
学期

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

入学式・避難訓練・身体計測 校外学習・創立記念式 避難訓練 　楽しい夏休み 夏休み体験発表会  運動会 避難訓練 学習発表会 お楽しみ会をしよう 避難訓練 　風邪に負けない 卒業式

学校のきまり 1年生を迎える会 鑑賞教室 すききらいをなくそう　 ２学期のめあて 力を合わせて運動会学習 友達のいいところいっぱい見つけよう わくわく児童集会 もうすぐ冬休み ３学期のめあて 豆まき集会をしよう ２年生・６年生ありがとう

安全な登校下校 交通教室 楽しいプール １学期の振り返り 係活動を考えよう じょうずな話し方聞き方　 学習発表会について  　　　　　　本をたくさん読もう ２学期の振り返り 雪遊びをしよう ６年生を送る会 もうすぐ春休み

楽しい給食 おそうじの仕方　 じょうぶな歯 非行防止教室 　　　　　　　栄養のおはなし 不審者の避難の仕方 火災の避難の仕方 １年交流給食 １年間の振り返り

火事の避難の仕方  係の仕事をやってみよう　

あかるいあいさつ はりきり１年生 きんのおの　ぎんのおの げんきでね、あげはくん ぼくのこと、きみのこと だれもみていない はちさんのバッジ ノンノンだいじょうぶ はしのうえのおおかみ ともくんの字 ないちゃった ハムスターの赤ちゃん

かぼちゃのつる めだかのめぐ おかしくないかな げんきなてるくんと みらいにむかって じしんがおきて みっちゃんのやくそく サバンナの子ども 大あわてのダンプ 大すきだから

ぼくは、きゅうしょくとうばん じゃんけんぽん 空いろのたまご となりのジェニーちゃん くりのみ 七つぼし うんどうぐつ 二わのことり

はやとのゴール おじいちゃんのたんざく 大すき、わたしたちの町 ぽっかぽか

ともだちだいすきがっこうだいすき 　　　　もっとなかよし

みんななかよし あきとなかよし まいづる山へいこう 年長さんと仲良し会  ふゆとなかよし ゆきとなかよし

ともだちたくさんつくろう こうえんへ行こう はなややさいをそだてよう② あきとあそぼう おちばやきのみであそぼう もうすぐ2年生

おにいさんおねえさんよろしくね はなややさいをそだてよう① せんせいとなかよし　　　　　　 くざばなであそぼう おおきくなったねたねとり あきまつりをひらこう ありがとう６年生

わたしのがっこうどんなところ　　　　　(あさがお・ポップコーン・枝豆)　 2年生となかよし むしとなかよし ポップコーンパーティ むかしのあそびにちょうせん

あさ うたに　あわせて　あいうえお わけを　はなそう は、を、へをつかおう いちねんせいの　うた（詩） ひらがな　あつまれ かずと　かんじ まちがいを　なおそう まの　いい　りょうし てんとうむし ことばを　たのしもう すきな　ところを　さがして　よもう

さあ　はじめよう ことばを　つくろう おばさんと　おばあさん すきなこと　なあに はなそう、　きこう おはなしを　たのしもう かん字の　はなし ほんは　ともだち だって　だっての　おばあさん

なんて　いおうかな えをみて　はなそう くちばし おおきなかぶ なつやすみの　ことを　はなそう ゆうやけ ことばを　見つけよう むかし　ばなしが　いっぱい ことばって　おもしろいな ふたりで　かんがえよう

どんな　おはなしかな かきと　かぎ おもちやと　おもちゃ ほんは　ともだち かたかなを　みつけよう こえに　だして　よもう きいて　しらせよう ものの　名まえ これは、なんでしょう おもい出して　かこう

どうぞ　よろしく あさのおひさま（詩） おもいだしてはなそう こんなことを　したよ よんで　たしかめよう くじらぐも くらべて　よもう ともだちに　きいて　しらせよう かたかなの　かたち いい　こと　いっぱい、一年生

こえの　おおきさ　どうするの はなの　みち あいうえおで　あそぼう うみの　かくれんぼ じどう車くらべ 日づけと　よう日 てがみを　かこう ちがいを　かんがえて　よもう

ぶんを　つくろう おおきくなった よく見て　かこう かたかなを　かこう 本は　ともだち てがみでしらせよう どうぶつの　赤ちゃん お手がみ 

ねこと　ねっこ おむすび　ころりん しらせたいな、見せたいな 本を　えらんで　よもう おはなしを　たのしもう

たからものを　おしえよう ずうっと、ずっと、だいすきだよ たぬきの　糸車 にている　かん字

はじめに かたかなをかこう かん字をかこう かん字とかたかな

・ひらがなあつまれ・かきじゅん ・「まがり」と「おれ」
・すきなことなあに ・じのかたち ・かたかなのかきかた ・かたかなあつまれ ・「おれ」「まがり」「そり」 ・書き初め練習 ・書き初め

・「とめ」と「はらい」 ・「むすび」 ・にているひらがな ・市書展 ・「とめ」「はね」「はらい」 ・かきじゅん ・字のかたち ・にているかん字とかたかな

なかまづくりとかず いくつといくつ あわせていくつふえるといくつ１０よりおおきいかず １０よりおおきいかず どちらがながい　 どちらがおおい ひきざん かたちあぞび おおきいかず なんじなんぷん　　　　　　　　かたちづくり

★こえにだしていおう！！ のこりはいくつちがいはいくつ なんじなんじはん ☆おぼえているかな？ ☆おぼえているかな？ ★どんなけいさんになるかな? どちらがひろい ☆おぼえているかな？ ★ビルをつくろう ★ばしょをあらわそう

なんばんめ ☆おぼえているかな？ ３つのかずのけいさん たしざん ★けいさんぴらみっど ずをつかってかんがえよう ★１ねんのふくしゅう

☆おぼえているかな？

うたでなかよしになろう はくをかんじてあそぼう はくをかんじてリズムをうとう どれみでうたったりふいたりしよう ようすをおもいうかべよう いろいろなおとをたのしもうにほんのうたをたのしもう おとをあわせてたのしもう 　　　　　卒業式の歌

校歌、学校の大いちょう、君が代 ◎かたつむり　　じゃんけんぽんぶんぶんぶん みつばちのぼうけん どれみであいさつ なかよし おどるこねこ シンコペーテッドクロック さんちゃんが/おおなみこなみ やまびこごっこ   　とんくるりんぱんくるりん

うたでさんぽ　ぞうさんのさんぽ ◎ひらいたひらいた みんなであそぼう ことばでリズム たのしくふこう どれみのまねっこ どれみふぁそのまねっこ ◎ひのまる きらきらぼし　　おとさがし おちゃらかほい こいぬのマーチ　ラデツキー 　　　　　うれしいひなまつり

てとてであいさつ さんぽ　　なまえあそび しろくまのジェンカ  ◎うみ　　　たなばたさま どんぐりさんのおうち どんぐりさんのおうち（どれみ） はるなつあきふゆ ほしぞらのおんがく　 おしょうがつ ６年生を送る会の歌

すきなものなあに おひさまにこにこ チョキチョキかざり コロコロぺったん せんせいあのね みてみておはなし クルクルまわして どんどんならべて（造） なにがでてくるかな いっしょにおさんぽ

いろいろなかみのかたちから ねんどでつくろう いろいろなはこから 東村山巡回展（鑑） でこぼこはっけん！（鑑賞） はこでつくったよ 卒業式のお祝い飾り

思い出集会・卒業式へ向けて

走・跳　器械・器具　ゲーム 体つくり 器械・器具　　　　　水遊び 表現リズム遊び 器械・器具を使っての運動遊びボールゲーム ボールゲーム 用具を操作する遊び

〈楽しく遊ぼう〉 体ほぐしの運動　多様な動きを作る運動遊び 鉄棒を使った運動遊び 水慣れ・浮く・潜る遊び 花笠踊り  鉄棒・雲悌 ボールけりゲーム ボール投げゲーム 器械・器具を使った運動遊び

走・跳　固定施設鉄棒　鬼遊び 　　　　　　　　　水泳記録会 走・跳の運動遊び 走・跳の運動遊び 体つくり なわとび 跳び箱を使った運動遊び

体力テスト ６０ｍ走 ６０ｍ走　1，2年団体競技 マラソン ゲーム　鬼遊び 体つくり運動

音楽

図画工作

体育

まとめ

・じをかくしせい
・えんぴつのもちかた ・一年生のまとめ

算数

学校行事
児童会
学級活動

道徳

　なつとなかよし　　　　　　　　　　　　　　　

国語

書写

　　　　ひらがな おはなしや文しょうをかこう

かぞくでいっしょにおしょうがつ

リース作り・ねんがじょう　　　　　　　ふゆをたのしくすごそう

生活

平成３０年度　第１学年　　学習に関する計画表
１学期 ２学期 ３学期


