
４月(２７) ５月(27) ６月(36) ７月(27) ８月(9) ９月(36) １０月(27) １１月(36) １２月(27) １月（１４） ２月（３６） ３月（１３）

ことばのじゅんびうんどう ともだちをさがそう 同じぶぶんをもつかん字 丸、点、かぎ 書　点や画の組み立て かん字のひろば② 主語と述語に気をつけよう おもちゃの作り方をせつめいしよう 冬がいっぱい ようすをあらわすことば カンジーはかせの大はつめい すてきなところをつたえよう

ふきのとう いなばの白うさぎ 書　点や画の組み立て 書　点や画の組み立て 雨のうた 書　点や画の組み立て かん字の読み方 書　点や画の組み立て ねこのこ／おとのはなびら／はんたいことば 見たこと、かんじたこと ことばを楽しもう 書　しりょう

書　しょしゃたいそう たんぽぽのちえ うれしいことば あったらいいな、こんなもの ことばでみちあんない どうぶつ園のじゅうい 秋がいっぱい かたかなで書くことば
書　点や画の組み立
て

書　まとめ 書　まとめ 学年のまとめ

図書館たいけん 書　点や画の組み立て かん字のひろば① 夏がいっぱい 書　点や画の組み立て 書　点や画の組み立て せかい一の話 にたいみのことば、はんたいのいみのことば 楽しかったよ、二年生 スーホの白い馬

春がいっぱい かんさつ名人になろう スイミー ことばあそびをしよう そうだんにのってください かん字の広場④ かん字の広場⑤ 書　まとめ

きょうのできごと かたかなのひろば なかまのことばとかん字 馬のおもちゃの作り方 わたしはおねえさん 書　字の形

書　いつも気をつけよう 書　点や画の組み立て ミリーのすてきなぼうし かん字のひろば③ 書　点や画の組み立て おにごっこ

ともだちをさがそう メモをとるとき １学期のまとめ お手紙 お話のさくしゃになろう 書　字の形

こんなもの、見つけたよ 書　点や画の組み立て ２学期のまとめ

４月（15） ５月(15) ６月(20) ７月(15) ８月（5） ９月(20) 10月(15) 11月(20) 12月(15) 1月（８） 2月(２０) 3月（７）

ココアはいくつ たし算 長さ たし算とひき算 水のかさ ロボットレース かけ算 かけ算九九づくり 長いものの長さ はこの形 １０００より大きい数 おたのしみ会で算数

表とグラフ ひき算 100より大きい数 筆算をつくろう 三角形と四角形 九九であそぼう 九九ジグソーパズル 算数カレンダーを作ろう １０００より大きい数 数のめいろ ３学期のまとめ

時こくと時間 何人いるかな たし算とひき算の図 １学期のまとめ タングラム 長いものの長さ 九九の表 図をつかって考えよう

たし算 長さ たし算とひき算 かけ算 ２学期のまとめ １を分けて

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

春だ今日から２年生 どきどきわくわくまちたんけん 生きものなかよし大さくせん うごくうごくわたしのおもちゃ 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 つたわ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 あしたへジャンプ

大きくなあれわたしの野さい 大きくなあれわたしの野さい 大きくなあれわたしの野さい 大きくなあれわたしの野さい 大きくなあれわたしの野さい

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

朝のリズム あの青い空のように 強さや はやさを かんじて リズムや ドレミと なかよし きょくに 合った 歌い方 きょくに 合った 歌い方 にっぽんのうたみんあのうた おまつりの音楽を つくろう にっぽんのうたみんなのうた くりかえしと かさなり にっぽんのうたみんなのうた みんなの音楽時計を つくろう

手びょうしリレーであそぼう 強さや はやさを かんじて リズムや ドレミと なかよし どんな 音が きこえるかな 国歌「きみがよ」 きょくの ながれ みんなで 合わせて 国歌「きみがよ」 音楽ランド

いい 音 見つけて 校歌 めざせ 楽き名人 にっぽんのうたみんなのうた 校歌 にっぽんのうたみんなのうた

おまつりの音楽 クリスマスソングを 歌おう

音楽ランド

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

たのしいかたちやいろのせかい にぎにぎねん土 ふしぎなたまご まどからこんにちは たのしかったよどきどきしたよ いろの見えかたむげん大 つないでつるして ことばのかたち わくわくおはなしゲーム パタパタストロー ともだちハウス たのしくうつして

おはなみスケッチ わっかからへんしん しんぶんしとなかよし 音づくりフレンズ はさみのあーと だんボールに入ってみると！？ たのしくうつして ともだち見つけた！

ひかりのプレゼント おもいでをかたちに

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

体ほぐしの運動遊び リズム遊び 表現遊び 鉄棒遊び 鉄棒遊び 水遊び マットを使った運動遊び ボール投げゲーム ボール運び鬼 スキー スキー ボール投げゲーム

かけっこ・リレー 表現遊び 新体力テスト 固定施設を使った運動遊び 固定施設を使った運動遊び リレー遊び・幅跳び遊び ゴム跳び遊び 鬼遊び 表現遊び 多様な動きを作る運動遊び ボールけりゲーム

リズム遊び ボール蹴りゲーム 水遊び 体ほぐしの運動遊び ボール運び鬼 跳び箱を使った運動遊び

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

二年生になって しょうかいします おり紙の名人 がんばれアヌーラ およげないりすさん なかよしだけど どうして うまくいかないの 雨ふり ぴかぴかがかり おせちのひみつ 空色の自転車 よかったよ

あいさつ月間 角がついた かいじゅう ありがとうの手紙 かえってきたホタル お月さまとコロ おでこのあせ どうしよう もうすぐお正月 日本のお米、世界のお米 すてきなえがお こうさとびができた

どうしてきまりが　あるのだろうか ぶらんこ ぼくのサッカーシューズ クラスの大へんしん 黄色いベンチ こんなとき どうするのかな きらきら お年玉を もらったけれど ありがとうの絵

ぐみの木と小鳥 黒板が にっこりするかな 生まれるということ

音の かさなりや リズムを
えらんで 合わせよう
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徳

令和３年度　奥沢小学校　年間学習計画表　(２年） ※授業研究や行事等により予定が変わる場合があることをご了承ください。

1　　学　　期 2　　学　　期 3　　学　　期
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