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入学式
一年生を迎える会

なかよし遠足
運動会 新体力テスト 一学期終業式

二学期始業式
道徳参観日

東っ子発表会 学校へ行こう週間
なわとびMUGEN大会

二学期終業式
三学期始業式
持久走記録会

感謝の会
卒業を祝う会

卒業証書授与式
修了式

単元名

主な
内容

・自分の紹介をしよう
・友だちのことを知ろう
・決まりの大切さを考えよう
・野菜を育てよう

・気持ちを伝えよう
・気持ちの切り替え方を考えよ
う
・持ち物の管理の仕方を考えよ
う
・野菜を収穫しよう

・友だちの気持ちを考えよう
・あったか言葉を考えよう
・なかよくゲームをしよう
・野菜を育てよう

・気持ちをコントロールしよう
・なかよくゲームをしよう
・野菜を収穫しよう

・なりたい自分を考えよう
・気持ちのよい話し方を考えよ
う
・決まりの大切さを考えよう
・野菜を育てよう

・気持ちを伝えよう
・気持ちの切り替え方を考えよ
う
・持ち物の管理の仕方を考えよ
う
・なかよくゲームをしよう
・野菜を育てよう

・友だちの気持ちを考えよう
・あったか言葉を使おう
・なかよくゲームをしよう
・野菜を育てよう

・気持ちをコントロールしよう
・なかよくゲームをしよう
・野菜を収穫しよう

・気持ちを伝えよう
・気持ちの切り替え方を考えよ
う
・持ち物の管理の仕方を考えよ
う
・野菜を育てよう

・友だちの気持ちを考えよう
・なかよくゲームをしよう
・野菜を育てよう

・なかよくゲームをしよう
・野菜を育てよう
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・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⑫
「ふきのとう」
・本は　ともだち「図書館たん
けん」➀
・春が　いっぱい②
・きょうの　できごと④
・ともだちを　さがそう④

・いなばの　白うさぎ②
♦じゅんじょに　気をつけて
読もう⑫
「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⑩
・同じ　ぶぶんを　もつ　かん
字②

・うれしい　ことば②
・かん字の　ひろば①　②
♦お話を　読んで，しょうかい
しよう⑫
「スイミー」
・かたかなの　ひろば②
・[じょうほう]メモを　とる
とき③
♦組み立てを考えて書き，知ら
せよう⑩
「こんな　もの，見つけたよ」
・[コラム]丸，点，かぎ

♦しつもんをしあって，くわし
く考えよう⑧
「あったらいいな，こんなも
の」
・夏が　いっぱい②
♦お気に入りの本をしょうかい
しよう⑧
「ミリーのすてきなぼうし」

・しをたのしもう③
「雨のうた」
・ことばでみちあんない④
・かん字のひろば②　②
♦読んで考えたことを　話そう
⑮
「どうぶつ園のじゅうい」
・ことばあそびをしよう③
・なかまのことばとかん字②
・かん字のひろば③　②

♦そうぞうしたことを，音読げ
きであらわそう⑯
「お手紙」
・主語と述語に　気をつけよう
③
・かん字の読み方②
・秋がいっぱい③
♦みんなで話をつなげよう⑩
「そうだんにのってください
」

♦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⑱
「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」
・かたかなで書くことば③
・せかい一の話①
・かん字の広場④　②
♦自分とくらべて，かんそうを
書こう⑦
「わたしはおねえさん」

♦自分とくらべて，かんそうを
書こう⑥
「わたしはおねえさん」
♦まとまりに分けて，お話を書
こう⑩
「お話のさくしゃになろう」
・冬がいっぱい③

・詩の楽しみ方を見つけよう②
「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②
・かん字の広場⑤　②
♦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⑮
「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⑤

・見たこと，かんじたこと⑥
♦つたえたいことをきめて，
はっぴょうしよう⑨
「楽しかったよ，二年生」
・カンジーはかせの大はつめい
②
・ことばを楽しもう②
♦読んで，かんじたことをつた
え合おう⑩
「スーホの白い馬」

♦読んで，かんじたことをつた
え合おう④
「スーホの白い馬」
♦思いつたえる手紙を書こう⑫
「すてきなところをつたえよ
う」
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・いつも　気をつけよう
・点や　画の組み立て
 「書き順」

・点や　画の組み立て
「書き順」
「点と画」の名前

・点や　画の組み立て
「はらい」のほうこう
「おれ」のほうこう

・げんこう用紙に　書く　とき
〔こくご〕

・点や　画の組み立て
「そり」のほうこう
「点」のほうこう

・点や　画の組み立て
画の長さ
画のつき方と交わり方

・点や　画の組み立て
点や画の書き方のまとめ
・字の形
字の形

・字の形
字の中心
・ことばを　楽しもう〔こく
ご〕いろはうた

・まとめ
書きぞめ

・まとめ
二年生のまとめ
・やってみよう　しょうたい
じょうの書き方〔せいかつ〕

・「たいせつ」のまとめ
・もっと知りたい　えんぴつの
ひみつ
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・学びのとびら①
・グラフとひょう③
・たし算のひっ算⑤

・たし算のひっ算⑤
・ひき算のひっ算⑩
・どんな　計算に　なるのか
な？②
・長さのたんい④

・長さのたんい⑤
・３けたの数⑭
・水の　かさのたんい⑤

・水の　かさのたんい③
・時こくと時間④

・計算のくふう⑥
・たし算とひき算のひっ算⑫
・長方形と正方形④

・長方形と正方形⑨
・かけ算（１）⑫

・かけ算（１）⑫
「九九ビンゴ」①
・かけ算（２）⑨

・かけ算（２）⑧ ・４けたの数⑫
・長いものの長さのたんい④

・長いものの長さのたんい②
・たし算とひき算⑥
・分数⑥
・はこの形②

・はこの形③
・計算ピラミッド②
・２年のふくしゅう④

9 21 24 7 22 21 22 8 16 16 9
・春だ　今日から　2年生⑥
・ぐんぐんそだてわたしの野さ
い①

・ぐんぐんそだてわたしの野さ
い⑧
・どきどき　わくわく　まちた
んけん②

・どきどき　わくわく　まちた
んけん⑦
・生きもの　なかよし　大作せ
ん⑤

・生きもの　なかよし　大作せ
ん⑦

・うごく　うごく　わたしの
おもちゃ⑧

・うごく　うごく　わたしの
おもちゃ④
・みんなで　つかう　まちの
しせつ⑥
・もっと　なかよし　まちたん

・もっと　なかよし　まちたん
けん⑧
・つながる　広がる　わたしの
生活⑥

・つながる　広がる　わたしの
生活⑥

・あしたへ　ジャンプ⑩ ・あしたへ　ジャンプ⑫ ・あしたへ　ジャンプ⑤
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・音楽で　みんなと　つながろ
う④
「小犬の　ビンゴ」
「ロンドンばし」
「かくれんぼ」

・はくの　まとまりを　かんじ
とろう⑦
「たぬきの　たいこ」
「ミッキーマウス　マーチ」
「メヌエット」

・ドレミで　あそぼう⑨
「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」

・せいかつの　中に　ある音を
楽しもう④
「虫の　こえ」

・リズムを　かさねて　楽しも
う⑧
「この　空　とぼう」
「いるかは　ざんぶらこ」
「山の　ポルカ」

・くりかえしを　見つけよう⑧
「かねが　なる」
「おまつりの音楽」
「トルコ　こうしんきょく」

・いろいろな　がっきの音を
さがそう➇
「だがっき　パーティー」

・ようすを　おもいうかべよう
⑦
「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」
「夕やけこやけ」
「小ぎつね」

・日本の　うたで　つながろう
⑤
「ずいずい　ずっころばし」
「なべ　なべ　そこ　ぬけ」
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・たのしい　かたちや　いろの
せかい ②
・おはなみ　スケッチ②

・ひかりのプレゼント④
・ふしぎな　たまご④

・しんぶんしと　なかよし①
・まどから　こんにちは⑥

・とろとろえのぐで　かく②
・にぎにぎねん土②

・ことばの　かたち④
・いろの　見えかた　むげん大
②

・音づくり　フレンズ③
・つないで　つるして②
 ・わっからへんしん②
・くしゃくしゃ　ぎゅっ②

・はさみの　あーと②
・おもいでを　かたちに②
・たのしかったよ　ドキドキし
たよ④

・わくわく　おはなしゲーム⑥  ・たのしく　うつして④
・ざいりょうから　ひらめき④

・パタパタ　ストロー④
・ともだち　見つけた！②

・ともだち　ハウス④
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・走の運動遊び⑤
・体つくり運動③

・走・跳の運動遊び④
・表現リズム遊び⑦

・鉄棒遊び⑥
・走の運動遊び（鬼遊び）④

・水遊び⑩ ・跳の運動遊び（ゴム跳び・幅
跳び）⑩

・ボール投げゲーム⑩
・リズム遊び②

・マットを使った運動遊び⑩
・走の運動遊び（鬼遊び）④

・器具（棒や輪）を使っての運
動遊び➇

・体つくり運動③（縄跳び）
・走の運動遊び（持久走）④
・跳び箱を使った運動遊び②

・跳び箱を使った運動遊び⑤
・ボールけりゲーム③

・ボールけりゲーム⑤
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・じぶんで　オッケー
・くまくんの　たからもの
・ひかり小学校の　じまんはね

・大すきな　フルーツポンチ
・いそいで　いても
・ありがとう　りょうたさん

・わすれられない　えがお
・げんきに　そだて，ミニトマ
ト
・だって　おにいちゃんだもん
・ともだちやもんな，ぼくら

・たんじょう日
・さかあがり できたよ

・まいごに　なった　赤ちゃん
くじら
・「かむかむメニュー」
・ひろい　せかいの　たくさん
の人たちと

・きいろい　ベンチ
・おれた　ものさし
・かっぱ　わくわく
・「あいさつ」って　いいな

・ながい　ながい　つうがくろ
・ぼく
・さるへいと　立てふだ
・じぶんが　しんごうきに

・七つの　ほし
・「三くみ　大すき｣

・ゆきひょうの　ライナ
・学きゅうえんの さつまいも
・ぼくは　「のび太」でした

・金の　おの
・いま，ぼくに　できる　こと
・かくした　ボール
・ガラスの　中の　お月さま

・わがままな　大男
・まる子の　かぞくへの　しつ
もん
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・元気な２年生になろう
・給食当番の仕方をくふうしよ
う
・こんな学級にしたいな
・学級の係をきめよう
・なかよし遠足について考えよ
う

・運動会のめあてを考えよう
・わすれものをしないようにし
よう
・楽しく給食を食べよう

・よりよいそうじの仕方を考え
よう
・みんなとなかよくしよう
・下校の仕方を考えよう
・プールでのすごし方を考えよ
う

・図書館の使い方を知ろう
・お楽しみ会をしよう
・夏休みのすごし方を考えよう

・健康な体をつくろう
・２学期の係を決めよう
・2学期のめあてを考えよう

・安全な登下校の仕方を考えよ
う
・学級の友だちとなかよくすご
そう
・本に親しもう

・東っ子発表会のめあてを考え
よう
・そうじの仕方をくふうしよう
・火事から身を守ろう
・お楽しみ会の計画を立てよう

・2学期のふりかえろう
・お楽しみ会をしよう
・冬休みのすごし方を考えよう

・かぜを予防しよう
・よりよい係の仕事を考えよう
・3学期のめあてを考えよう

・栄養のバランスを考えよう
・６年生ありがとう
（卒業を祝う会）

・おわかれ会の計画を立てよう
・１年間をふりかえろう
・お別れ会をしよう
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特別活動

35

70

図画工作

70

体育

105

道徳

教
科
別
の
指
導

265

算数

175

35

生活

105

音楽

・みんなで　あわせて　楽しもう⑩
「こぐまの　二月」
「エンターテイナー」
「はるが　きた」

国語

令和４年度　たんぽぽ1組　年間指導計画（第２学年）
府中町立府中東小学校

行事

自
立
活
動

【自分のことを知ろう】　　【友達のことを知ろう】　　【気持ちよく過ごそう】　　【野菜を育てよう】

書写

20


