけて，文を書き，文

の終わりに句点（。）をつける。

上 ことばを　あつめよう 2 △言葉には意味による語句のまとまりがあるこ

とに気づき，つながる言葉を考えて読んだり，

書いたりする。

○挿絵を見ながら，提示された言葉を読

む。

○書き順に気をつけながら新出文字を練習

する。

○新出の平仮名の書き方を理解し，正しく

書く。

5(24) 上 くまさんと ありさんの

ごあいさつ

3 □登場人物の様子を考えながら，楽しく音読す

る。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

□場面の様子や登場人物の行動など，内容の大

体を捉えること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

＊学年の人数によっては，二年生に音読を聞い

てもらう。

○短いお話の概要をつかんで，楽しく音読

する。

○登場人物の様子を想像しながら，工夫し

て音読する。

○音読を発表したり，友達の音読を聞いた

りして，音読を楽しむ。

上 ひろい　公園 ２(◇２) ◇質問を落とさないように聞き，絵から答えを

探す。

△共通，相違，事柄の順序など情報と情報との

関係について理解すること。

◇話し手が知らせたいことや自分が聞きたいこ

とを落とさないように集中して聞き，話の内容

を捉えて感想をもつこと。

◇尋ねたり応答したりするなどして，少人数で

話し合う活動。

○教材名とリード文を読み，公園の絵を見

ながら質問を聞くという学習の見通しをも

つ。

○質問を聞いて，絵から探す。

○伝言ゲームをする。

○学習を振り返る。
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単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 ねこ，ねっこ ２(■１) △促音の読み方と書き方を理解し，句読点の使

い方を理解する。

△長音，拗音，促音，撥音などの表記，助詞の

「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の

打ち方，かぎ（「 」）の使い方を理解して文

や文章の中で使うこと。また，平仮名及び片仮

名を読み，書くとともに，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

■簡単な物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○挿絵を見ながら，促音のついた言葉とつ

かない言葉を，読んだり書いたりする。

○助詞「は」の使い方，読点（，）や句点

（。）の書き方に気をつけて文を視写す

る。挿絵を参考に，簡単な敬体の文を考え

る。

・考えた文「○○は，～しました。」を

ノートに書く。

上 漢字の　ひろば　①

画と　書きじゅん

2 △漢字の画と筆順について理解し，正しく書

く。

△第二学年においては，学年別漢字配当表の第

二学年までに配当されている漢字を読むこと。

また，第一学年に配当されている漢字を書き，

文や文章の中で使うとともに，第二学年に配当

されている漢字を漸次書き，文や文章の中で使

うこと。

○「土」「日」の字は，それぞれ何画で書

くのかを考える。

○漢字の画や画数の意味を知り，「山」

「女」「糸」「右」「目」「馬」の画数

と，それぞれの一画めがどこかを話し合

う。

○これまでに学んだ漢字をもとに，画数に

ついての問題を作り，互いに答え合う。

○「書きじゅんのきまり」をもとに，筆順

の三つの原則について，考える。

○三つの原則とは異なる「とくべつな書き

じゅん」があることも，理解する。

○点画の長短，接し方や交わり方などに注

意して，筆順に従って正しく書く。

上 一年生で 学んだ 漢字

①

２(■２) △絵を見て想像したことをもとに，一年生で学

んだ漢字などを使って文を書く。

△第一学年に配当されている漢字を書き，文や

文章の中で使うこと。

■経験したことや想像したことなどから書くこ

とを見つけ，必要な事柄を集めたり確かめたり

して，伝えたいことを明確にすること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○絵の中の言葉として示されている漢字の

読み方を確認し，一年生のときの一年間の

できごとを振り返る。

○教科書の絵と言葉を参考に短文を作り，

句読点の打ち方に気をつけて書く。

○学習したことを振り返る。

上 ほんを　よもう 3 □読みたい本を探して読んだり，読んだ本につ

いて友達や先生に話したりして，読書を広げ

る。

△読書に親しみ，いろいろな本があることを知

ること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○教科書に紹介されている絵本の表紙や題

名を参考に読みたい本を選び，読み聞かせ

を聞いたり，自分で読んだりする。

○いろいろな本を読み，おもしろかったと

ころを友達と伝え合う。

＊二年生におすすめの本を紹介してもら

う。

上 二 じゅんじょに 気を

つけて 読み，つながり

を　見つけよう

すみれと　あり

13(■３) □ありとの関わりに気をつけながら，すみれが

仲間を増やす仕組みについて説明した文章を読

む。

△共通，相違，事柄の順序など情報と情報との

関係について理解すること。

□時間的な順序や事柄の順序などを考えなが

ら，内容の大体を捉えること。

□文章の中の重要な語や文を考えて選び出すこ

と。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

□事物の仕組みを説明した文章などを読み，わ

かったことや考えたことを述べる活動。

◯単元とびらを読んで学習の見通しをも

つ。

○書かれていることの大体を写真から確か

める。

○すみれの様子がどのように変わっていく

のか，ありがどんなことをするのか，順序

に気をつけて読み，表にまとめる。

○なぜ，題名が「すみれと あり」になっ

ているのか，友達と話し合う。

○この文章を読んで，おもしろいな，不思

議だなと思ったことを書く。

○書いた文章を，友達と読み合う。

○学習を振り返る。

5



単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 ことばを　つなごう ２(■１) △言葉には意味による語句のまとまりがあるこ

とに気づき，つながる言葉を考えて読んだり，

書いたりする。

△身近なことを表す語句の量を増し，話や文章

の中で使うとともに，言葉には意味による語句

のまとまりがあることに気づき，語彙を豊かに

すること。

■簡単な物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○挿絵を見ながら，提示された言葉を読

み，空欄にどんな文字が入れば言葉がつな

がるかを考える。

○新出の平仮名の書き方を理解し，正しく

書く。

上 たのしく　よもう　１

あいうえおの　うた

1 △様子を思い浮かべながら，リズムよく音読す

る。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

○言葉のまとまりや意味を考えたり，リズ

ムをつかんだりして，『あいうえおの う

た』を楽しく音読する。

○さまざまな形態で音読を楽しむ。

○『あいうえおの　うた』を視写する。

上 ごじゅうおん 1 △五十音表を見て，これまでに学んだ平仮名の

学習を振り返るとともに，五十音表の基本的な

特徴に気づく。

△平仮名及び片仮名を読み，書くとともに，片

仮名で書く語の種類を知り，文や文章の中で使

うこと。

○五十音表を見て，平仮名を縦に音読した

り，横に音読したりする。

○書きにくい平仮名や，まちがえやすい平

仮名を取り上げて練習する。

上 けむりの　きしゃ 5 □文章と挿絵を結びつけながら，場面の様子に

ついて人物の行動を中心に想像を広げながら読

む。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

□場面の様子や登場人物の行動など，内容の大

体を捉えること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○挿絵を見ながら全文を読み，感想を話し

合う。

○お話のあらすじをつかみ，各場面の挿絵

をもとに，あらすじを説明する。

○おじいさんの人柄を考える。

○空へ上っていくながれぼしと，それを見

ているおじいさんの，それぞれの言葉を想

像する。

○登場人物に手紙を書き，お互いに読み合

う。
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単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 のばす　おん 2 △長音の読み方と書き方を理解する。

△長音，拗音，促音，撥音などの表記を理解し

て文や文章の中で使うこと。

○長音の読み方や書き方を理解し，長音の

入ったいろいろな言葉を，読んだり書いた

りする。

○長音の入った詩をリズムよく読んだり，

視写したり聴写したりする。

6(33) 上 せんせい，あのね ２(■２) ■話し言葉がそのまま文になることを知り，先

生に話しかけるかたちの簡単な文章を書くとと

もに，敬体の文章に慣れるようにする。

△文の中における主語と述語との関係に気づく

こと。

■経験したことや想像したことなどから書くこ

とを見つけ，必要な事柄を集めたり確かめたり

して，伝えたいことを明確にすること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○挿絵をもとに見通しをもち，伝えたいこ

とを文に書くことを知る。

○伝えたいことを書く。

○「○○は，～へ □□ました。」の文例

を読み，ノートに視写しながら敬体の文章

に慣れる。

上 「言葉あそび」を しよ

う

3 △平仮名四十七文字を全て使った歌があること

を知り，音読する。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

△長く親しまれている言葉遊びを通して，言葉

の豊かさに気づくこと。

○「いろはうた」が，平仮名四十七文字を

一回ずつ使って作られていることを確か

め，声に出して五七五のリズムのよさを楽

しみながら読む。

○かぞえうたを知り，遊びながら読んだり

歌ったりする。

○家の人やお年寄りに遊び歌などを教わっ

て集め，友達と紹介し合いながら遊ぶ。

上 みんなに　はなそう ４(◇４) ◇身近なことや経験したことから話題を決め，

必要なことを思い出して，順序を考えて話す。

△丁寧な言葉と普通の言葉との違いに気をつけ

て使うとともに，敬体で書かれた文章に慣れる

こと。

◇身近なことや経験したことなどから話題を決

め，伝え合うために必要な事柄を選ぶこと。

◇紹介や説明，報告など伝えたいことを話した

り，それらを聞いて声に出して確かめたり感想

を述べたりする活動。

○挿絵を見て，学習のねらいや方法を知

る。身近なことや経験したことの中から，

どんなことを話すか，話題を考える。

○話したいことを絵に描き，それをもとに

二文程度の文を作り，話の準備をする。

○グループで発表し，感想やよいところを

伝える。

＊二年生に発表を聞いてもらったり，感想

を述べてもらったりする。

上 かたかなで　書く　言葉 3 △片仮名で書く言葉の種類を知り，正しく使い

分ける。

△長音，拗音，促音，撥音などの表記，助詞の

「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の

打ち方，かぎ（「 」）の使い方を理解して文

や文章の中で使うこと。また，平仮名及び片仮

名を読み，書くとともに，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

○学習内容を理解し，日常化への見通しを

もつ。

○片仮名で書く言葉の種類を知り，片仮名

で書く言葉を種類ごとに仲間に分ける。

○片仮名に習熟していない児童は，まちが

えやすい片仮名を書き順や形に気をつけて

書く練習をする。

○設問を読み，絵の中の言葉を仲間に分

け，片仮名で書く。

○設問を読み，絵の中から片仮名で書く言

葉を見つけ，適切な文を作る。

○片仮名で書く言葉には他にどのようなも

のがあるか，どう使うかを考え話し合う。

○学習したことを振り返る。
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単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 たのしく　よもう　２

がぎぐげごの　うた

1 △様子を思い浮かべながら，リズムよく音読す

る。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

○言葉の意味を考えながら，『がぎぐげご

の うた』をリズムよく楽しく音読する。

さまざまな形態で何度も音読する。

○『がぎぐげごの　うた』を視写する。

上 三 本 で し ら べ て

しょうかいしよう

図書館で 本を さがそ

う

2 □△登場人物のしたことや言ったこと，場面の

様子を読み，読書の世界を広げる。

△■図書館で本を探す方法を知り，生き物につ

いて調べたことからクイズを作る。

△図書館に行き，自分が調べたり読んだりした

いテーマの本を探して，読む。

△読書に親しみ，いろいろな本があることを知

ること。

□文章の中の重要な語や文を考えて選び出すこ

と。

□学校図書館などを利用し，図鑑や科学的なこ

とについて書いた本などを読み，わかったこと

などを説明する活動。

○図書館で本を探す方法を知り，本を探し

て読むという学習内容を捉え，学習の見通

しをもつ。

○図書館に行き，本を探す方法を知る。

○自分が調べたり，読んだりしたいテーマ

の本を探して，読む。

○学習を振り返る。

上 よく　みて　かこう ３(■３) ■身近なものを観察し，気づいたことを簡単な

絵や文で表し，書いたものを読み合って感想を

伝え合う。

△言葉には，事物の内容を表すはたらきや，経

験したことを伝えるはたらきがあることに気づ

くこと。

■経験したことや想像したことなどから書くこ

とを見つけ，必要な事柄を集めたり確かめたり

して，伝えたいことを明確にすること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○身近で育てている植物などをよく見て，

絵と文に書くことを知る。

○絵に色を塗ったり，文を読み返してまち

がいを直したりして，観察カードを完成さ

せる。

○お互いに書いたものを読み合う。

・「いいな」と思ったことを書いた人に伝

える。

上 「生きものクイズ」を

作ろう

６(■６) ■生き物について知りたいことを調べ，クイズ

を作る。

△共通，相違，事柄の順序など情報と情報との

関係について理解すること。

■経験したことや想像したことなどから書くこ

とを見つけ，必要な事柄を集めたり確かめたり

して，伝えたいことを明確にすること。

■自分の思いや考えが明確になるように，事柄

の順序にそって簡単な構成を考えること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○学習の見通しをもつ。

○クイズにしたい生き物を決め，調べる。

○「生きものクイズ」を作る。○作ったク

イズを読み返す。

○「生きものクイズ」を出し合う。

○学習を振り返る。

＊一年生にクイズを出すという目的をもっ

て，図書館で本を探したりクイズを作った

りする。

上 すずめの　くらし 6 □問いの文や写真に導かれながら，すずめにつ

いて説明した文章を読む。

△長音，拗音，促音，撥音などの表記，助詞の

「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の

打ち方，かぎ（「 」）の使い方を理解して文

や文章の中で使うこと。また，平仮名及び片仮

名を読み，書くとともに，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

□時間的な順序や事柄の順序などを考えなが

ら，内容の大体を捉えること。

□事物の仕組みを説明した文章などを読み，わ

かったことや考えたことを述べる活動。

○題名や写真から，すずめについての興味

を高めるとともに，学習への意欲をもつ。

○すずめについて知っていることを話し合

う。

○文章のまとまりごとに，写真や問いの文

を手がかりにしながら，『すずめの くら

し』を読む。

○鳥もしくは他の動物について書いた絵本

や図鑑を読み，初めて知ったことや不思議

に思ったことを紹介し合う。

＊二年生の「生きものクイズ」をイメージ

しながら，問いと答えの文章を読んだり，

生き物についての本を読んだりする。

上 漢字の　ひろば　②

なかまの　言葉と　漢字

2 △意味をもとに仲間に分けた漢字について理解

する。

△身近なことを表す語句の量を増し，話や文章

の中で使うとともに，言葉には意味による語句

のまとまりがあることに気づき，語彙を豊かに

すること。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○意味をもとに漢字を仲間に分けることに

ついて理解し，それぞれの漢字を関連づけ

て覚える。

○反対の意味の漢字を確かめ，あてはめ

る。

○学習したことを振り返る。
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単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 しゃ，しゅ，しょ 2 △様子を思い浮かべながら，リズムよく音読す

る。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

○清音と拗音との違いに気をつけて，拗音

や拗長音の言葉を正しく音読する。

○拗音や拗長音を含む言葉を視写したり，

言葉を集めたりする。

上 うれしく　なる　言葉 ４(◇２) △言葉が表す意味と，その言葉にこめられる気

持ちについて考え，話し合う。

△言葉には，事物の内容を表すはたらきや，経

験したことを伝えるはたらきがあることに気づ

くこと。

◇伝えたい事柄や相手に応じて，声の大きさや

速さなどを工夫すること。

◇尋ねたり応答したりするなどして，少人数で

話し合う活動。

○学校生活を振り返り，うれしかった言葉

を想起して「うれしくなる言葉」について

学ぶことへの見通しをもつ。

○心に残っている「うれしかった言葉」を

思い出してカードに書く。

○カードに書いたものをグループで見せ合

い，会話をしながらお互いの気持ちを伝え

合う。

○言葉によって相手や自分がどのような影

響を受けるのかを考え，学習をまとめる。

○学習したことを振り返る。

上 たのしく よもう ３

きゃきゅきょの　うた

1 △様子を思い浮かべながら，リズムよく音読す

る。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

○言葉の意味を考えながら，『きゃきゅ

きょの うた』をリズムよく楽しく音読す

る。さまざまな形態で何度も音読する。

○『きゃきゅきょの　うた』を視写する。

上 四 くりかえしに 気を

つけて，とうじょう人物

の　様子を　読もう

きつねの　おきゃくさま

17(■３) □繰り返し出てくる言葉に気をつけて読み，繰

り返しのあるお話を作る。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

□場面の様子に着目して，登場人物の行動を具

体的に想像すること。

□文章の内容と自分の体験とを結びつけて，感

想をもつこと。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり演じたりす

る活動。

○学習の見通しをもつ。

○「たしかめよう」の①②③の順序で，お

話が繰り返されていることを確かめる。

○それぞれの時のきつねの思いを確認す

る。

○きつねの性格を考えて，訳とともに文章

に書き，それをもとに話し合う。

○この話の好きな場面を発表する。

○学習を振り返る。

＊一年生におすすめの場面を紹介し，読み

聞かせをする。

上 しらせたい ことを か

こう

１２(■１２) ■身近なできごとや経験から知らせたいことを

選び，簡単な文章を書く。

△長音，拗音，促音，撥音などの表記，助詞の

「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の

打ち方，かぎ（「 」）の使い方を理解して文

や文章の中で使うこと。また，平仮名及び片仮

名を読み，書くとともに，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

■経験したことや想像したことなどから書くこ

とを見つけ，必要な事柄を集めたり確かめたり

して，伝えたいことを明確にすること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○挿絵をもとに単元の見通しをもち，伝え

たいことを文に書くことを知る。

○伝えたいことを決める。

○敬体で文を書くことを知る。

○伝えたい相手を決めて文章を書く。

○読み返し，交流する。

○読んだ作品のよいところを伝え合い，自

分のよさに気づく。
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単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 は，を，へ 1 △助詞の表記と語中の表記とを区別して理解す

る。

△長音，拗音，促音，撥音などの表記，助詞の

「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の

打ち方，かぎ（「 」）の使い方を理解して文

や文章の中で使うこと。また，平仮名及び片仮

名を読み，書くとともに，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

■簡単な物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○提示文を読んで，助詞の「は」「を」

「へ」の読み方と書き方を確かにする。

○助詞の「は」「を」「へ」を使って文を

作る。

＊二年生に作品を紹介し，感想を述べても

らう。

7(15) 上 としょかんへ　いこう 2 △図書館の基本的な利用方法を知り，興味のあ

る本を探したり，紹介し合ったりする。

△読書に親しみ，いろいろな本があることを知

ること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○図書館のはたらきや利用の仕方について

知る。

○読んだ本の中から気に入った本を一冊選

び，紹介し合う。

＊二年生に選んだ本を紹介する。

上 いなばの　しろうさぎ

＊関連する図書を読む。

7 △古くから伝わっている話を，興味をもって聞

き，場面の様子を想像する。

△昔話や神話・伝承などの読み聞かせを聞くな

どして，我が国の伝統的な言語文化に親しむこ

と。

○学習の見通しをもつ。

○絵を見て，どんなお話なのかを予想す

る。

○絵を見ながら，教師の音読を聞いて，場

面の絵をもとにお話を確かめる。

○昔話や神話・伝承の書かれた本を探して

読む。

○学習を振り返る。

＊一年生と一緒に図書館に行き読み聞かせ

をしてもらったり，本を選んだりする。

上 おはなしの　くに 2 △挿絵を見ながら昔話などに興味をもち，読書

をする。

□昔話などに興味をもち，読み聞かせを聞いた

り，読んだりする。

△読書に親しみ，いろいろな本があることを知

ること。

□場面の様子や登場人物の行動など，内容の大

体を捉えること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○挿絵からお話を見つけたり，読み聞かせ

を聞いたりする。

○読み聞かせを聞いたり，自分で本を探し

て読んだりする。

＊二年生と一緒に図書館に行き読み聞かせ

をしてもらったり，本を選んだりする。

上 「言葉のなかまさがし

ゲーム」を　しよう

3 △言葉が体系性をもって存在していることに気

づき，上位語・下位語の概念に基づいて，言葉

を探したりまとめたりすることができる。

△身近なことを表す語句の量を増し，話や文章

の中で使うとともに，言葉には意味による語句

のまとまりがあることに気づき，語彙を豊かに

すること。

◇尋ねたり応答したりするなどして，少人数で

話し合う活動。

○言葉が仲間ごとにまとめられるというこ

とを知り，学習活動に対する見通しをも

つ。

○「言葉のなかまさがしゲーム」を行うた

めの準備をする。

○前時に集めた言葉を用いて「言葉のなか

まさがしゲーム」の問題作りを行う。

○作った問題を他のグループと交換し，

「言葉のなかまさがしゲーム」を行う。

○学習したことを振り返る。
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単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 おおきな　かぶ 6 □繰り返しの展開を楽しみながら，場面の様子

について，登場人物の行動を中心に想像を広げ

て読む。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

□場面の様子や登場人物の行動など，内容の大

体を捉えること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○物語を概観し，学習の見通しをもつ。

・外国のお話。

・大きなかぶが出てくる。

・みんなで引き抜こうとしている。

○それぞれの場面を読んで，人物の行動を

中心に想像を広げ，お話の展開を楽しむ。

○最後の場面をもとに，物語全体について

感想をもつ。

上 えにっき ４(■４) ■身のまわりのできごとや経験したことを，絵

と文で表現する。

△長音，拗音，促音，撥音などの表記，助詞の

「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の

打ち方，かぎ（「 」）の使い方を理解して文

や文章の中で使うこと。また，平仮名及び片仮

名を読み，書くとともに，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

■自分の思いや考えが明確になるように，事柄

の順序にそって簡単な構成を考えること。

■日記や手紙を書くなど，思ったことや伝えた

いことを書く活動。

○学習のねらいと流れをつかむ。

○自分の書きたいことを選び，絵日記に書

く。

○書いた絵日記を読み合い，感想を伝え合

う。

上 「かんさつ発見カード」

を　書こう

４(■４) ■観察して同じところや違うところを見つけ，

「かんさつ発見カード」を書く。

△文の中における主語と述語との関係に気づく

こと。

△共通，相違，事柄の順序など情報と情報との

関係について理解すること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○学習の見通しをもつ。

○生活科の学習で継続して観察している動

植物などから書く対象を決める。

○新しく観察して気づいたことをメモに書

き出す。

○メモを組み立て表の上に並べてみる。

○これまでに書いた観察記録を比べ，同じ

ところと違うところに目を向ける。

○比べて気づいた点を「発見」として「か

んさつ発見カード」を書く。

○お互いに読み合う。

○学習を振り返る。

9(25) 上 なつの おもいでを は

なそう

５(◇５) ◇相手の話の内容を受けて話したり，自分から

すすんで話したりする。

△音節と文字との関係，アクセントによる語の

意味の違いなどに気づくとともに，姿勢や口

形，発声や発音に注意して話すこと。

◇身近なことや経験したことなどから話題を決

め，伝え合うために必要な事柄を選ぶこと。

◇話し手が知らせたいことや自分が聞きたいこ

とを落とさないように集中して聞き，話の内容

を捉えて感想をもつこと。

◇紹介や説明，報告など伝えたいことを話した

り，それらを聞いて声に出して確かめたり感想

を述べたりする活動。

○挿絵をもとに，学習の見通しをもつ。

○発表の準備をする。

○「夏の思い出発表会」をする。

＊二年生に発表を聞いてもらい質問や感想

を述べてもらう。

上 話したいな，聞きたい

な，夏休みのこと

５(◇５) ◇夏休みの思い出を，順序を考えて話す。

△音節と文字との関係，アクセントによる語の

意味の違いなどに気づくとともに，姿勢や口

形，発声や発音に注意して話すこと。

◇相手に伝わるように，行動したことや経験し

たことに基づいて，話す事柄の順序を考えるこ

と。

◇紹介や説明，報告など伝えたいことを話した

り，それらを聞いて声に出して確かめたり感想

を述べたりする活動。

○夏休みのできごとを順序を考えて話すと

いう学習の見通しをもつ。

○三人で組みになり，話す練習をする。

○クラスのみんなに話す。○学習を振り返

る。

＊一年生に発表を聞いてもらい質問や感想

を述べてもらう。
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単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 かたかなの　ことば 2 △身のまわりの片仮名で書く言葉や表記を理解

し，正しく書く。

△長音，拗音，促音，撥音などの表記，助詞の

「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の

打ち方，かぎ（「 」）の使い方を理解して文

や文章の中で使うこと。また，平仮名及び片仮

名を読み，書くとともに，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

○片仮名で書く言葉を見つけ，簡単な片仮

名を読んだり書いたりする。

○片仮名の文字や言葉を読んだり，書いた

りして，練習する。

上 漢字のひろば　③

二つの漢字で できてい

る言葉

2 △二つの漢字でできた言葉の構成について，問

題を解きながら確認し，二つの漢字のつながり

方を考える。

△第二学年においては，学年別漢字配当表の第

二学年までに配当されている漢字を読むこと。

また，第一学年に配当されている漢字を書き，

文や文章の中で使うとともに，第二学年に配当

されている漢字を漸次書き，文や文章の中で使

うこと。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○「小石」「大木」「白線」という言葉の

意味を考える。

○「子牛」の例をもとに「親鳥」「海水」

「人名」という言葉の読み方と意味を考

え，二つの漢字のつながり方を話し合う。

○「青空・夜空・夏空」，「朝市・朝日・

朝会」などの言葉の意味について話し合

う。

○「毛糸」を例に，二つの漢字をつないで

言葉を作り発表し合う。

○「同じ点数」は，「同点」という二つの

漢字でできた言葉になることを理解し，設

問に取り組む。

○二つの漢字を組み合わせて，いろいろな

言葉を作り，発表し合う。

上 一年生で学んだ漢字　② 2 △絵を見て想像したことをもとに，一年生で学

んだ漢字などを使って文を書く。

△第一学年に配当されている漢字を書き，文や

文章の中で使うこと。

△文の中における主語と述語との関係に気づく

こと。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○絵の中の言葉の読み方を確認する。

○教科書の絵と言葉を参考に，広場の様子

から想像できる短文を作る。

○主語と述語のつながりに気をつけて，絵

の中の言葉を使って二文以上が続くように

書き，発表し合う。

○学習したことを振り返る。

上 けんかした　山 6 □場面の様子を想像しながら，お話を読む楽し

さを味わう。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

□場面の様子や登場人物の行動など，内容の大

体を捉えること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○題名や挿絵をもとに，学習のねらいをつ

かむ

○山のしたことをもとに場面の様子を想像

する。

○物語でいちばんいいと思ったところ（心

に残ったところ）を見つけ，なぜそこがい

いと思ったのか考えて発表したりノートに

書いたりする。

○音読発表会の準備をする。

○音読発表会をする。

＊二年生に発表し，感想を述べてもらう。

また，人数によっては，音読の役割の中に

教師も入る。

上 五 したことや言ったこ

とから，登場人物の考え

を読もう

わにのおじいさんのたか

らもの

12(■４) □登場人物のしたことを思い浮かべながら読

み，登場人物に手紙を書く。

△言葉には，事物の内容を表すはたらきや，経

験したことを伝えるはたらきがあることに気づ

くこと。

□場面の様子に着目して，登場人物の行動を具

体的に想像すること。

□文章の内容と自分の体験とを結びつけて，感

想をもつこと。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり演じたりす

る活動。

○単元の見通しをもつ。

○どんなお話か確認する。

○登場人物の気持ちを想像する。

○おにの子は，どのような人物だと思う

か。

○お話のおもしろいと思ったところや，素

敵だなと思ったところを発表する。

○話し合ったことをもとに，おにの子か，

わにのおじいさんに手紙を書く。

○学習を振り返る。
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単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 （みんなで たのしく

よみましょう。）

2 △役割を決めてグループで音読する。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

□文章を読んで感じたことやわかったことを共

有すること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

上 はんたいのいみの言葉，

にたいみの言葉

2 △対義語や類義語があることを知り，身近な言

葉から対義語や類義語を集めることができる。

△身近なことを表す語句の量を増し，話や文章

の中で使うとともに，言葉には意味による語句

のまとまりがあることに気づき，語彙を豊かに

すること。

◇自分の思いや考えが明確になるように，事柄

の順序にそって簡単な構成を考えること。

○言葉には，反対の意味をもつものや，似

た意味をもつものがあることを知り，学習

活動に対する見通しをもつ。

○「はんたいのいみの言葉」にはどのよう

なものがあるかを考え，ペアになるカード

を作る。

○作ったカードを友達どうしで確かめ合

う。

○「にたいみの言葉」にはどのようなもの

があるのかについて考える。

○「にたいみの言葉」を分類したり，整理

したりして，気づいたことを話し合う。

○学習したことを振り返る。

上 かん字の　はじまり 3 △漢字には，絵からできたものとしるしからで

きたものがあることを理解する。

△第一学年においては，別表の学年別漢字配当

表の第一学年に配当されている漢字を読み，漸

次書き，文や文章の中で使うこと。

○漢字の成り立ちに関心をもち，「山」

「月」「木」の漢字を，正しく読んだり書

いたりする。

○「上」「下」の漢字を，正しく読んだり

書いたりする。

○示された漢字が，どの絵と対応するか確

かめ，漢字の由来を理解する。

上 だれが，たべたのでしょ

う

7 □問いの文と答えの文や写真と文の対応に気を

つけながら，動物の食べ跡について説明した文

章を読む。

△文の中における主語と述語との関係に気づく

こと。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

□時間的な順序や事柄の順序などを考えなが

ら，内容の大体を捉えること。

□事物の仕組みを説明した文章などを読み，わ

かったことや考えたことを述べる活動。

○題名を読んで，「誰が」「何を」食べた

のかを考えるなどして学習への意欲をも

つ。

○題名と写真を手がかりに，この文章が説

明していることの大体をつかむ。

○問いと答えの文や写真との対応に気をつ

けながら，食べ跡と食べた動物やその食べ

方を読む。

○写真の食べ跡の特徴を話し合ったり，食

べ方を想像したりして，動物の暮らしにつ

いて話し合う。

○動物について知っていることや絵本・図

鑑などで調べたことを，問いと答えからな

る簡単な文章で書き，紹介し合う。

13



単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

10(34) 上 たのしかった ことを

かこう

13(■13) ■日常生活の中から書くことを見つけ，簡単な

文章を書く。

△長音，拗音，促音，撥音などの表記，助詞の

「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の

打ち方，かぎ（「 」）の使い方を理解して文

や文章の中で使うこと。また，平仮名及び片仮

名を読み，書くとともに，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

■経験したことや想像したことなどから書くこ

とを見つけ，必要な事柄を集めたり確かめたり

して，伝えたいことを明確にすること。

■自分の思いや考えが明確になるように，事柄

の順序にそって簡単な構成を考えること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○学習の見通しをもつ。

○文の書き方を知る。

○文章を書く。（話題設定・構成）

○文章を書く。（記述・推敲）

○書いた文章を交流する。

＊二年生に発表し，よいところや感想を述

べてもらう。

上 六 まとまりを考えて書

こう

町の「すてき」をつたえ

ます

11(■11) ■「はじめ」「中」「おわり」のまとまりを考

えて，町探検報告文を書く。

■自分の思いや考えが明確になるように，事柄

の順序にそって簡単な構成を考えること。

■語と語や文と文との続き方に注意しながら，

内容のまとまりがわかるように書き表し方を工

夫すること。

■文章を読み返す習慣をつけるとともに，まち

がいを正したり，語と語や文と文との続き方を

確かめたりすること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○「学習の進め方」を読み，学習の見通し

をもつ。

○探検してわかったことを，メモに書く。

○「はじめ・中・おわり」に何を書くか考

える。

○文章を書き，読み返す。

○書いた文章を読み合い，よいところを伝

え合う。

○学習を振り返る。

＊書いたものを一年生が読みやすいよう

に，点や丸，小さく書く字に気をつけて推

敲する。

上 かぞえうた 2 △かぞえうたをもとにして，漢字を使った数の

読み方に慣れるようにする。

△長く親しまれている言葉遊びを通して，言葉

の豊かさに気づくこと。

○言葉の意味を考えながら，リズムよく音

読する。

○絵と言葉をもとに，数え方を確認する。

上 七 しゃしんをくらべ

て，考えよう

この間に何があった？

２(■１) ■一枚めの写真から視点を定めて，二枚めの写

真になった際，何かが起きたことを想像する。

△共通，相違，事柄の順序など情報と情報との

関係について理解すること。

■自分の思いや考えが明確になるように，事柄

の順序にそって簡単な構成を考えること。

□時間的な順序や事柄の順序などを考えなが

ら，内容の大体を捉えること。

□文章の内容と自分の体験とを結びつけて，感

想をもつこと。

■簡単な物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

□学校図書館などを利用し，図鑑や科学的なこ

とについて書いた本などを読み，わかったこと

などを説明する活動。

○学習の見通しをもつ。

○一枚めの写真と二枚めの写真を比較し

て，間に何があったのかを想像し，表現す

る。

○学習を振り返る。

14
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上 かぞえよう 3 △一から十までの漢数字を正しく読み，書く。

△第一学年においては，別表の学年別漢字配当

表の第一学年に配当されている漢字を読み，漸

次書き，文や文章の中で使うこと。

○数を表す漢字を声に出して読んだり書い

たりすることを知る。新出漢数字を書き順

に気をつけて正しく書く。

○一から十までの漢数字を声に出して読

む。挿絵を見ながら，助数詞をつけて漢数

字を声に出して読む。

○漢数字を使って短い文を作り，ノートに

書いて発表し合う。

下 しを　よもう

あめの　うた

2 □イメージの広がりや音読をとおして，詩を楽

しむ。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

□場面の様子に着目して，登場人物の行動を具

体的に想像すること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○詩を楽しく読むことを知る。

○声に出して読む。

○様子を思い浮かべながら音読する。

○好きなところを発表し合う。

○お互いの音読を聞き合い，よかったこと

を伝える。

＊二年生と合同で音読発表会を行う。

下 しを読もう

てんとうむし

木

2 □イメージの自由な広がりをとおして，詩を楽

しむ。

△身近なことを表す語句の量を増し，話や文章

の中で使うとともに，言葉には意味による語句

のまとまりがあることに気づき，語彙を豊かに

すること。

□場面の様子に着目して，登場人物の行動を具

体的に想像すること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○『てんとうむし』を読み，この詩のおも

しろいところと，わからないところを話し

合う。

○「ちいさくても ぞうとおなじいのちを

いっこもっている」という一節をどう思う

か，話し合う。

○『木』を音読して，どのような木か，大

きさや形などを想像し合う。

○詩を視写し，絵を描いたり思ったことを

書いたりして，考えたことを発表し合う。

＊一年生と合同で音読発表会を行う。

下 見つけたよ，いきものの

ひみつ

６(■６) ■生き物とふれ合ったことや見聞きしたことを

思い出して書く。

△長音，拗音，促音，撥音などの表記，助詞の

「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の

打ち方，かぎ（「 」）の使い方を理解して文

や文章の中で使うこと。また，平仮名及び片仮

名を読み，書くとともに，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

■経験したことや想像したことなどから書くこ

とを見つけ，必要な事柄を集めたり確かめたり

して，伝えたいことを明確にすること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○学習の見通しをもつ。

○生き物とふれ合ったことや見聞きしたこ

とから，伝えたい生き物を決める。

○よく思い出して，メモに書く。

○メモに書いたことから，伝えたいことを

選び，書く。

○学習を振り返る。

＊メモの作り方（観点）については二学年

一緒に行い，交流しながら作成できるよう

にする。

＊二年生に紹介したり，書いたものを掲示

したりし，見合えるようにする。

下 二 様子をよく見て，く

わしく書こう

おもしろいもの，見つけ

たよ

10(■10) △身近なことを表す語句の量を増し，話や文章

の中で使うとともに，言葉には意味による語句

のまとまりがあることに気づき，語彙を豊かに

すること。

■語と語や文と文との続き方に注意しながら，

内容のまとまりがわかるように書き表し方を工

夫すること。

■文章に対する感想を伝え合い，自分の文章の

内容や表現のよいところを見つけること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○「学習の進め方」を読んで，学習の見通

しをもつ。

○見つけたものから，書くことを決める。

○見つけたものの様子をメモに書き，まと

まりごとに並べる。

○文章を書く。

○書いた文章を，声に出して読み返す。

○友達と文章を読み合う。

○学習を振り返る。

＊メモの作り方（観点）については二学年

一緒に行い，交流しながら作成できるよう

にする。

＊一年生に紹介したり，書いたものを掲示

したりし，見合えるようにする。
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下 一 かかれて いる こ

とを　たしかめよう

はたらく　じどう車

5 □■自動車の「やくわり」と「つくり」に気を

つけて読み，乗り物のことを紹介する文章を書

く。

□「やくわり」と「つくり」に気をつけて，は

たらく自動車について説明した文章を読む。

△身近なことを表す語句の量を増し，話や文章

の中で使うとともに，言葉には意味による語句

のまとまりがあることに気づき，語彙を豊かに

すること。

□時間的な順序や事柄の順序などを考えなが

ら，内容の大体を捉えること。

□文章の中の重要な語や文を考えて選び出すこ

と。

□事物の仕組みを説明した文章などを読み，わ

かったことや考えたことを述べる活動。

○単元について話し合い学習の計画を立て

る。

○書かれていることの大体をつかむ。

○「はたらくじどう車」の特徴をノートに

まとめる。

○それぞれの自動車の「やくわり」と「つ

くり」のつながりを説明する。

○学習を振り返る。

下 一 じゅんじょや様子に

気をつけて読もう

さけが大きくなるまで

11(◇３) □さけの成長について，季節や場所，さけの様

子の移り変わりを考えながら，内容の大体を読

む。

△共通，相違，事柄の順序など情報と情報との

関係について理解すること。

□文章の中の重要な語や文を考えて選び出すこ

と。

□文章の内容と自分の体験とを結びつけて，感

想をもつこと。□事物の仕組みを説明した文章

などを読み，わかったことや考えたことを述べ

る活動。

○学習に見通しをもつ。

○さけについて知っていることや，写真を

見て考えたことを話し合う。

○さけが大きくなる様子を，時・場所・大

きさや様子を表す言葉に気をつけ，まとめ

る。

○写真を使って，さけが大きくなる様子を

説明する。

○さけが大きくなる様子について，わかっ

たことや考えたことをノートに書いて，発

表し合う。

○学習を振り返る。

下 「のりものカード」で

しらせよう

１０(■１０) ■乗り物について，カードを用いて順序にそっ

て簡単な構成の説明の文章を書く。

△長音，拗音，促音，撥音などの表記，助詞の

「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の

打ち方，かぎ（「 」）の使い方を理解して文

や文章の中で使うこと。また，平仮名及び片仮

名を読み，書くとともに，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

■自分の思いや考えが明確になるように，事柄

の順序にそって簡単な構成を考えること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○「学習の進め方」を読んで，見通しをも

つ。

○いろいろな乗り物の中から，知らせたい

乗り物を決める。

○「やくわり」と「つくり」をメモに書

く。

○メモをもとに「のりものカード」を書

く。

○「のりものカード」を声に出して読む。

○友達と読み合う。

○学習を振り返る。

下

16
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11(27) 下 えを 見て おはなしし

よう

５(◇５) ◇絵を見て話題を見つけ，友達と話したり，友

達の話を受けて答えたりする。

△身近なことを表す語句の量を増し，話や文章

の中で使うとともに，言葉には意味による語句

のまとまりがあることに気づき，語彙を豊かに

すること。

◇身近なことや経験したことなどから話題を決

め，伝え合うために必要な事柄を選ぶこと。

◇尋ねたり応答したりするなどして，少人数で

話し合う活動。

○教材名を読んで学習の見通しをもつ。

○みんなで話し合って，それぞれのうさぎ

に名前をつける。

○好きなうさぎになって，自己紹介をし合

う。

○それぞれのうさぎの言葉を考えて話す。

○学習を振り返り，感想を書いたり伝え

合ったりする。

下 四 しつもんしたり答え

たりして，話し合おう

「クラスお楽しみ会」を

ひらこう

８(◇８) ◇話し合いでクラスで行う遊びを決め，「クラ

スお楽しみ会」を開く。

△共通，相違，事柄の順序など情報と情報との

関係について理解すること。

◇互いの話に関心をもち，相手の発言を受けて

話をつなぐこと。

◇尋ねたり応答したりするなどして，少人数で

話し合う活動。

○単元名やリード文を読んで「クラスお楽

しみ会」を開くことを知り，クラス遊びの

内容を決める話し合いについての流れを捉

える。

○やりたい遊びを考える。

○考えた遊びとその理由をカードに書く。

○話し合いを行い，クラスに伝える。

○感想を伝え合う。

○手順にそって話し合いが進められたか，

また，話し合いの時にわかりやすく理由を

話したり，わからないことを確かめ，質問

したりできたかなど，学習を振り返る。

＊教科書を参考に話し合いの仕方などを教

師とおさえ，そのことをもとに学級活動の

時間などで二年生が中心となって，一年生

と合同で話し合う活動を行うなど工夫して

取り組む。

下 かん字の　ひろば　①

日づけと　よう日

2 △日付と曜日を表す漢字を正しく読む。

△第一学年においては，別表の学年別漢字配当

表の第一学年に配当されている漢字を読み，漸

次書き，文や文章の中で使うこと。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○今日は，何月何日かを確かめ，日付の読

み方を考える。

○カレンダーから曜日の漢字を集め，読み

方について話し合う。

○日付や曜日の読み方に慣れる。

○「日づけのうた」と「よう日のうた」を

楽しく唱える。

下 二 しゃしんと 文か

ら，だれが なにを し

たかを　たしかめよう

うみへの　ながい　たび

１０(■４) □■写真をよく見て，写真から想像したことを

書こう。

□白くまの様子を考えながら声に出して読み，

写真と文から，誰が何をしたかを確かめる。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

□場面の様子や登場人物の行動など，内容の大

体を捉えること。

□場面の様子に着目して，登場人物の行動を具

体的に想像すること。

■簡単な物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○単元とびらを読み，写真と文から誰が何

をしたかを確かめながら，『うみへの な

がい　たび』を読むことを確認する。

○「ながいたび」は，どのような旅なのか

考えながら読む。

○できごとの「じゅんじょ」を確かめなが

ら読み，場面ごとの登場人物の様子を具体

的に想像する。

○いちばん好きな写真を選んで，友達に紹

介する。

○かあさんぐまや子ぐまになったつもり

で，言葉を考え，発表する。

○学習を振り返る。

下 五 わかりやすくせつめ

いするための，くふうを

たしかめよう

「しかけ絵本」を作ろう

12(■３) □■説明の順序を正しく捉えながら読み，おも

ちゃの作り方を説明する。

□説明の順序に気をつけながら，「しかけ絵

本」の仕組みや作り方を書いた文章を読む。

□時間的な順序や事柄の順序などを考えなが

ら，内容の大体を捉えること。

□文章の中の重要な語や文を考えて選び出すこ

と。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

□事物の仕組みを説明した文章などを読み，わ

かったことや考えたことを述べる活動。

○学習の見通しをもつ。

○「しかけ絵本」の作り方を写真から確か

める。

○「しかけ絵本」ができるまでにすること

と気をつけることを表にまとめる。

○本文は，「しかけ絵本」の作り方をわか

りやすく伝えるために，どのような工夫が

されているか，考えたことを話し合う。

○「しかけ絵本」のお話を考え，紹介す

る。

○学習を振り返る。
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下 きこえて きたよ，こん

な　ことば

６(■６) ■写真をもとに，吹き出しの中の言葉を考え

て，お話を書く。

△長音，拗音，促音，撥音などの表記，助詞の

「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の

打ち方，かぎ（「 」）の使い方を理解して文

や文章の中で使うこと。また，平仮名及び片仮

名を読み，書くとともに，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

■経験したことや想像したことなどから書くこ

とを見つけ，必要な事柄を集めたり確かめたり

して，伝えたいことを明確にすること。

■簡単な物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○学習活動を理解して見通しをもつ。

○写真を見て，気づいたことを出し合った

り，想像したことを話したりする。

○写真を見て，心に浮かんだ言葉や想像し

た言葉を吹き出しに書く。

○吹き出しをもとに，お話を考え，読み返

す。

○友達と読み合う。

○学習を振り返る。

＊二年生に発表したり感想を述べてもらっ

たりする。

下 おもちゃのせつめい書を

書こう

７(■７) ■おもちゃの作り方や遊び方の順序を考えて，

説明書を書く。

△共通，相違，事柄の順序など情報と情報との

関係について理解すること。

■語と語や文と文との続き方に注意しながら，

内容のまとまりがわかるように書き表し方を工

夫すること。

■文章を読み返す習慣をつけるとともに，まち

がいを正したり，語と語や文と文との続き方を

確かめたりすること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○「学習の進め方」を読み，学習の見通し

をもつ。

○おもちゃの作り方や遊び方を思い出し，

メモに書く。

○説明書の組み立てを考える。

○説明書を書き，読み返す。

○友達と読み合う。

○学習を振り返る。

＊おもちゃ大会の準備を進め，一年生も交

えて，おもちゃ大会を行うとともに，一年

生にも感想を述べてもらう。

下 天に のぼった おけや

さん

3 △古くから伝わっている話を，興味をもって聞

き，好きなところを音読する。

△昔話や神話・伝承などの読み聞かせを聞くな

どして，我が国の伝統的な言語文化に親しむこ

と。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○昔話について，簡単に知る。

○絵を見て，順序を考えながら，教師の音

読を聞く。

○絵を手がかりにお話の順序を確かめる。

○おもしろかったところを発表する。

＊二年生におもしろかったところの音読を

聞いてもらう。

下 かたかな 2 △片仮名の書き方や使い方に慣れ，正しく使

う。

△長音，拗音，促音，撥音などの表記，助詞の

「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の

打ち方，かぎ（「 」）の使い方を理解して文

や文章の中で使うこと。また，平仮名及び片仮

名を読み，書くとともに，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

○学習内容を理解し，日常化への見通しを

もつ。

○片仮名で書く言葉を発表したり，自分で

も仲間ごとに言葉を集め，ノートに書いた

りする。

○まちがえやすい字形の片仮名を，書き順

や形に気をつけて書く練習をする。

○片仮名の濁音と半濁音，長音や拗音の言

葉を読んだり書いたりする。

○学習したことを振り返る。

下 漢字の広場　④

漢字のつかい方と読み方

2 △漢字の使い方や読み方，意味などを考えて漢

字を正しく使う。

△第二学年においては，学年別漢字配当表の第

二学年までに配当されている漢字を読むこと。

また，第一学年に配当されている漢字を書き，

文や文章の中で使うとともに，第二学年に配当

されている漢字を漸次書き，文や文章の中で使

うこと。

△絵を見て想像したことをもとに，一年生で学

んだ漢字などを使って文を書く。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○「生」という漢字のいろいろな使い方を

考える。

○設問をもとに「生」の読み方について，

話し合う。

○送り仮名によって読み方が変わる漢字を

もとに，送り仮名の役割を考える。

○設問をもとに，読み方によって送り仮名

が変わることを理解する。

○複数の読み方がある漢字を集めて，短文

を作り，発表し合う。
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単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

下 かん字の　ひろば　②

かん字の　よみかた

2 △漢字には，使い方によって読み方が変わるも

のがあることを理解する。

△第一学年においては，別表の学年別漢字配当

表の第一学年に配当されている漢字を読み，漸

次書き，文や文章の中で使うこと。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○「山のぼり」「ふじ山」を声に出して読

み，「山」の読み方の違いを考える。

○「日」に，いろいろな読み方があること

を理解する。

○「山」「日」を使った言葉を集め，それ

ぞれにどんな読み方があるかを確かめ，話

し合う。

○設問を考え，それぞれの漢字の読み方を

確かめるとともに，他にも読み方がいくつ

かある漢字を探し出す。

○学習したことを振り返る。

下 一年生で学んだ漢字　③ ２(■２) △第一学年に配当されている漢字を書き，文や

文章の中で使うこと。

△文の中における主語と述語との関係に気づく

こと。

■自分の思いや考えが明確になるように，事柄

の順序にそって簡単な構成を考えること。

■語と語や文と文との続き方に注意しながら，

内容のまとまりがわかるように書き表し方を工

夫すること。

■簡単な物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○絵の中の言葉の読み方を確認する。

○教科書の絵と言葉を参考に，絵に描かれ

ている様子から想像できる短文を作り，語

と語の続き方に注意して文を書く。

○主語と述語のつながりに気をつけて，絵

の中の言葉を使って二文以上が続くように

書き，発表し合う。

○学習したことを振り返る。

12(24) 下 こころ ぽかぽか 手が

みを　かこう

４(■４) ■相手を決めて，気持ちが伝わるように手紙を

書く。

△言葉には，事物の内容を表すはたらきや，経

験したことを伝えるはたらきがあることに気づ

くこと。

■文章を読み返す習慣をつけるとともに，まち

がいを正したり，語と語や文と文との続き方を

確かめたりすること。

■日記や手紙を書くなど，思ったことや伝えた

いことを書く活動。

○学習の進め方を理解し，見通しをもち，

手紙を書くことに興味をもつ。

○伝えたいことや，相手を決める。

○手紙を書いて，読み返す。

○手紙を渡す。

○学習を振り返る。

＊他学年の児童などに手紙を書き，返事を

もらう。

下 みじかい言葉で ５(■５) ■心が動いたことを短い言葉で書く。

△言葉には，事物の内容を表すはたらきや，経

験したことを伝えるはたらきがあることに気づ

くこと。

■語と語や文と文との続き方に注意しながら，

内容のまとまりがわかるように書き表し方を工

夫すること。

■簡単な物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○学習活動を理解して見通しをもつ。

○教科書の詩を読み，作者は何を感じて心

が動いたのか，それをどのように書いたの

かを話し合う。

○心が動いたことを短い言葉で書く。

○クラスの友達と読み合い，感想を伝え合

う。

○学習を振り返る。

＊一年生に書いたものを発表し，感想をも

らう。

下 三 ばめんの ようすを

くらべて　よもう

スイミー

5 □人物の動きや場面の様子の楽しさを読み，読

書の世界を広げる。

□どのようなお話か考えながら読み，おもしろ

かったところを紹介する。

△読書に親しみ，いろいろな本があることを知

ること。

□場面の様子に着目して，登場人物の行動を具

体的に想像すること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○単元とびらを読み，場面の様子を比べな

がら『スイミー』を読むことを確認する。

○スイミーにどんなできごとがあったの

か，考えながら読む。

○スイミーは，始めと終わりでどのように

変わったか話し合う。

○スイミーはどうして変わったのか，場面

の様子に気をつけながら読み，訳を考え

る。

○好きな場面を選んで，スイミーになった

つもりで，言葉を考える。

＊登場人物の変化について二年生や教師と

確認する。

下 三 だれが，どのように

かわったかを考えて読も

う

ないた赤おに

7 □登場人物の気持ちの移り変わりを考えなが

ら，『ないた赤おに』を読み，心に残ったこと

を話し合う。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

□場面の様子に着目して，登場人物の行動を具

体的に想像すること。

□文章の内容と自分の体験とを結びつけて，感

想をもつこと。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○学習に見通しをもつ。

○主な登場人物とできごとを確かめる。

○赤おにが変わったところがあるか，人間

たちや青おにとの関わりから考える。

○赤おにと青おにを，それぞれどのような

鬼だと思うか。

○このお話を読んで，心に残ったところと

その訳を紹介し合う。

○学習を振り返る。

＊登場人物の変化について一年生や教師に

理由を明確にして説明する。
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下 「おはなしどうぶつえ

ん」を つくって，本を

しょうかいしよう

5 △動物の出てくる本を読んで，友達に紹介す

る。

△言葉には，事物の内容を表すはたらきや，経

験したことを伝えるはたらきがあることに気づ

くこと。

□文章を読んで感じたことやわかったことを共

有すること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

□学校図書館などを利用し，図鑑や科学的なこ

とについて書いた本などを読み，わかったこと

などを説明する活動。

○「おはなしどうぶつえん」を作り，動物

の出てくるお話を紹介するという学習内容

をつかみ，学習の見通しをもつ。

○動物の出てくる本を探して，読む。

○紹介カードを書き，動物ごとに貼り，

「おはなしどうぶつえん」を作る。

○「おはなしどうぶつえん」を開き，本の

紹介をする。

＊二年生に読んだ本を紹介し，感想を述べ

てもらう。また，二年生と合同で読んだ本

の紹介を行い，感想を交流するなどの工夫

をする。

下 「お話びじゅつかん」を

作ろう

5 △自分の読んだ本の中でいちばん心に残ったと

ころを絵に描いて紹介する。

△読書に親しみ，いろいろな本があることを知

ること。

□文章の内容と自分の体験とを結びつけて，感

想をもつこと。

□文章を読んで感じたことやわかったことを共

有すること。

□学校図書館などを利用し，図鑑や科学的なこ

とについて書いた本などを読み，わかったこと

などを説明する活動。

○本の中でいちばん心に残ったところを絵

に描いて紹介するという学習内容をつか

み，学習の見通しをもつ。

○読みたい本を探して読み，心に残ったこ

とやその訳をメモする。

○「お話びじゅつかん」の作品を作る。

○「お話びじゅつかん」の作品の前で，本

を紹介し合う。

○学習を振り返る。

＊一年生に読んだ本を紹介し，感想を述べ

てもらう。また，一年生と合同で読んだ本

の紹介を行い，感想を交流するなどの工夫

をする。

1(19) 下 しを　たのしもう

ゆき

1 □イメージの広がりや音読をとおして，詩を楽

しむ。

△語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

□場面の様子に着目して，登場人物の行動を具

体的に想像すること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○声に出して読み，言葉のリズムを味わ

う。

○いろいろな雪と冬の季節の変化について

考える。

○様子を想像して読む。

　　「きゅっきゅとないた」

　　「のしのしふって」

　　「ずんずんつもり」　など

○最後の一行にどんな気持ちがこもってい

るかを考えながら読み，詩を楽しむ。

下 しを読もう

せかいじゅうの海が

2 □イメージの自由な広がりをとおして，詩を楽

しむ。

△身近なことを表す語句の量を増し，話や文章

の中で使うとともに，言葉には意味による語句

のまとまりがあることに気づき，語彙を豊かに

すること。

□文章を読んで感じたことやわかったことを共

有すること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○『せかいじゅうの海が』を読み，「どん

なに大きな……だろな。」という言い方で

自由に想像して，話し合う。

○「せかいじゅうの○○が」を自由に想像

させ，絵に描いたり思ったことを書いたり

して，発表し合う。

下 四 ぶんしょうと えを

あわせて　よもう

みぶりで　つたえる

14(■５) □文章と絵の対応に気をつけながら読み，いろ

いろな身振りが表すことを説明する文章を書

く。

△言葉には，事物の内容を表すはたらきや，経

験したことを伝えるはたらきがあることに気づ

くこと。

□文章の内容と自分の体験とを結びつけて，感

想をもつこと。

□文章を読んで感じたことやわかったことを共

有すること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

□事物の仕組みを説明した文章などを読み，わ

かったことや考えたことを述べる活動。

○単元名やリード文から学習の見通しをも

つ。

○書かれていることの大体を確かめる。

○文章と絵から話していることを想像す

る。

○日常生活の中にある身振り手振りについ

て考える。

○身振りについて考え，説明する文章を書

く。

○言葉のはたらきと身振りのはたらきを比

べて，考えたことを話し合う。

○学習を振り返る

＊二年生に身振りを紹介する。

下 六 場面や人物の様子を

くわしく読もう

かさこじぞう

＊「グループで読もう」

を行い時数を調整する。

11(◇３) △語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて

音読すること。

□場面の様子に着目して，登場人物の行動を具

体的に想像すること。

□文章の内容と自分の体験とを結びつけて，感

想をもつこと。

□文章を読んで感じたことやわかったことを共

有すること。

◇紹介や説明，報告など伝えたいことを話した

り，それらを聞いて声に出して確かめたり感想

を述べたりする活動。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○単元全体の学習に見通しをもつ。

○『かさこじぞう』の音読発表会を開くた

めに，教材文を読んでいくことを確認す

る。

○登場人物の気持ちを考えながら詳しく読

む。

○いちばん好きな場面とその訳を紹介す

る。

○音読発表会の準備をする。

○音読発表会をする。

○学習を振り返る。

＊音読を一年生に聞いてもらう。
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下 文を　つくろう 1 △主語と述語の関係に気をつけながら，いろい

ろな文を作る。

△文の中における主語と述語との関係に気づく

こと

△共通，相違，事柄の順序など情報と情報との

関係について理解すること。

○冒頭の会話文を通して，文作りにおいて

主語と述語の対応が重要だということを知

る。

○「誰（何）がどうしています。」の文型

にあてはめながら文を作り，発表する。

○学習したことを振り返る。

下 主語とじゅつ語 3 △文を読んで，主語と述語の対応を考え，正し

く使うことができる。

△文の中における主語と述語との関係に気づく

こと。

○冒頭の会話文をとおして，文作りにおい

て主語と述語の対応が重要だということを

知る。

○省略されている主語を考えることをとお

して，主語を明示することの重要性に気づ

く。

○教科書を読みながら，例文の形を確認し

ていく。

○例文と同じ形の文を作る。

○学習したことを振り返る。

下 かん字の　ひろば　③

かわる　よみかた

2 △使い方によって漢字の読み方が変わるものが

あることを理解する。

△第一学年においては，別表の学年別漢字配当

表の第一学年に配当されている漢字を読み，漸

次書き，文や文章の中で使うこと。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

文を声に出して読み，「一台」と「一軒」

の読み方を比べ違いを考える。

○設問を考え，それぞれの言葉の読み方を

確かめ，話し合う。

○それぞれの言葉の読み方を確かめ，それ

らの言葉を使って短い文を作り，発表し合

う。

○学習したことを振り返る。

下 漢字の広場

⑤同じ読

み方の漢字

2 △同じ読み方の漢字を集め，漢字を正しく使

う。

△第二学年においては，学年別漢字配当表の第

二学年までに配当されている漢字を読むこと。

また，第一学年に配当されている漢字を書き，

文や文章の中で使うとともに，第二学年に配当

されている漢字を漸次書き，文や文章の中で使

うこと。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。○設問について考える。

○同じ読み方をする漢字を集めて文を作

り，友達と読み合い，それぞれの漢字の意

味や使い方の違いについて話し合う。

○「か」「とう」「し」と読む漢字を集め

て語句を作り，発表し合う。

○同じ読み方をする漢字を集めて問題を作

り，解答し合う。

○学習したことを振り返る。

2(22) 下 五 きいた ことを 正

しく　つたえよう

学校の ことを つたえ

あおう

８(◇８) ◇学校で働く人に，知りたいことを尋ねて，メ

モをもとに聞いたことを学級のみんなに知らせ

る。

△音節と文字との関係，アクセントによる語の

意味の違いなどに気づくとともに，姿勢や口

形，発声や発音に注意して話すこと。

◇伝えたい事柄や相手に応じて，声の大きさや

速さなどを工夫すること。

◇話し手が知らせたいことや自分が聞きたいこ

とを落とさないように集中して聞き，話の内容

を捉えて感想をもつこと。

◇紹介や説明，報告など伝えたいことを話した

り，それらを聞いて声に出して確かめたり感想

を述べたりする活動。

○単元名やリード文を読み，学校のことを

みんなに伝えるという学習のねらいと流れ

をつかむ。

○話を聞く相手と，聞きたいことを決め

る。

○友達と話し合い，聞きに行く練習をす

る。

○聞いたことを友達に伝える。

○感想を伝え合う。

○学習全体を振り返り，上手になったこと

を確かめる。

＊二年生に発表を聞いてもらったり，感想

を述べてもらったりする。

下 むかしのあそび 3 △日本に古くから伝承されている昔遊び（正月

遊び）を知り，実際に遊ぶことをとおしてその

魅力を知る。

△長く親しまれている言葉遊びをとおして，言

葉の豊かさに気づくこと。

○正月に見られる「門松」「初夢」「お年

玉」「書初め」「鏡餅」などについての簡

単な由来を知る。

○昔遊び（正月遊び）に見られる「羽根つ

き」「たこあげ」「福笑い」「こままわ

し」「かるたとり」をする理由を知り，実

際に遊んでみる。
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下 下 むかしのあそびをせつめ

いしよう

４(◇４) ◇昔の遊びについて，遊び方を調べて説明す

る。

△音節と文字との関係，アクセントによる語の

意味の違いなどに気づくとともに，姿勢や口

形，発声や発音に注意して話すこと。

◇相手に伝わるように，行動したことや経験し

たことに基づいて，話す事柄の順序を考えるこ

と。

◇紹介や説明，報告など伝えたいことを話した

り，それらを聞いて声に出して確かめたり感想

を述べたりする活動。

○昔の遊びから一つ選んで，遊び方を調べ

て友達に説明するという学習の見通しをも

つ。

○説明する遊びを決め，遊び方を調べる。

○説明のメモを書き，話す練習をする。

○遊び方を説明する。

○学習を振り返る。

＊生活科の学習において，一年生に紹介

し，感想を述べてもらう。

下 ことばで　つたえよう 3 △目の前にあるものや経験したことなどを言葉

を使って言い表し，言葉の便利さやおもしろさ

などを理解する。

△言葉には，事物の内容を表すはたらきや，経

験したことを伝えるはたらきがあることに気づ

くこと。

○「言葉」について学ぶという学習内容を

理解して，学習の見通しをもつ。

○絵を参考に，自分が食べたものを思い出

し，自分の経験をもとにすることを理解す

る。

○自分の描いた絵から食べ物の様子を思い

出し，なるべく詳しく言葉で説明を書く。

○書いた説明の文を見て，色や形などの見

えるものの説明と味や食感などの見えない

ものの説明を分け，二種類の言葉の違いを

考える。

○自分が描いた絵を見せながら食べたもの

の様子を発表し，伝える。

○好きな食べ物などを思い浮かべ，クイズ

を作る。

○絵に描けないものでも言葉では伝えるこ

とのできるおもしろさに気づき，いろいろ

なものを表現することに挑戦する。

○学習したことを振り返る。＊作成したク

イズを二年生と出し合い，感想を述べ合

う。

下 音や様子をあらわす言葉 3 △擬声語や擬態語のはたらきなどを理解し，文

の中で使うことができる。

△身近なことを表す語句の量を増し，話や文章

の中で使うとともに，言葉には意味による語句

のまとまりがあることに気づき，語彙を豊かに

すること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○言葉には，音や様子を表すことができる

ものがあることを理解し，学習活動に対す

る見通しをもつ。

○「音をあらわす言葉」のはたらきや表記

の仕方について理解する。

○「様子をあらわす言葉」のはたらきや表

記の仕方について理解する。

○濁音の有無によって，「音や様子をあら

わす言葉」から受ける感じが異なることを

理解する。

○単純形と反復形によって，「音や様子を

あらわす言葉」から受ける感じが異なるこ

とを理解する。

○音や様子を表す言葉を使って文を書く。

学習したことを振り返る。

＊音や様子を表したクイズを作成するなど

して，一年生とクイズを出し合い，感想を

述べ合う。
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下 六 つたえたい ことを

おもい出して　かこう

おもい出の　アルバム

８(■８) ■経験したことや見たことを思い出し，わかり

やすい文章を書く。

△長音，拗音，促音，撥音などの表記，助詞の

「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の

打ち方，かぎ（「 」）の使い方を理解して文

や文章の中で使うこと。また，平仮名及び片仮

名を読み，書くとともに，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

■語と語や文と文との続き方に注意しながら，

内容のまとまりがわかるように書き表し方を工

夫すること。

■文章を読み返す習慣をつけるとともに，まち

がいを正したり，語と語や文と文との続き方を

確かめたりすること。

■文章に対する感想を伝え合い，自分の文章の

内容や表現のよいところを見つけること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○「学習の進め方」を読み，学習の見通し

をもつ。

○伝える相手を決め，伝えたいことを一つ

選ぶ。

○思い出したことを，メモに書く。

○メモをもとに文章を書き，読み返す。

○文章を読み合う。

○学習を振り返る。

＊メモを作る，原稿用紙の使い方を確認す

るなど，二年生と一緒に学習する場面を多

く設ける。

＊二年生に書いたものを発表し，感想など

を述べてもらう。また，書いたものの発表

を二年生と合同で行い，感想を交流するな

どの工夫をする。

下 七 じゅんじょに気をつ

けて書こう

こんなことができるよう

になったよ

13(■13) ■したことや身のまわりのできごとの中から書

くことを見つけ，思い出して，順序を考えて書

く。

△長音，拗音，促音，撥音などの表記，助詞の

「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の

打ち方，かぎ（「 」）の使い方を理解して文

や文章の中で使うこと。また，平仮名及び片仮

名を読み，書くとともに，片仮名で書く語の種

類を知り，文や文章の中で使うこと。

■語と語や文と文との続き方に注意しながら，

内容のまとまりがわかるように書き表し方を工

夫すること。

■文章を読み返す習慣をつけるとともに，まち

がいを正したり，語と語や文と文との続き方を

確かめたりすること。

■文章に対する感想を伝え合い，自分の文章の

内容や表現のよいところを見つけること。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○「学習の進め方」を読んで，学習の見通

しをもつ。

○できごとを思い出して，書くことを決め

る。

○文章の組み立てを考える。

○メモの順序にそって，文章を書き，読み

返す。

○できあがった文章を読み合い，感想を伝

え合う。

○学習を振り返る。

＊メモを作る，原稿用紙の使い方を確認す

るなど，一年生と一緒に学習する場面を多

く設ける。

＊一年生に書いたものを発表し，感想など

を述べてもらう。また，書いたものの発表

を一年生と合同で行い，感想を交流するな

どの工夫をする。

下 かん字の　ひろば　④

にて　いる　かん字

3 △形の似た漢字を正しく読んだり，書いたりす

る。

△第一学年においては，別表の学年別漢字配当

表の第一学年に配当されている漢字を読み，漸

次書き，文や文章の中で使うこと。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○「人」と「入」の形の似ているところ，

違うところを考える。

○「木」と「水」，「字」と「学」，

「右」と「石」の似ているところと違うと

ころを話し合い，字形に気をつけて，正し

く書く。

○字形の一部に同じ部分が含まれている漢

字があることに気づき，仲間集めをする。

○「十」と「七」，「力」と「九」，

「上」と「土」，「山」と「出」，「本」

と「文」，「月」と「目」の似ているとこ

ろと違うところを確かめ，字形に気をつけ

て，正しく書く。

○漢字の足し算・引き算の問題に取り組

む。

○「もののかたちからできたかん字」の問

題に取り組む。○学習したことを振り返

る。

下 漢字の広場　⑥

組み合わせてできている

漢字

2 △同じ部分をもつ漢字を集め，漢字を正しく使

う。

△第二学年においては，学年別漢字配当表の第

二学年までに配当されている漢字を読むこと。

また，第一学年に配当されている漢字を書き，

文や文章の中で使うとともに，第二学年に配当

されている漢字を漸次書き，文や文章の中で使

うこと。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○「明」という漢字の分け方を考える。

○漢字の中には，左右・上下・内外などに

分けられるものがあることを確かめ，漢字

の組み立て方には一定のきまりがあること

を理解する。

○「心・田」などの漢字を組み合わせてで

きる漢字を考え，話し合う。

○「心・田」などと同じような問題を作

り，解答し合う。

○熟語を手がかりに，「言」の部分をもつ

漢字を探し，発表し合う。

○「日」「土」「田」など，同じ部分（構

成要素）をもつ漢字を集めて問題を作り，

発表し合う。

23



単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

下 しりとりで　あそぼう 1 △二音節単位でつなげていく「しりとり遊び」

のあることを知り，実際に活動してみる。

△音節と文字との関係や，アクセントによる語

の意味の違いなどに気づくこと。

○一年上巻（入門期）で行った，単語の語

尾の一文字を次の単語の語頭に据えて遊ぶ

「しりとり遊び」を思い出し，そのルール

を確認する。

○絵を見ながらしりとりの言葉を確かめ，

それぞれ何の仲間かを発表し合う。

○何の仲間でしりとりをするかを決め，グ

ループでしりとりを楽しむ。

下 一年生で学んだ漢字　④ ２(■２) △絵を見て想像したことをもとに，一年生で学

んだ漢字などを使って文を書く。

■語と語や文と文との続き方に注意しながら，

内容のまとまりがわかるように書き表し方を工

夫すること。

■簡単な物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○絵の中の言葉の読み方を確認する。

○教科書の絵と言葉を参考に，絵に描かれ

ている様子から想像できる短文を作り，語

と語の続き方に注意して文を書く。

○男の子と女の子の目に映ったものを，主

語と述語のつながりに気をつけて，二文以

上が続くように書き，発表し合う。

○学習したことを振り返る。

3(18) 下 七 ようすを おもいう

かべながら　よもう

お手がみ

15(■５) □様子を思い浮かべて読み，登場人物に手紙を

書く。

△文の中における主語と述語との関係に気づく

こと。

□文章の内容と自分の体験とを結びつけて，感

想をもつこと。

□文章を読んで感じたことやわかったことを共

有すること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○単元名やリード文から学習の見通しをも

つ。

○がまくんやかえるくんの行動を整理し

て，お話のあらすじをつかむ。

○二人の変化を読み取る。

○このお話の好きなところと，訳を話す。

○登場人物の一人に宛てて手紙を書き，友

達と読み合う。

○学習を振り返る。

＊あらすじの確認を二年生と一緒に行う。

＊二年生に書いた手紙を発表し，感想を述

べてもらう。また，書いたものの発表を二

年生と合同で行い，感想を交流するなどの

工夫をする。

下 八 場面の様子や登場人

物の行動に気をつけて読

もう

アレクサンダとぜんまい

ねずみ

15(■４) □お話の順序に気をつけて読み，あらすじをま

とめて紹介する。

△言葉には，事物の内容を表すはたらきや，経

験したことを伝えるはたらきがあることに気づ

くこと。

□文章の内容と自分の体験とを結びつけて，感

想をもつこと。

□文章を読んで感じたことやわかったことを共

有すること。

□読み聞かせを聞いたり物語などを読んだりし

て，内容や感想などを伝え合ったり，演じたり

する活動。

○単元全体の学習に見通しをもつ。

○『アレクサンダとぜんまいねずみ』を読

み，初読の感想を交流したり，語句の確認

をしたりする。

○あらすじをまとめて身近な人に紹介する

ために，お話を詳しく読む。

○場面ごとの登場人物の気持ちを詳しく読

む。

○アレクサンダが考えを変えたことについ

て，自分の考えを発表し合う。

○この話を誰に紹介するのかを決め，自分

が興味・関心をもったところを中心にあら

すじをまとめて書き，それをもとに紹介し

合う。

○学習を振り返る。

＊あらすじのまとめ方について一年生と一

緒に学習し振り返り，自分の学習活動に生

かす。

＊一年生に書いたものを発表し，感想を述

べてもらう。また，書いたものの発表を一

年生と合同で行い，感想を交流するなどの

工夫をする。
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下 こくごの がくしゅう

これまで　これから

２(◇１■１) ◇一年間の国語学習を振り返ったり，これから

の学習について考えたりして，楽しみながら学

習できるようにする。

◇身近なことや経験したことなどから話題を決

め，伝え合うために必要な事柄を選ぶこと。

◇紹介や説明，報告など伝えたいことを話した

り，それらを聞いて声に出して確かめたり感想

を述べたりする活動。

○どんな言葉を学んできたのか思い出す。

○思い出したことをみんなで交流し，共有

する。

○二年生でどんな学習をしたいか希望を出

し合う。

＊教師も交えてこれまでの学習を振り返っ

たり，二年生と合同でこれまでの学習の振

り返りや今後の学習についてなどを交流し

合ったりする。

下 国語の学習 これまで

これから

２(◇１■１) ◇■一年間の国語学習を振り返ったり，これか

らの学習について考えたりして，楽しみながら

学習できるようにする。

◇話し手が知らせたいことや自分が聞きたいこ

とを落とさないように集中して聞き，話の内容

を捉えて感想をもつこと。

■経験したことや想像したことなどから書くこ

とを見つけ，必要な事柄を集めたり確かめたり

して，伝えたいことを明確にすること。

◇紹介や説明，報告など伝えたいことを話した

り，それらを聞いて声に出して確かめたり感想

を述べたりする活動。

■身近なことや経験したことを報告したり，観

察したことを記録したりするなど，見聞きした

ことを書く活動。

○一年間の国語の学習で学んできたことや

言葉を思い出して書いたり，出し合ったり

する。

○出し合ったことをもとにして，三年生の

国語で学びたいことを出し合う。

＊教師も交えてこれまでの学習を振り返っ

たり，一年生と合同でこれまでの学習の振

り返りや今後の学習についてなどを交流し

合ったりする。
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