
【平成30年度　第2学年　学習に関する計画表】

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

学校行事
始業式・入学式 創立記念式 終業式 始業式 秋季大運動会 学習発表会 終業式 始業式 卒業式

児童会 1年生を迎える会 わくわく集会 ６年生を送る会

２年生になって 安全なくらし（避難訓練） 安全なくらし（避難訓練） 修了式

交通安全（歩き方） 命の大切さを考えよう 水泳の約束 1学期を振り返って 給食に感謝しよう 交流給食 風邪の予防 2年生の足跡 安全なくらし（避難訓練）

学級活動 安全なくらし（避難訓練） 中部小学習 食べ物の栄養を考えよう 雨の日の遊びを考えよう ２学期になって 運動会に向けて 給食のマナーを身に付けよう 冬の遊びを考えよう ３学期になって ６年生ありがとう こんな３年生になりたいな

係をきめよう 校外学習のきまり 虫歯予防 夏休みのくらし方 落ち着いた生活をしよう マラソンに向けて 学習発表会に向けて 本をたくさん読もう 雪となかよし 春休みの過ごし方

わたしの学校 子だぬきポン 黄色いベンチ メイとケンプ 森のみんなと まいごのすず 世界で一番大切な物 つくえふき だっこしながら 広がるあいさつ みんなのニュース係

きれいな羽 青いアルバム お兄ちゃん、しっかり ぐみの木と小鳥 ぴよちゃんとひまわり 水の広場 きらきらみずき オレンジ色の木のみ 世界の仲間と（石川佳純） 大きくなあれ幸せになあれ ころきちのバイオリン ぞうさんの歌と絵

およげないりすさん がんばれポポ しぜんのいのち おふろプール 竹馬と一輪車 おらもいしゃになる グローブのへんしん・ごめんねみなみ みかんの木の寺 きつねとぶどう 公園のおにごっこ

１年生をむかえよう 1年生となかよし → なかよし会をしよう くふうはっけんおもちゃづくり →

春をさがそう 大きくなあれ　わたしのやさい → やさいをしゅうかくしよう さつまいもパーティ

町探検 みんなの発見をあつめよう

いのちのつながり（山川牧場体験） 大きくなったぼくわたし ありがとうをとどけよう ３年生へジャンプ

○ことばのじゅんびうんどう 二　じゅんじょに気をつけて読もう きいてたのしもう くみ立てを考えて書き、知らせよう こえに出してたのしもう つたえたいことをはっぴょうしよう 一　音読げきをしよう かたかなで書くことば にたいみのことば、はんたいのいみのことば 声に出してたのしもう かん字の広場⑤ ことばを楽しもう

じゅんばんにならぼう たんぽぽのちえ かたかなのひろば うれしいことば おおきくなあれ 大すきなもの、教えたい お手紙 三　せつめいのしかたに気をつけて読もう ことばについて考えよう すすんで考えを出し合おう 　

かん字のひろば① ともこさんはどこかな 本はともだち カンジ－はかせの大はつめい 主語と述語 しかけカードの作り方 五　じんぶつと自分をくらべて読もう 詩を作ろう なかまのことばとかん字 八　できごとや気もちが伝わるように書こう

一　おはなしを音読しよう 同じぶぶんをもつかん字 かん字のひろば③ ことばあそびをしよう かん字の読み方 わかりやすくせつめいしよう わたしはおねえさん 聞いてたのしもう 楽しかったよ、二年生

ふきのとう 四　お話を読んでかんそうをかこう ミリ－のすてきなぼうし 秋がいっぱい おもちゃの作り方 かん字のひろば➃ 七　お話をそうぞうしながら読もう

春がいっぱい 三ていねいにかんさつして、きろくしよう スイミー 夏がいっぱい 五　読んで考えたことを話そう 二　まとまりに分けてお話を書こう 四　組み立てを考えてはっぴょうしよう 冬がいっぱい 六　知っていることとつなげて読もう スーホの白い馬

今週のニュース かんさつ名人になろう かん字のひろば② どうぶつ園のじゅうい お話のさくしゃになろう あったらいいな、こんなもの おにごっこ

今月の詩を暗唱しよう

字を書くしせい 書きじゅん 「はらい」のほうこう げんこう用紙に書くとき 「そり」のほうこう 「点」のほうこう ・画の長さ・点や画の間 ・点と画の書き方のまとめ ・字の中心 ・書きぞめ ・二年生のまとめ ・できているかな

えんぴつのもち方 点と画の名前 「おれ」のほうこう ・画のつき方と交わり方 ・字の形 ・書きぞめ

１．わかりやすくあらわそう ４．長さをはかろう ６．水のかさをはかろう ８．計算のしかたをくふうしよう ９．ひっさんのしかたを考えよう１１．分けた大きさをあらわそう １２．新しい計算を考えよう １３．九九をつくろう １４．１０００より大きい数をしらべよう １５．長さをはかろう １７．はこを作ろう

３．ひきざんのしかたを考えよう ７．時計を生活に生かそう 九九ビンゴ １６．図を使って考えよう 計算ピラミッド

4．たしざんのしかたを考えよう どんな計算になるのかな ５．100より大きい数をすらべよう １０．形をしらべよう ２年のふくしゅう

○うたでともだちのわをひろげよう 共通教材　かくれんぼ
鑑賞

トルコこうしんきょく　メヌエット
かっこう ○ひょうしをかんじてリズムをうとう 山のポルカ 音さがし 共通教材　虫のこえ 共通教材　夕やけこやけ ○音をあわせて楽しもう ○みんなで楽しく 共通教材　はるがきた

メッセージ ○はくのまとまりをかんじとろう ○音の高さのちがいをかんじとろう かえるのがっしょう この空とぼう おまつりの音楽 音あそび ○ようすをおもいうかべよう どこかで 手のひらをたいように

はしの上で かえるの音あそび ドレミであそぼ いるかはざんぶらこ ○いろいろな音を楽しもう かぼちゃ 鑑賞　人形のゆめと目ざめ
ずいずいずっころばし
あんたがたどこさ

ぷっかりくじら あえてよかった

ロンドンばし たぬきのたいこ ドレミのうた せんりつあそび 鑑賞　だがっきパーティー 海とおひさま なべなべそこぬけ こぐまの二月 鑑賞　こうしんきょく ○卒業式の歌

小犬のビンゴ 小ぎつね

すきなことなあに にぎにぎねんど たのしくうつして かんしゃの気持ちをあらわそう

ひみつのたまご → うしさんの絵 見てみておはなし → 卒業のかざりづくり →

しんぶんしとなかよし まどをひらいて →

おもいでかたちに

体ほぐしの運動 体力テスト 走の運動遊び
走の運動遊び

（運動会に向けて）
持久走 表現遊び 雪遊び なわ・わ遊び なわ・わ遊び

多様な動きをつくる運動遊び 走・投・柔軟性の運動 ボール投げゲーム 水遊び リズム遊び（花笠おどり） ボール蹴りゲーム ボール蹴りゲーム ボール投げゲーム なわ・わ遊び マット・跳び箱遊び

固定施設・鉄棒あそび 水遊び発表会 固定施設遊び なわ・わ遊び おにあそび

リズム遊び（花笠おどり） 持久走

体育

  この計画表は、1年間の学校での学習の予定です。教科や総合的な学習の時間・学校行事等の特別活動との関連や、月ごとの授業時数を考慮して計画し
ています。基本的に、下記の計画で今年度の学習を進めていますが、子どもたちの学びの実態によって、単元が前後したり、単元を変更したりする場合があ
ります。

道徳

生活

国語

書写

算数

音楽

図画工作


