
４月(１８) 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）

いいてんき つづけよう わけを はなそう すきな もの なあに ききたいな、ともだちの はなし やくそく しらせたいな、見せたいな じどう車くらべ 書　かん字の かきかた 書　まとめ どうぶつの赤ちゃん にて いる かん字

さあはじめよう ききたいな、ともだちの　はなし おばさんと おばあさん おむすび ころりん たのしいな、ことばあそび かたかなをみつけよう まちがいをなおそう じどう車ずかんを つくろう わらしべちょうじゃ たぬきの糸車 書　まとめ 書　まとめ

あつまって はなそう たのしいな、ことばあそび くちばし としょかんと なかよし 書　ひらがなの かきかた 書　ひらがなの かきかた ことばを たのしもう 書　かん字の かきかた 日づけと よう日 かたかなの かたち これは、なんでしょう いい こと いっぱい、一年生

えんぴつと なかよし はなの みち 書　ひらがなの かきかた こんな ことが あったよ やくそく うみとかくれんぼ 書　かん字の かきかた かたかなを かこう てがみで  しらせよう ことばを 見つけよう ずうっと、ずっと、大すきだよ 書　まとめ

どうぞ よろしく としょかんへ いこう おもちやと おもちゃ 書　ひらがなの かきかた かずと かんじ かん字の はなし ともだちの こと、しらせよう 書　かん字の かきかた 学年のまとめ

書　じぶんの なまえをかこう 書　ひらがなの かきかた あいうえおで あそぼう つづけよう 書　ひらがなの かきかた じどう車くらべ むかしばなしを よもう 書　かん字の かきかた

なんて いおうか かきと　かぎ おおきく  なった 1学期のまとめ くじらぐも ものの 名まえ つづけよう

こんな もの みつけたよ ぶんを つくろう おおきなかぶ 書　かたかなの かきかた ききたいな、ともだちの はなし

書　はじめに ねこと ねっこ 書　ひらがなの かきかた たのしいな、ことばあそび

うたに あわせて あいうえお 書　ひらがなの かきかた はをへを つかおう ２学期のまとめ

4月（８） ５月(12) ６月(16) ７月(１2) ８月（４） ９月(１６) 10月(１２) 11月(１６) 12月(１２) 1月（６） 2月(１６) 3月（６）

なかよしあつまれ いくつかな いくつといくつ のこりはいくつ 10より大きいかず かずをせいりして たしざん ひきざん くらべかた 大きなかず おなじかずずつにわけよう もののいちのかぞえかた

いくつかな なんばんめ ぜんぶでいくつ どれだけおおい かたちあそび くらべかた さんすうでふゆじたく なんじなんぷん どんなしきに あたらしい１ねんせいがくるよ

いまなんじ のこりはいくつ いったきり／さんすうえにっき こうていでさんすう ２学期のまとめ かたちづくり アスレチックすごろく

いくつといくつ 1学期のまとめ ３つのかずのたしざん、ひきざん 大きなかず どこにあるかな ３学期のＭとめ

４月（６） ５月（９） ６（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）

すたあとぶっく がっこうだいすき がっこうだいすき なつだあそぼう いきものとなかよし いきものとなかよし たのしいあきいっぱい つくろうあそぼう じぶんでできるよ ふゆをたのしもう もうすぐ2年生 もうすぐ2年生

がっこうだいすき きれいにさいてね（栽培） きれいにさいてね（栽培） いきものとなかよし きれいにさいてね（栽培） たのしいあきいっぱい つくろうあそぼう じぶんでできるよ ふゆをたのしもう もうすぐ2年生

きれいにさいてね（栽培） なつだあそぼう きれいにさいてね（栽培） きれいにさいてね（栽培）

４月（４） 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）

どんなうたがあるかな ちょうちょう　ほか リズムと なかよし きせつのうた どれみとなかよし どれみとなかよし おんがくランド おとのスケッチ きょくの ながれ めざせ がっきめいじん みんなで あわせて おとのスケッチ

校歌（年間随時） リズムと なかよし ことばの リズムで あそぼう こんにちはけんばんハーモ
おんがくのおくりも
の

きょくの ながれ にっぽんのうたみんなのうた うたで まねっこ 校歌

ちょうちょう・ほか うみ もりあがりを かんじて 国歌「きみがよ」 国歌「きみがよ」

おんがくランド いい おと みつけて

きせつのうた

４月（４） 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）

すきな かたちや いろ なあに チョキチョキかざり ひもひも ねんど ぺったん コロコロ カラフル いろみず いろいろな かたちの かみから おはなしから うまれたよ でこぼこはっけん のって みたいな いきたいな かみざら コロコロ いっしょに おさんぽ うつした かたちから

かきたい もの なあに すなや つちと なかよし みて みて あのね ごちそう パーティー はじめよう！ ひらひら ゆれて かざって なに いれよう はこで つくったよ ならべて ならべて すきまちゃんの すきな すきま にょきにょき とびだせ

おって たてたら おはなしから うまれたよ のって みたいな いきたいな かみざら コロコロ

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（５） ２月（１２） ３月（４）

体ほぐしの運動 かけっこ・リレー 表現遊び 鉄棒を使った運動遊び 固定施設を使った運動遊び 跳の運動遊び マットを使った運動遊び ボール投げゲーム ボール蹴りゲーム スキー スキー 鬼遊び

かけっこ・リレー リズム遊び 新体力テスト 水遊び 鬼遊び ボール投げゲーム 幅跳び遊び リレー遊び 多様な動きを作る運動遊び ボール投げゲーム

表現遊び 固定施設を使った運動遊び 体ほぐしの運動遊び ボール蹴りゲーム 表現遊び 跳び箱を使った運動遊び

マットを使った運動遊び 転がしドッヂボール 鬼遊び

４月（２） 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）

がっこう だいすき あかるい あいさつ みんな じょうず きんの おの いきて いるって とりかえっこ ありがとうが いっぱい くりの み きゅうしょくとうばん せかいの　こどもたち やれば できるんだ なわとびカード

きもちの よい せいかつ なかよくね みんな いきている かぞくと おはなし あしたは えんそく おふろそうじ ひしゃくぼし これなら できる ちいさな ふとん 「すき」から うまれた「そらまめくん」 みんな みんな、ありがとう

よい ことと わるい こと かぼちゃの つる あさがお やめなさいよ ジャングルジム わすれて いる こと、なあい にほんの あそび みんなが つかう ばしょだから

どうして こう なるのかな 二わの ことり はしの うえの おおかみ

令和５年度　奥沢小学校　年間学習計画表　(１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。
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