
平成27年度版 年間学習指導計画・評価計画案（国語）　第1学年上巻
　　　　　　◇話すこと・聞くこと　　■書くこと　　□読むこと　　△伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項　　☆他教科との関連

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

　

１

　　１

１．さし絵をもとに話を想像し，気づいたこ
とを話し合う。
　＊季節はいつか。
　＊どんな場所か。
　＊どんな動物がいるか。
　＊どんなお話か。

○○

○国語学習のスタートにあたり，
言葉の楽しさを味わい，国語への
期待を高めるような展開を心がけ
る。学習ルールも大事だが，初め
は，どんなことを言っても温かく
受け入れる雰囲気を作ることが大
切である。

　

　１

２．四つの場面を概観しながらあらすじを確
認し，動物たちがどんな会話をしているかを
発表したり，みんなで声をそろえて言ってみ
たりする。特に，第一場面の穴あきの部分に
ついては，穴の中をのぞくように想像させ
て，自由に言葉を発するようにする。

○

○あらすじは教師がリードし，自
由に発言させながらまとめてい
く。さし絵を読むことを大切に
し，人物の表情や様子のほか，細
かい部分から想像したり，気づい
たりしたことを発言させるように
する。

○誰かの発言を受けてみんなで声
をそろえて言うなど，声を出す活
動を十分に行う。声を出す活動
が，今後の発表や音読につながっ
ていく。

○本文の言葉は教師が読んで聞か
せ，児童に平仮名を読ませること
は特にしない。字が読める児童に
ついては，読めたことを認めてあ
げるようにする。

3

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

○まず，自分自身のあいさつにつ
いて振り返ることを大切にした
い。この学習をとおして，生活の
中のあいさつが意識され，場や相
手に合わせた，適切なあいさつが
できるようになる機会とする。教
師も日常化に向けて，学習後もさ
まざまな場面で声をかけるよう努
める。

○さし絵を見て，次のことを話し
合う。
　＊いつの様子か（時間）

＊どんな相手か（教師，友達，
お客様，上級生）
　＊どんな言葉を言っているか
　＊声の調子や言い方はどんなか
　　・明るく元気に
　　・心をこめて
　　・静かにしっかりと
　　・丁寧な言葉と友達言葉など

○さし絵の中の，帽子を拾って渡
す絵は，あいさつではないが，必
要なことをきちんと伝える大切な
場面である。しっかりと学習させ
たい。

◎【話聞】場や相手に合わ
せて，明るくはきはきとあ
いさつをしている。【発表】

○隣の席の人と組みになり，役割
を決めてあいさつの練習をする。

○隣の席の人と組みになり，役割
を決めてあいさつの練習をする。

○言葉だけでなく，身ぶりや表情
も交えながら，はっきりと話させ
る。姿勢や口形にも留意させた
い。

○組みになり，双方が言葉をかけ
合うことが大切である。
　（例） A「これ，落としましたか」

　　　 　B「ありがとう」　など

○みんなの前で行ったり，友達の
あいさつを聞いたりして，よいあ
いさつの仕方を理解する。
○今後も，相手や場を考えて，す
すんで適切なあいさつをすること
を確認する。

3

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

4

　

　　1

１．P10・11を読んで，学習のねらいと流れを
知る。自分の名前をカードに書き，自分の名
前や自分のことを友達に知らせる。

○○

【関】すすんで自己紹介
の練習をしたり，友達の
発表に関心をもって聞こ
うとしている。
【観察・発表】

◎【話聞】はきはきと自
分の名前を言ったり，友
達の発表を最後まで聞い
たりしている。呼ばれた
ら明るく返事をしてい
る。
【観察・発表】

○自分の名前をカードに書き，み
んなの前で発表することを知らせ
ておく。喜んで発表する子が多い
が，尻込みする子もいる。家庭に
連絡し，練習するなどの協力を依
頼することも大切である。

○紹介活動後，教室内に掲示でき
るように，画用紙などの大きめの
用紙を用意する。

○名前は，ゆっくり大きく書くよ
うに指導する。名前のほかに，自
分の好きなことなどを絵にかくと
よい。（好きな食べ物，大切なも
のなど）

○発表の仕方を練習する。「私は
○○です。好きなことは……で
す」などのように，二文程度言え
るとよい。第一声がなかなか出な
い子には，教師が言葉をそえるな
どして，慣れさせる。

☆道徳・特別活
動：自己紹介を
し，みんなに自分
のことを知っても
らう。

４

なかよし □さし絵を見ながら気づいたことを話し，
話を想像しながら物語を楽しむとともに，
国語学習への関心や意欲をもつ。
□場面の様子について，登場人物の行動を
中心に想像を広げながら読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
◇姿勢や口形，声の大きさや速さなどに注
意して，はっきりした発音で話すこと。
　⇒◎Ａ(1)ウ
△言葉には，事物の内容を表す働きや，経
験したことを伝える働きがあることに気付
くこと。　⇒伝国(1)イ(ｱ)
□さし絵をもとに話を想像したり，楽しく
声を出して言葉を楽しんだりすること。
　⇒Ｃ(2)ア

【関】絵を見ながら想像
したり，みんなで声をそ
ろえて言ったりして，楽
しく活動しようとしてい
る。
【発言・観察】

◎【読】教師の後につい
て，場面の様子を思いう
かべながら，声を出して
読んでいる。
【音読・発表】

◎【話聞】気づいたこと
や想像したことを，はっ
きりとした声で話してい
る。【発表】

【言】友達の言葉から，
気づいたことや想像した
ことを伝えている。【発
表】

　

　１

３．提示されている言葉を教師が読み，児童
は繰り返して発声したり，教師が読む指導書
の物語を，さし絵を見ながら聞いたりする。

○

４
　1

あかるい
あいさつ

◇学校生活のさまざまな場面のさし絵をも
とに，あいさつの言葉を考え，場面に合わ
せたあいさつができるようにする。

◇相手に応じて，話す事柄を順序立て，丁
寧な言葉と普通の言葉との違いに気を付け
て話すこと。　⇒Ａ(1)イ

◇姿勢や口形，声の大きさや速さなどに注
意して，はっきりした発音で話すこと。
　⇒◎Ａ(1)ウ

△言葉には，事物の内容を表す働きや，経
験したことを伝える働きがあることに気付
くこと。　⇒伝国(1)イ(ｱ)

◇場面に合わせてあいさつをしたり，必要
なことについて身近な人と連絡をし合った
りすること。　⇒Ａ(2)ウ

１．単元名から，あいさつの仕方を学習する
ことを知る。

（1）ふだん，自分たちがどんなあいさつをし
ているか振り返り，発表する。

（2）さし絵を見てそれぞれがいつ，どんな言
葉を交わしているか話し合う。

○○

☆道徳：２(1)気
持ちのよいあい
さつ，言葉遣
い，動作などに
心掛けて，明る
く接する。

　１

２．さし絵をもとに，学校生活のさまざまな
場面でのあいさつや言葉のかけ方を練習す
る。

○ ○

○

【言】場面や時刻に合わせ
て，あいさつを
している。
【観察・発表】

　

　1
○ ○

【関】さし絵からいろい
ろなあいさつがあること
を理解し，すすんであい
さつをしようとしてい
る。
【観察・発表】

みんなの
なまえ

◇自己紹介の場面のさし絵をもとに，話し
方や聞き方について話し合い，言語生活を
広げる。
◇相手に応じて，話す事柄を順序立て，丁
寧な言葉と普通の言葉との違いに気を付け
て話すこと。 ⇒Ａ(1)イ
◇姿勢や口形，声の大きさや速さなどに注
意して，はっきりした発音で話すこと。
 　⇒◎Ａ(1)ウ
△敬体に慣れること。
　⇒伝国(1)イ(ｷ)
◇知らせたいことなどについて身近な人に
紹介したり，それを聞いたりすること。
　⇒Ａ(2)エ



　

　　1

２．教師から名前を呼ばれたら，はっきり
「はい」と返事をする。

○ ○

【言】はっきりとした声で，
敬体を使って話している。

○呼ばれたら「はい」と返事をす
ることや，発表するときは文末に
「です」「ます」をつけて話すこ
となど，基本的な学習ルールを身
につけるようにする。

2

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

1

１．教科書のさし絵を見て，知っている本は
どれか話し合い，読書への関心を高める。

○

【関】さし絵や絵本の表
紙から絵本に興味をも
ち，読み聞かせを聞こう
としている。
【観察】

◎【読】人物や場面の様
子を想像しながら，読み
聞かせを聞いている。
【観察】

○教科書を使った導入は効果的に
行い，できるだけ，多くの本を読
む時間を確保する。

○事前に教室に絵本を並べてお
き，自由に本を手に取れる環境を
作っておく。

1

２．絵本の読み聞かせを聞く。好きな場面は
どこかなど，簡単な感想を言い合う。

○

○おもしろかったところを，自由
に発言できるようにする。

３．提出されている言葉を読んだり，さし絵
と言葉を対応させたりする。

○自分の名前以外で，初めて書く
文字である。一画または二画で構
成された易しい平仮名は，初めて
書く文字にふさわしい。ゆっくり
と書かせたい。

４．文字を書くときの正しい姿勢と鉛筆の持
ち方について，写真を見て確かめる。姿勢と
持ち方に気をつけて，運筆練習をする。提出
されている平仮名をなぞって書く。

○最近は，正しい鉛筆の持ち方が
できる児童が少なくなっている。
入門期に鉛筆の持ち方を，きちん
と指導することが大切である。

○鉛筆の持ち方に慣れていない
と，なかなか筆圧が強くならな
い。美しい字を書くには筆圧も大
切である。平仮名のほかに，多く
の線の練習をすると効果的であ
る。

3

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

4

　

　　1

こえを あわ
せて
あいうえお

◇｢こえをあわせてあいうえお｣を，姿勢
や口形，声の大きさや速さなどに注意して
はっきりした発音で読む。

◇姿勢や口形，声の大きさや速さなどに注
意して，はっきりした発音で話すこと。
　⇒◎Ａ(1)ウ

△言葉には，意味による語句のまとまり
があることに気付くこと。 ⇒伝国(1)イ
(ｳ)
◇知らせたいことなどについて身近な人に
紹介したり，それを聞いたりすること。
　⇒Ａ(2)エ

1．「こえをあわせてあいうえお｣を，教師の
後について音読する。

2．｢こえを あわせて あいうえお｣を音読
し，リズムのよさや声を合わせる楽しさを味
わう。

○○ ○

【関】姿勢や口形，声の
大きさや速さに注意しな
がら，読もうとしてい
る。【観察】

◎【話聞】はっきりした
発音で読んでいる。
【音読】

【言】母音で始まる語句
の意味を考えながら，声
に出して読んでいる。
【観察・音読】

○教師の後について何度も読み，
声の速さや，はっきりした発音な
どに慣れさせる。

○リズムの心地よさや，全員で声
を合わせる楽しさを味わい，覚え
るくらい読みこむと，姿勢や口形
に気をつける余裕が出てくる。

○単に大声を出すのではなく，声
をそろえるように指導したい。全
員で読む，一人で読む，交代で読
むなど，読み方に変化をつける。

○友達の読みを聞くことも大事に
したい。

1

あいうえお △母音や簡単な平仮名の読み方，書き方を
理解する。

△音節と文字との関係や，アクセントによ
る語の意味の違いなどに気付くこと。
　⇒◎伝国(1)イ(ｲ)

△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

△平仮名を読み， 書くこと。 ⇒伝国(1)
ウ(ｱ)

３．さし絵を参考にしながら，「あいうえ
お」で始まる言葉を見つけ，声に出して読
む。

４．姿勢・鉛筆の持ち方に気をつけて，平仮
名を丁寧に書く。

○ ○

【関】すすんで声に出し
て読んだり，姿勢や鉛筆
の持ち方に気をつけたり
しながら，平仮名を書こ
うとしている。
【音読・観察・
　　　　　　ワーク】

◎【言】清音の平仮名の
うち，既習12文字の大体
を，正しく読んだり書い
たりしている。
【音読・ワーク】

○二音または三音で構成されてい
る言葉を，それぞれ読む。手拍子
を打ちながら読むと，音節が意識
できる。

○筆順に気をつけて，ゆっくりと
書くようにする。書く前に，鉛筆
を持って空に書くようにし，筆順
を確かめる。

1

５．「しりとり」のやり方を確かめ，教師や
友達としりとり遊びをし，出てきた平仮名を
練習する。

○

【関】しりとり遊びに興
味をもって取り組もうと
している。
【観察・発表・
　　　　　ノート】

○語尾に「ん」がついたら終わ
り，同じ言葉は言えない，思いつ
かないときは3回までパスが可能な
ど，必要に応じてクラスできまり
を作っていく。

5

1
６．いろいろな音節の言葉を集め，平仮名の
清音を練習する。

○

◎【言】清音の平仮名のう
ち，既習21文字の大体を，
正しく読んだり書いたりして
いる。
【音読・ワーク】

○慣れてきたら，数名のグループ
で行うようにする。10個言えたら
終了など，終わりまでの時間を競
うと，より楽しめる。

4

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

　1

◇さし絵をもとに話題を見つけ，話題に
そって話し合い，相手の話を集中して聞
く。また，相手の話題に対して，簡単なこ
とを尋ねたり，応答したりする。

１．さし絵を見て，誰がいるか，どんなこと
をしているかなどを話し合う。

○○

○さし絵を見て気づいたことを自
由に発表しながら，興味を高めて
いく。
＊誰がいるか
＊どんな遊びをしているか
＊どんな生き物がいるか　など

○ ○

【関】すすんで声に出し
て読んだり，姿勢や鉛筆
の持ち方に気をつけて平
仮名を書こうとしてい
る。
【観察・音読】

◎【言】言葉をはっきり
と発音したり書いたりし
ている。
【音読・ワーク】

みんなの
なまえ

◇自己紹介の場面のさし絵をもとに，話し
方や聞き方について話し合い，言語生活を
広げる。
◇相手に応じて，話す事柄を順序立て，丁
寧な言葉と普通の言葉との違いに気を付け
て話すこと。 ⇒Ａ(1)イ
◇姿勢や口形，声の大きさや速さなどに注
意して，はっきりした発音で話すこと。
 　⇒◎Ａ(1)ウ
△敬体に慣れること。
　⇒伝国(1)イ(ｷ)
◇知らせたいことなどについて身近な人に
紹介したり，それを聞いたりすること。
　⇒Ａ(2)エ

4

おはなし　た
くさん
ききたいな

□さまざまな本の読み聞かせをとおして，
読書への関心を高める。

□楽しんだり知識を得たりするために，本
や文章を選んで読むこと。　⇒◎Ｃ(1)カ
△本や文章の読み聞かせを聞いたり，発表
し合ったりすること。　⇒伝国(1)ア(ｱ)
□物語の読み聞かせを聞いたり，物語を演
じたりすること。　⇒Ｃ(2)イ

1

かいて　みよ
う

△運筆に慣れ，簡単な平仮名の書き方を理
解する。

△平仮名を読み， 書くこと。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｱ）

しりとり △しりとり遊びに興味をもち，しりとりで
遊びながら言葉を探す。

△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

△平仮名を読み， 書くこと。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｱ)

5

みつけて
はなそう
たのしく
きこう

【関】絵を見ながら話題
を見つけて相手に話した
り，尋ねたりしようとし
ている。
【発言・観察】

◎【話聞】相手の話を最
後まで聞き，話題にそっ
て尋ねている。
【発言・観察】

【言】絵からわかったこ
とを相手に伝えている。
【発表】



1

◇互いの話を集中して聞き，話題に沿って話し
合うこと。　⇒◎Ａ(1)オ

△言葉には，事物の内容を表す働きや，経験
したことを伝える働きがあることに気付くこと。
⇒伝国(1)イ(ｱ)

２．さし絵から話題を見つけて話したり，話
を聞いて尋ねたりする。

○ ○

○細かい部分にも目を向けさせた
い。さし絵の中の話題だけでな
く，自分が好きなことや今後やっ
てみたいことなど，さし絵から離
れた発展した話題が出るとよい。

1
◇尋ねたり応答したり，グループで話し合って
考えを一つにまとめたりすること。⇒Ａ(2)イ

３．組みになったり，二人の組み合わせを変
えたりして，いろいろな話題で話し合う。

○ ○

○さし絵のように，相手の言葉を
受けて答える双方向の会話になる
よう留意する。

１

４．さし絵と言葉を対応させながら，清音・
濁音・半濁音の言葉を声に出して読む。

○ ○

○教科書にある清音・濁音・半濁
音の言葉を，書き方に気をつけて
書く。P25の濁音の混じった言葉遊
びの詩をリズムよく音読する。

○提示された文を声に出して読
み，ノートに書く。P22・23の「み
つけて はなそう，たのしく き
こう」のさし絵を参考にしなが
ら，主語と述語の簡単な文を考え
て，発表する。

○練習の活動として，主語を決め
て述語にあたる部分に言葉を入れ
させ，慣れてきたら述語にあたる
言葉を決め，主語を考えさせるよ
うにして，主語と述語の照応を意
識づける活動を取り入れてもよ
い。また，文末を現在進行形や過
去形で表現しても，ここではこだ
わらない。なお，「 ――が―
―。」の形はP37でも扱うので，こ
こでは意識づけを主眼とし，少し
ずつ慣れさせていくようにした
い。

1

６．さし絵を見ながら，提示された言葉を読
み，空欄にどんな文字が入れば言葉がつなが
るかを考える。

○ ○

○新たに提出された平仮名12文字
を，さし絵と対応させながら意味
を考えて声に出して読む。空欄に
は，どんな文字が入ればよいか，
考えて発表する。

○新たに提出された12文字の平仮
名の書き方を理解し，語句として
の意味のまとまりを考えながら，
正しく書く。

○果物の名前や野菜の名前，虫の
名前など，教科書の中から仲間の
言葉を取り出させ，知っている言
葉を加えていくようにするなど，
語彙の拡充と合わせて扱ってもよ
い。

7

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

１．短いお話の概要をつかんで，楽しく音読
する。

○さし絵を見て，お話に興味をも
たせる。

（1）さし絵を参考にしながら，誰が出てくる
か，どんな様子かの大体をつかむ。

○さし絵や，あいさつの文字の大
きさの違いから，大きな「くまさ
ん」と小さい「ありさん」の対比
に気づかせる。

（2）教師の範読を聞き，お話の概要を知る。 ○教師の範読を聞きながら，指で
文字を追って読ませる。教師は範
読しながら机間を回り，教師の読
む速さについてきているか，確か
めながら読むようにする。

（3）語のまとまりや言葉の響きなどに気をつ
けて音読する。

○音読するとき，読点「、」や句
点「。」はくぎること，特に句点
は間をあけることなどに気をつけ
させる。

○促音「っ」に気をつけて，リズ
ムよく読めるように，「せおっ
て」や「しっかり」などを取り上
げて，何回か練習するとよい。

２．登場人物の様子を想像しながら，工夫し
て音読する。
（1）どんな「くまさん」と「ありさん」か，
想像したことを発表する。

○どんな「くまさん」か考える。
　＊体が大きく，声も大きい

＊やさしい（そっとすれちがう
から）

＊のっそりした感じがする な
ど

○どんな「ありさん」か考える。
　＊体が小さく，声も小さい

＊働き者（大きな荷物を背負っ
ているから）
　＊しっかりしている　など

（2）「くまさん」と「ありさん」の言葉を確
かめ，それぞれどのように読むとよいかを話
し合い，声の大きさや読む速さを工夫して音
読する。

○「くまさん」らしさ，「ありさ
ん」らしさを考えながら音読す
る。文字の大きさの違いにも着目
して読むように助言する。

＊「くまさん」はゆっくり，低
い声で

＊「ありさん」は早口で，高い
声で
　＊地の文は普通の声で　など

３．音読を発表したり，友達の音読を聞いた
りして，音読を楽しむ。
（1）さまざまな形態で音読を楽しむ。

○音読を楽しむために，さまざま
な形態で読む。
　＊斉読する
　＊教師と児童とで交代で読む
　＊3人グループで役割分担して読
む（「くまさん」・「ありさ
ん」・ナレーター）

（2）友達の音読に興味をもって聞く。 ○友達の発表を最後まで聞き，拍
手したり，よかったところを伝え
たりする。

5

みつけて
はなそう
たのしく
きこう

【関】絵を見ながら話題
を見つけて相手に話した
り，尋ねたりしようとし
ている。
【発言・観察】

◎【話聞】相手の話を最
後まで聞き，話題にそっ
て尋ねている。
【発言・観察】

【言】絵からわかったこ
とを相手に伝えている。
【発表】

かき、かぎ △清音と濁音，半濁音の違いを理解して，
正しく発音したり書いたりし，主語と述語
の関係や文の終わりに句点がつくことを理
解し，文を正しく書く。

△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒◎伝国(1)イ
(ｳ)
△句読点の打ち方を理解して文の中で使う
こと。　⇒伝国(1)イ(ｵ)
△文の中における主語と述語との関係に注
意すること。　⇒伝国(1)イ(ｶ)
△平仮名を読み， 書くこと。　⇒伝国(1)
ウ(ｱ)

【関】濁音・半濁音の
入った言葉に関心をも
ち，読んだり書いたりし
ようとしている。
【音読・ノート】

◎【言】濁音や半濁音の
文字をほぼ正しく発音し
たり書いたりし，濁音の
有無により，違う意味の
言葉になることを理解し
ている。
【音読・ノート】

【言】主語・述語に気を
つけて，句点を入れた文
を書いている。
【ノート】

1

５．主語・述語に気をつけて，文を読んだり
書いたりする。文の終わりに句点（。）をつ
ける。

【関】さし絵を見ながら
提出された言葉を読んだ
り，意味を考えながら，
空欄に文字を入れようと
している。

◎【言】語句としての意
味のまとまりを考えなが
ら，新出平仮名を含めた
語句を，正しく読んだり
書いたりしている。

1

７．新出の平仮名の書き方を理解し，正しく
書く。

○

○

ことばを
つなごう

△言葉には意味による語句のまとまりがあ
ることに気づき，つながる言葉を考えて読
んだり，書いたりする。

△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒◎伝国(1)イ
(ｳ)

△平仮名を読み，書くこと。　⇒伝国(1)
ウ(ｱ)

○

【関】さし絵からお話に
興味をもち，楽しく音読
しようとしている。
【音読】

◎【読】語のまとまりや
「くまさん」と「ありさ
ん」のそれぞれの言葉の
響きに気をつけて音読し
ている。【音読】

◎【読】「くまさん」と
「ありさん」の様子を想
像しながら，音読してい
る。【音読・観察】

【言】敬体で書かれた文
章に慣れ，文章を読んで
いる。
【音読・観察】

1

○○

1

くまさんと
ありさんの
ごあいさつ

□登場人物の様子を考えながら，楽しく音
読する。

□語のまとまりや言葉の響きなどに気を付
けて音読すること。　⇒◎Ｃ(1)ア

□場面の様子について，登場人物の行動を
中心に想像を広げながら読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ

△敬体で書かれた文章に慣れること。
　⇒伝国(1)イ(ｷ)

□本や文章を楽しんだり，想像を広げたり
しながら読むこと。　⇒Ｃ(2)ア

○

1 ○

5



3

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

○提示された言葉のほかに，促音
のついた言葉を集めたり，教科書
にある促音を使った短い詩を，リ
ズムよく読んだりする。

○促音「っ」の書き方をおさえ
る。
　＊マス目の中の書く位置
　＊大きさ

○促音の「っ」は，それ自体は発
音しないが，言葉の中では一拍
（一音）として数える。拍として
きちんと数えられれば，表記の抜
けが起こらないので，手で拍子を
とりながら読むなどして，拍を意
識づけたい。

　＊きって　　せっけん　など

５．助詞「は」の使い方，読点「、」や句点
「。」の書き方に気をつけて文を視写する。
さし絵を参考に，簡単な敬体の文を考える。

○言葉につく助詞の「は」は，
「ワ」と読み，言葉と言葉をつな
ぐはたらきをしていることをおさ
えたい。このことにより，助詞の
「は」は文節のくぎりをはっきり
させているといえる。なお，この
あとの教材でも助詞の「は」につ
いて復習する機会を設けているの
で，ここでは言葉をつなぐはたら
きを意識づけるにとどめてもよ
い。

○主語と述語で構成された簡単な
敬体の文を考え，句読点を正しく
入れて文を書く。

○敬体は初出のため，板書の工夫
で視覚にも訴え，使い方に慣れる
ようにする。

2

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

1

１．絵本に興味をもち，さし絵や絵本の表紙
を参考に読みたい本を選び，読書をする。

○ ○

○場を工夫して，ふだんから教師
が読み聞かせをし，絵本への興味
を高めておく。教室のコーナーに
絵本を並べておき，読書環境を整
えておくことも大切である。

1

２．いろいろな本を読み，友達とおもしろ
かったところを教え合う。

○ ○

○自分の「お気に入り」のページ
を伝えるようにすると，交流が具
体的になる。

３．教えてもらった本の中から，さらに読み
たい本を選んで読書する。

○「おすすめ」にあがった絵本
は，表紙をコピーしたり，推薦し
た児童の名前を書いたりして教室
に掲示すると，意欲が高まる。

○「を」は「オ」と読み，助詞以
外で使われることはないが，必ず
言葉について言葉どうしをつなぐ
役割があることをおさえたい。な
お，助詞のはたらきについては，
このあとの教材でも扱う機会があ
るので，少しずつ使い方に慣れさ
せていけばよい。

４．かるたを作って遊ぶことを知り，教科書
の読み札を読んだり，遊び方のルールを確か
めたりして，かるたを作る。

○教科書の付録としてついている
カードを利用して，一人２組みか
るたを作る。各自の分担する平仮
名を決めておく。札作りに時間が
かかるため，生活科と連動して計
画するとよい。

○文の形で書くのが難しい場合に
は，「□いぬ」「□くつ」などの
言葉を書くようにする。

1

５．作ったかるたで，楽しく遊ぶ。 ○提示された読み札を読み，P37の
取り札を取る練習をして遊び方に
慣れる。また，ルールを話し合
う。
　＊同時に取ったらじゃんけん
　＊お手つきはなし　など

5

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

5

たのしく
よもう１

１．言葉のまとまりや意味を考えたり，リズ
ムをつかんだりして，『あいうえおの う
た』を楽しく音読する。

○範読で，心地よいリズムやアク
セント，イントネーションなどを
身につけさせる。

２．一人で読む，斉読する，交代で読むな
ど，さまざまな形態で音読を楽しむ。

○声をそろえる，あ行，か行と列
ごとに交代して読む，教師と交互
に読み合うなど，読み方に変化を
つけると，繰り返し音読を楽しめ
る。

３．『あいうえおの　うた』を視写する。 ○視写をとおして，平仮名の五十
音を正しく書くようにする。

5

1

ねこ、ねっこ △促音の読み方と書き方を理解し，句読点
の使い方を理解する。

△促音，撥（はつ）音などの表記ができ，
助詞の「は」を文の中で正しく使うこと。
　⇒◎伝国(1)イ(ｴ)

△句読点の打ち方を理解して文を書くこ
と。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

△文の中における主語と述語との関係に注
意すること。　⇒◎伝国(1)イ(ｶ)

△敬体で書かれた文章に慣れること。
　⇒伝国(1)イ(ｷ)

△平仮名を読み，書くこと。　⇒伝国(1)
ウ(ｱ)

４．さし絵を見ながら，促音のついた言葉と
つかない言葉を，読んだり書いたりする。

○ ○

【関】促音の入った言葉
を，読んだり書いたりし
ようとしている。
【音読・ノート】

◎【言】促音の入った言
葉を正しく読んだり書い
たりし，助詞の「は」を
文の中で正しく使ってい
る。【音読・ノート】

【言】主語と述語の関係
や句読点に気をつけて，
簡単な敬体の文を書いて
いる。
【ノート・ワーク】

1

○

5

ほんを　よも
う

□読みたい本を探して読んだり，読んだ本
について友達や先生に話したりして，読書
を広げる。

□楽しんだり知識を得たりするために，本
や文章を選んで読むこと。　⇒◎Ｃ(1)カ

△昔話や神話・伝承などの本や文章の読み
聞かせを聞いたり，発表し合ったりするこ
と。　⇒伝国(1)ア(ｱ)

△助詞の「を」を文の中で正しく使うこ
と。
　⇒伝国(1)イ(ｴ)

△平仮名を読み，書くこと。
　⇒伝国(1)ウ(ｱ)

□本や文章を楽しんだり，想像を広げたり
しながら読むこと。　⇒Ｃ(2)ア

【関】絵本に興味をも
ち，いろいろな本を読も
うとしている。
【行動】

◎【読】想像を広げなが
ら楽しんで読んでいる。
【読書・発言】

【言】文の中で，助詞
「を」の使い方がわかっ
ている。
【発言・観察】

【言】既習平仮名43文字
の大体を，読んだり書い
たりしている。
【音読・ノート・ワー
ク】

1

○ ○

1

□場面の様子を思い浮かべながら，リズム
よく音読する。

□語のまとまりや言葉の響きなどに気を付
けて音読すること。　⇒◎Ｃ(1)ア

△音節と文字との関係や，アクセントによ
る語の意味の違いなどに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｲ)

△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

△平仮名を読み，書くこと。 ⇒伝国(1)
ウ(ｱ)

□本や文章を楽しんだり，想像を広げたり
しながら読むこと。　⇒Ｃ(2)ア

○ ○

1

かるたを
つくって
あそぼう

△かるたを作って遊びながら，言葉への関
心を高め，言葉を増やす。

△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

△助詞の「を」を文の中で正しく使うこ
と。
　⇒伝国(1)イ(ｴ)

△文の中における主語と述語との関係に注
意すること。　⇒◎伝国(1)イ(ｶ)

△平仮名を読み，書くこと。 ⇒伝国(1)
ウ(ｱ)

○

○

【関】『あいうえおの
うた』を，楽しんで読も
うとしている。
【音読・観察】

◎【読】語のまとまりや
意味を考えながら，リズ
ムよく読んでいる。
【音読】

【言】『あいうえおの
うた』を，正しく視写し
ている。【ノート】

○

【関】かるた遊びに興味
をもち，楽しく取り組も
うとしている。
【行動・音読】

◎【言】主語・述語に気
をつけて，句点を入れた
文を書いている。
【ノート・かるた】

【言】助詞の「を」を
使って文を書いている。
【ノート・かるた】

【言】語句の意味を考え
ながら，既習仮名46文字
の大体を，読んだり書い
たりしている。
【音読・ノート・かる
た】

☆生活科：グルー
プで分担してかる
た作りを行う。



1 ごじゅうおん △五十音表を見て，これまでに学んだ平仮
名の学習を振り返るとともに，五十音表の
基本的な特徴に気づく。

△平仮名を読み，書くこと。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｱ)

４．五十音表を見て，平仮名を縦に読んだ
り，横に読んだりする。

【関】五十音表を，楽し
んで縦に読んだり，横に
読んだりしようとしてい
る。
【音読・観察】

◎【言】正しく読み，書
きにくい平仮名を正しく
書いている。
【音読・ノート】

○はっきりとした発音，口形，姿
勢に気をつけて五十音を読む。縦
に読んだり，横に読んだりして，
気づいたことを発表する。

５．書きにくい平仮名や，まちがえやすい平
仮名を取り上げて練習する。

○濁音・半濁音の列も，声に出し
て読む。

2

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

１．学習のねらいとやり方を知る。
（1）提示された文を読む。

○友達と遊んだり，活動したりし
たことを思い出させ，絵や文で表
すことへの興味を高める。

（2）作品例を見て，めあてや学習の仕方を知
る。

○児童がこれまでに描いてきた作
品を取り上げ，振り返る手がかり
にする。

1

２．経験したことの中から，絵にしたいこと
を決めて絵に描く。
（1）楽しかったことやがんばったことなど，
どんなことがあったかを振り返り，話し合
う。
（2）題材を決めて絵に描く。

○

○絵に時間をかけすぎないように
留意する。絵を描くことは，文に
表す前のステップである。経験し
たことを順に並べるのではなく，
その中の，どのできごとを取り上
げればよいか，題材を選びやすく
するために絵を描くステップを取
り入れている。

○初めての文を書く学習である。
一人一人と話をし，書きたいこと
を教師が聞き出しておく。つまず
きがちな児童には，教師が聞き
取ってメモし，それを文に書くよ
うに支援する。この段階では，一
文が書けたら十分である。絵にひ
と言添える気持ちで書かせたい。

○文のスペースが足りなくなった
り，バランスが悪くならないよ
う，指導する。

４．書いたものを交流する。

（1）交流する前に，自分の書いた文を声に出
して読み，必要があれば直す。

○書いたものは，自分で読み直す
習慣をつけておく。

（2）作品を友達と読み合い，よいところや感
想を伝え合う。

○グループや列で交換したり，全
員の前で発表したりと，変化をつ
けて交流する。

○児童の文字を児童が読むのは難
しい場合がある。書いた本人が読
んで聞かせるとよい。

4

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

１．さし絵を見ながら全文を読み，感想を話
し合う。

○全文を読む前に四つの場面のさ
し絵を見て， 概要をつかむ。

○さし絵を見ながら全文を読み，
感想を発表する。

1

２．お話のあらすじをつかみ，各場面のさし
絵をもとに，あらすじを説明する。

○

○さし絵をもとに教師がリードし
ながら，全体であらすじを確認す
る。やり方がわかったら，自分の
言葉であらすじを言い，友達に聞
いてもらう。

1

３．おじいさんの人柄を考える。
　＊どんな仕事をしているか
　＊どんな性格の人物か
　＊まきを燃やしたのはなぜか

○

○場面の様子やおじいさんの行動
から，人柄を想像する。

＊えんとつそうじとはどんな仕
事か

＊おじいさんはやさしい→なぜ
そう思ったか

＊さし絵のかまどが真っ赤に
なっているのはなぜか

４．空へ上っていくながれぼしと，それを見
ているおじいさんの，それぞれの言葉を想像
する。

○ながれぼしの言葉から，ながれ
ぼしの感謝の気持ちを想像する。
音読の仕方を工夫させるとよい。

○「 」は，会話文につく記号で
あることを理解させる。

1

５．人物に手紙を書き，お互いに読み合う。
　＊おじいさんに
　＊ながれぼしに
　＊二人に（書きたい相手を選ぶ）

○○ ○

○登場人物に手紙を書く。物語全
体を振り返ってから書かせるよう
にする。

1

６．長音の読み方や書き方を理解し，長音の
入ったいろいろな言葉を，読んだり書いたり
する。

○ ○

○エ列長音の「とけい」やオ列長
音の「おとうさん」のように，表
記と読み方が違う言葉がある。何
度も読みながら慣れるようにす
る。特にエ列長音は，「え」で表
記するのは「おねえさん」「ええ
（応答）」のみで，「い」と表記
する特例のほうが多い。児童に慣
れさせるためにも，言葉が出てき
たときに，そのつど注意を喚起さ
せたい。

○促音と同様，長音も一音（一
拍）を数えることを意識づけた
い。言葉を読むときには，手で拍
子を取るなど工夫することが大切
である。

　＊おじいさん　　おじさん

○教科書に提示されたほかにも，
長音の入った言葉を用意し，示
す。

7

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

○ ○

【関】経験したことを，
絵と文で表現しようとし
ている。
【絵と文】

◎【書】経験したことか
ら書こうとする題材を見
つけている。
【観察】

◎【書】絵に合わせて，
簡単な文を書いている。
【ノート・ワーク】

【言】平仮名の大体を，
正しく発音したり，書い
たりしている。
【ノート・ワーク】

1

３．絵に合わせて文を書く。描いた絵に題を
つけたり，簡単な言葉や文を書いたりする。

○

5

1

えと　ことば
で　かこう

■経験したことから書くことを見つけ，簡
単な絵や文で表し，書いたものを読み合っ
て感想を伝え合う。

■経験したことから書くことを決め，書こ
うとする題材に必要な事柄を集めること。
　⇒◎Ｂ(1)ア

■語と語や文と文との続き方に注意しなが
ら，つながりのある文や文章を書くこと。
　⇒◎Ｂ(1)ウ

■書いたものを読み合い，よいところを見
付けて感想を伝え合うこと。　⇒Ｂ(1)オ

△言葉には，事物の内容を表す働きや，経
験したことを伝える働きがあることに気付
くこと。　⇒伝国(1)イ(ｱ)

△平仮名を読み，書くこと。　⇒伝国(1)
ウ(ｱ)

■身近な事物を簡単に説明する文章などを
書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

○

○

1
○ ○

○

【関】さし絵にそって文
章を読み，場面や人物の
様子を想像しようとして
いる。
【音読・観察】

◎【読】話の大体を捉
え，人物の行動を中心
に，場面の様子を想像し
ている。
【発言・観察】

【言】助詞や長音・促
音・撥音・かぎ（「
」）を，正しく読んだり
書いたりしている。
【ノート・ワーク】

6

1
○

5
１

けむりの　き
しゃ

□文章とさし絵を結びつけながら，場面の
様子について人物の行動を中心に想像を広
げながら読む。

□語のまとまりや言葉の響きなどに気を付
けて音読すること。　⇒Ｃ(1)ア

□場面の様子について，登場人物の行動を
中心に想像を広げながら読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
　
△長音，促音，撥（はつ）音などの表記が
でき，助詞の「は」，「へ」及び「を」を
文の中で正しく使うこと。 ⇒伝国(1)イ
(ｴ)

△句読点の打ち方や，かぎ（「 」）の使
い方を理解すること。　⇒伝国(1)イ(ｵ)

△敬体で書かれた文章に慣れること。
　⇒伝国(1)イ(ｷ)

□本や文章を楽しんだり，想像を広げたり
しながら読む。　⇒Ｃ(2)ア

○○

○

6

のばす　お
ん

△長音の読み方と書き方を理解する。

△長音，促音，撥（はつ）音などの表記が
でき，助詞の「は」，「へ」及び「を」を
文の中で正しく使うこと。　⇒◎伝国(1)
イ(ｴ)

【関】長音の入った言葉
を読んだり，視写したり
しようとしている。
【音読・ノート】

◎【言】長音の入った言
葉を正しく読んだり書い
たりしている。
【音読・ノート】

1

７．P51の長音の入った詩をリズムよく読んだ
り，視写したり聴写したりする。

○



1

１．主語と述語の関係に注意して，文を読ん
だり書いたりする。
（1）「――は，――。」の文例を読み，空欄
に入る言葉を考える。
（2）ノートに，自分で考えた主語・述語の関
係の文を書く。
（3）「――は，――を ――。」の文例を読
み，空欄に入る言葉を考える。
（4）ノートに，助詞の「を」のついた目的語
がある文を書く。

○ ○ ○

○文例を音読し，主語・述語の関
係を理解する。これまで，主語，
述語についてはP25・37，助詞の
「は」は P33，助詞の「を」は
P35・37で学習してきている。学ん
できたことを，整理して思い起こ
させたい。主語，述語の照応に気
をつけて文を書いたり，助詞の
「は」「を」が入った文の聴写を
させたりして，文を書くことの抵
抗感をなくす。

２．主語・述語に，場所を表す目的語が入っ
た文を書く。
（1）「――は，――へ ――。」の文例を読
み，空欄に入る言葉を考える。
（2）ノートに，助詞の「へ」のついた目的語
がある文を書く。

○助詞の「へ」の使い方に気をつ
けて書かせる。「へ」を使った文
を考えたら，互いに紹介し合う。

○助詞「へ」については，この教
材で初めて学ぶことになる。言葉
につく助詞の「へ」は「エ」と読
み，言葉と言葉を結ぶはたらきを
していることを十分おさえたい。

1

３．句読点，主語・述語，助詞の「を」
「へ」を使った文を考えて書き，丁寧に清書
し，互いに読み合う。

○ ○

○助詞の「は」「を」「へ」を
使って文を作る学習は，このあと
P68・69でも丁寧に扱っている。一
度に「は」「を」「へ」の使い方
を理解させるよりも，少しずつ習
熟を図っていくようにする。

4

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

1 １．さし絵を見て，学習のねらいや方法を知
る。身近なことや経験したことの中から，ど
んなことを話すか，話題を考える。

○○

○話題を決める前に，経験や身近
な事を，話し合いながら十分掘り
起こす。
　＊好きな食べ物や得意なこと
　＊できるようになったこと
　＊大切なもの
　＊楽しかったこと　など

2 ２．話したいことを絵に描き，それをもとに
二文程度の文を作り，話の準備をする。

○最初の一文は，「わたしは，―
―」「ぼくは，――」で話すよう
にする。

○発表の前に，教師は一人一人の
発表を事前に確認する。

３．グループで発表し，感想やよいところを
伝える。

○発表でつまずきがちな児童に
は，教師が傍らであいづちをうっ
たり，次の言葉を促したりして，
支援することも大切である。

○話の聞き方を事前に話し合い，
約束を決めておくとよい。

○できるだけ感想を伝えるように
したいが，心から拍手をするな
ど，聞く雰囲気作りも大切であ
る。

4

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

１．言葉の意味を考えながら，『がぎぐげご
の うた』をリズムよく楽しく音読する。さ
まざまな形態でで何度も音読する。

○範読で，イントネーションやリ
ズムのよさをつかませる。

○音読する際には，姿勢や口形，
声の大きさ，速さに注意しながら
読むように声をかける。

○斉読，が行，ざ行と列ごとに交
代で読む，教師と交互に読む，隣
どうしで読む，一人で読むなど，
音読の形態を変えながら，繰り返
し音読する。

２．『がぎぐげごの　うた』を視写する。 ○視写をとおして，濁音・半濁音
の文字を正しく書けるようにす
る。

1

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

1

１．題名を読んで，すずめについての興味を
高めるとともに，学習への意欲をもつ。

○ ○

○「問い」「答え」に気をつけな
がら，すずめについて説明した文
章を読むという学習の流れを意識
づけ，意欲を高める。

○すずめについて自由に話し合
い，知っていることをたくさん出
させる。

２．題名を読んだり，写真を見たりして，す
ずめについて知っていることを話し合う。

○題名中の「くらし」に着目さ
せ，話し合う。

（1）題名の中の言葉「すずめ」「すずめのく
らし」をもとに話し合う。
（2）教科書の写真を手がかりにしながら，自
分がすずめについて知っていることを話し合
う。

○教科書の写真を見て，知ってい
ることを話し合ったり，何をして
いるところか予想したりする。話
し合いをとおして，すずめという
身近な鳥にも｢知らない面｣がある
ことに気づくようにする。

○P58・59を読み，写真を詳しく見
て，気づいたことを話し合う。
（例）「どれも，草が生えている
ところにいる」「みんな下を向い
ている」など。

○P60を読み，写真のすずめが草の
種をくわえていることを確認し，
前ページの写真と比べて，わかっ
たことを話し合う。（例）「下を
向いていたのは，地面をつついて
いたから」「地面にある食べ物を
探していた」など。

6 みんなに
はなそう

◇身近なことや経験したことから話題を決
め，必要なことを思い出して，順序を考え
て話す。

◇身近なことや経験したことなどから話題
を決め，必要な事柄を思い出すこと。
　⇒◎Ａ(1)ア

◇相手に応じて，話す事柄を順序立て，丁
寧な言葉と普通の言葉との違いに気を付け
て話すこと。　⇒◎Ａ(1)イ

◇大事なことを落とさないようにしなが
ら，興味をもって聞くこと。　⇒Ａ(1)エ

△文の中における主語と述語との関係に注
意すること。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

△敬体で書かれた文章に慣れること。
　⇒伝国(1)イ(ｷ)
　
◇知らせたいことなどについて身近な人に
紹介したり，それを聞いたりすること。
　⇒Ａ(2)エ

【関】身近なことや経験
したことから話題を見つ
け，話そうとしている。
【発表・観察】

◎【話聞】必要なことを
思い出して話している。
【発言】

◎【話聞】話す事柄を順
序立てて，言葉づかいに
気をつけて話している。
【発言】

【話聞】友達の話を興味
をもって最後まで聞いて
いる。【観察】

【言】主語と述語の関係
に注意しながら話してい
る。【発表】

○

6

ぶんを　つく
ろう

■句読点の使い方を理解し，主語と述語と
の関係に注意しながら文を書く。

■語と語や文と文との続き方に注意しなが
ら，つながりのある文や文章を書くこと。
　⇒◎Ｂ(1)ウ

△長音，拗（よう）音，促音，撥（はつ）
音などの表記ができ，助詞の「は」，
「へ」及び「を」を文の中で正しく使うこ
と。
　⇒伝国(1)イ(ｴ）

△句読点の打ち方や，かぎ（「　」）の使
い方を理解して文章の中で使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

△文の中における主語と述語との関係に注
意すること。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

■身近な事物を簡単に説明する文章などを
書くこと。⇒Ｂ(2)ウ

【関】文例をもとに，主
語と述語の関係に気をつ
けて文を作ろうとしてい
る。
【ノート・発表・観察】

◎【書】主語と述語の関
係に注意して，基本的な
文型の文を書いている。
【ノート】

【言】句読点や助詞の
「は」「を」「へ」の使
い方がわかり，正しく
使っている。
【ノート】

２
○

1

○

○

○○

【関】『がぎぐげごの
うた』を，楽しく読もう
としている。【音読】

◎【読】様子を想像しな
がら，リズムよく音読し
ている。【音読】

【言】濁音・半濁音の大
体を，正しく発音したり
書いたりしている。
【音読・ノート】

6 すずめの
くらし

□問いの文や写真に導かれながら，すずめ
について説明した文章を読む。

□語のまとまりや言葉の響きなどに気を付
けて音読すること。　⇒Ｃ(1)ア

□時間的な順序や事柄の順序などを考えな
がら内容の大体を読むこと。　⇒◎Ｃ(1)
イ

□文章の中の大事な言葉や文を書き抜くこ
と。　⇒Ｃ(1)エ

□文章の内容と自分の経験とを結び付け
て，自分の思いや考えをまとめ，発表し合
うこと。　⇒Ｃ(1)オ

□楽しんだり知識を得たりするために，本
や文章を選んで読むこと。　⇒Ｃ(1)カ

△長音，拗（よう）音などの表記ができ，
助詞の「は」及び「を」を文の中で正しく
使うこと。　⇒伝国(1)イ(ｴ)

△句読点の打ち方を理解して文章の中で使
うこと。　⇒伝国(1)イ(ｵ)

△文の中における主語と述語との関係に注
意すること。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

□事物の仕組みなどについて説明した本や
文章を読むこと。　⇒Ｃ(2)ウ

【関】すずめが暮らしの
中でどんなことをしてい
るか，興味をもって文章
を読もうとしている。
【音読・観察】

◎【読】問いの文に反応
して考えたり，写真と文
を見比べたりしながら，
文章を読んでいる。
【発言・ノート】

【言】助詞の｢は｣｢を｣，
拗音（｢ちゃいろ｣）・拗
長音（「……しょう」）
を正しく音読している。
【音読】

6 1

たのしく　よ
もう　２

□場面の様子を思い浮かべながら，リズム
よく音読する。

□語のまとまりや言葉の響きなどに気を付
けて音読すること。　⇒◎Ｃ(1)ア
△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)
△平仮名を読み，書くこと。　⇒伝国(1)
ウ(ｱ)
　
□本や文章を楽しんだり，想像を広げたり
しながら読むこと。　⇒Ｃ(2)ア

○

○

３．文章のまとまりごとに，写真や問いの文
を手がかりにしながら，『すずめのくらし』
を読む。

（1）写真からわかることを話し合う。
（2）写真からわかったことを手がかりに，問
いの文「なにをしているのでしょう。」の答
えを予想する。
（3）答えの文を読み，写真とも結びつけて，
文章の中の大事な言葉に着目して，内容を確
認する。

○○

3



○P61を読み，写真を詳しく見て，
気づいたことを話し合う。（例）
「浅い水たまりにいる」「水が飛
び散っているようだ」など。

○P62を読み，写真のすずめが翼を
動かしていることを確認し，前
ページの写真と比べて，わかった
ことを話し合う。（例）「浅い水
たまりだから，水浴びしやすい」
「泳いではいない」など。

○P63を読み，写真と比べて確認し
たり，新たに思い出した経験を話
し合ったりする。（例）「公園の
木に，すずめがたくさん止まって
いた」「（住宅地の）コンクリー
トの壁にすずめがいるのを見た」
「庭の桜が咲くと，すずめが集
まってくる」など。

（4）文章を読み返して，わかったことを確認
したり，はっきりした発音で音読したりす
る。

○文章を読む前から知っていたこ
とと，文章を読んで初めて知った
こととを区別して，発表したり，
学習の感想を書いたりする。

○助詞の「は」「を 」，拗音
（「ちゃいろ」）・拗長音（「…
…しょう」）などに注意して音読
する。

（5）鳥もしくは動物について書いた絵本や図
鑑を読み，初めて知ったことや不思議に思っ
たことを紹介し合う。

○身近な鳥や動物を中心に，絵
本・図鑑などを選ぶ。

○自由に本を選んで読み，簡単な
交流をすることで，知識を得るた
めに本を読むことの導入を行う。

6

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

○発音しながらさし絵を見て，言
葉の意味を確認する。単語を音読
したらP64・65の表を読む。縦に読
んだり，横に読んだりして拗音の
表記や読み方に慣れさせる。

☆生活科：身のま
わりのものに目を
向け，言葉集めを
する。

○拗音の指導は，単語の表記とし
ては定着が難しいので，書く際に
は，繰り返し注意を促したい。拗
音は二文字で一音節（拍）となる
ため，書くときに「ゃ」「ゅ」
「ょ」が脱字となりやすい。手で
拍子を取りながら読むなどして，
音数と表記の違いに慣れさせる。

　＊しゃしん　　あくしゅ

○拗音の「ゃ」「ゅ」「ょ」を書
く場所と大きさを，板書でわかり
やすく示す。

○正しく書けているか，友達と確
かめ合わせるとともに，机間指導
で確認する。

○拗促音，拗長音は ，促音の
「っ」，長音がそれぞれ一拍（一
音）なので，拗音と組み合わさる
と二音になる。児童にはできるだ
け書いて慣れさせるようにする。

＊ し ょ っ き し ゅ っ ぱ つ
ぎゅうにゅう

　びょういん

５．拗音や拗長音を含む言葉を視写したり，
言葉を集めたりする。

（例）きょうしつ おちゃ ひょうし な
ど

○「びょういん」と「びようい
ん」の違いに気づかせ，教科書の
マス目に正しい平仮名を入れさせ
る。

（1）「びよういん」と「びょういん」の違い
に気づき，正しく視写する。

（2）P65の詩を音読し，ノートに視写する。

（3）拗音の入った言葉を集め，ノートに書
く。

2

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

1

１．さし絵をもとに単元の見通しをもち，伝
えたいことを文に書くことを知る。
（1）身近なできごとから，伝えたいことを見
つけ，簡単な文に書くことを知る。
（2）P66の文例を読む。
（3）文例を参考に，知らせたいことで，思い
ついたことを発表する。

○ ○

○既に「えと ことばで かこ
う」「ぶんを つくろう」の学習
で，文を書く経験をしている。こ
こでは，身近なことから題材を決
め，整った文を二文程度書く学習
である。

○児童が発表した話し言葉を，そ
のまま文に表す。書く抵抗をなく
すために大事なステップである。

2

○最近のできごとの中から伝えた
いことを決める。相手意識を明確
にもたせながら，うれしかったこ
と，がんばったことなど，心に
残ったことを思い起こさせる。

○伝えたいことを全体で話し合っ
たり，隣どうしで話し合ったりす
ることで意識を掘り起こし，題材
を決めやすくする。

○例文を参考に話し言葉で書き，
友達と交換して読み合う。

３．敬体で文を書く。
（1）P66・67の文例を読み，言い方の違いに
ついて話し合い，敬体で書くことを知る。
（2）いろいろな言い方を敬体に直す練習をす
る。

○二つの文例の違いに気づかせ
る。

○「にじ」の文章を敬体に直し，
書き言葉で文章を書くことを意識
させてもよい。

○いろいろな敬体の言い方を発表
し，敬体に慣れておくようにする
とよい。

6 すずめの
くらし

□問いの文や写真に導かれながら，すずめ
について説明した文章を読む。

□語のまとまりや言葉の響きなどに気を付
けて音読すること。　⇒Ｃ(1)ア

□時間的な順序や事柄の順序などを考えな
がら内容の大体を読むこと。　⇒◎Ｃ(1)
イ

□文章の中の大事な言葉や文を書き抜くこ
と。　⇒Ｃ(1)エ

□文章の内容と自分の経験とを結び付け
て，自分の思いや考えをまとめ，発表し合
うこと。　⇒Ｃ(1)オ

□楽しんだり知識を得たりするために，本
や文章を選んで読むこと。　⇒Ｃ(1)カ

△長音，拗（よう）音などの表記ができ，
助詞の「は」及び「を」を文の中で正しく
使うこと。　⇒伝国(1)イ(ｴ)

△句読点の打ち方を理解して文章の中で使
うこと。　⇒伝国(1)イ(ｵ)

△文の中における主語と述語との関係に注
意すること。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

□事物の仕組みなどについて説明した本や
文章を読むこと。　⇒Ｃ(2)ウ

【関】すずめが暮らしの
中でどんなことをしてい
るか，興味をもって文章
を読もうとしている。
【音読・観察】

◎【読】問いの文に反応
して考えたり，写真と文
を見比べたりしながら，
文章を読んでいる。
【発言・ノート】

【言】助詞の｢は｣｢を｣，
拗音（｢ちゃいろ｣）・拗
長音（「……しょう」）
を正しく音読している。
【音読】

３．文章のまとまりごとに，写真や問いの文
を手がかりにしながら，『すずめのくらし』
を読む。

（1）写真からわかることを話し合う。
（2）写真からわかったことを手がかりに，問
いの文「なにをしているのでしょう。」の答
えを予想する。
（3）答えの文を読み，写真とも結びつけて，
文章の中の大事な言葉に着目して，内容を確
認する。

○○

○

1
○○

3

1
○

1
○

6

1

しゃ、しゅ、
しょ

△拗音や拗長音に注意して，身のまわりか
ら言葉を見つけ，正しく読んだり書いたり
する。

△長音，拗（よう）音，促音，撥（はつ）
音などの表記ができ，文の中で正しく使う
こと。
　⇒◎伝国(1)イ(ｴ)

４．清音と拗音との違いに気をつけて，拗音
や拗長音の言葉を正しく音読する。

（1）教師の範読を聞いたあと，音読する。各
自で読む，斉読する，縦や横の列ごとに読む
など，変化をつけて楽しく読むようにする。

（2）「しゃしん」「あくしゅ」「しょっき」
をノートに視写する。

○

【関】友達に知らせたい
ことを思い出し，文章に
書き表そうとしている。
【ノート】

◎【書】書く相手を決
め，題をつけて，経験し
たことを文章に書いてい
る。【作文】

【書】語句や文のつなが
りに注意して，文や文章
を書いている。
【ノート・作文】

【言】平仮名や句読点な
どを，おおむね正しく書
いている。
【ノート・作文】

【言】敬体で書かれた文
章に慣れ，敬体を使って
書いている。
【ノート・作文】

☆生活科・特別活
動：敬体や方言を
使ったり，書いた
りした文を見直し
ながら，相手にわ
かりやすいように
書いて知らせる。

☆道徳：友達が書
いたもののよいと
ころを見つける。

２．伝えたいことを書く。
（1）伝えたいことを話し言葉で文に書く。
「せんせい，あのね……」の書き出しで書い
てみる。
（2）書き終わったら，声に出して読み返し，
直すところがあれば直す。
（3）書き終わった人どうしで，交換して読
む。

○

○

【関】拗音の言葉を，い
くつか探そうとしてい
る。【発言・観察】

◎【言】拗音の言葉を，
ほぼ正しく読んだり書い
たりしている。
【音読・発表・ワーク】

○

1

4 ○ ○

6

しらせたいこ
とを　かこう

■身近なできごとや経験から知らせたいこ
とを選び，簡単な文章を書く。

■経験したことや想像したことなどから書
くことを決め，書こうとする題材に必要な
事柄を集めること。　⇒◎Ｂ(1)ア

■語と語や文と文との続き方に注意しなが
ら，つながりのある文や文章を書くこと。
　⇒Ｂ(1)ウ

△長音，拗（よう）音，促音，撥（はつ）
音などの表記ができ，助詞の「は」，
「へ」及び「を」を文の中で正しく使うこ
と。
　⇒伝国(1)イ(ｴ)

△句読点の打ち方や，かぎ（「　」）の使
い方を理解して文章の中で使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

△敬体で書かれた文章に慣れること。
　⇒伝国(1)イ(ｷ)

■経験したことを報告する文章や観察した
ことを記録する文章などを書くこと。
　⇒Ｂ(2)イ

7



４．伝えたい相手を決めて文章を書く。
（1）伝えたい相手を考えながら書く。
（2）題名を決める。

○誰に何について知らせるか考え
させ，題を決めて文章を書く計画
を立てる。

○「は」「を」「へ」の助詞の使
い方を確認する。

５．読み返し，交流する。
（1）書いた文を自分で読み返し，まちがいを
直す。句読点や文字のまちがいに注意する。

○まちがいがないか，自分で音読
して確かめる。見直す観点を示す
ようにする。

（2）書き終わった人どうしで読み合って，よかった
ところを伝える。

　（観点の例）
＊伝えたいことが書いてあるか
＊句読点は正しく書けているか

＊「です」「ます」が書けている
か

1

６．書いた作品の中から，よいと思う作品を
選び，発表し合う。

○ ○

○お互いに読み合って，感想を伝
える。（まちがいがなければ「は
なまるシール」を貼る程度の感想
の交流でよい）

13

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

７．P68の「ありさん」の提示文を読んで，助
詞の「は」「を」「へ」の読み方と書き方を
知る。

○助詞の「は」「を」「へ」につ
いては， P33， P35， P37， P52で
扱ってきている。最後のまとめの
学習として位置づけている。

☆生活科：見つけ
たことや気づいた
ことを，文章に書
く。

○「ワ」「オ」「エ」と読む文字
を例文から見つけさせ，助詞につ
いては色つきの文字や色紙で区別
して示すようにする。

○視写した語や文を音読して，正
しく書けているかを確かめるよう
にさせる。

８．助詞の「は」「を」「へ」を使って文を
作る練習をする。

○助詞「は」「を」「へ」は，身
につくまで機会を見て繰り返し指
導することが大切である。

○教師が教材文を読み，聴写させ
てもよい。

1

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

１．図書館のはたらきや利用の仕方について
知る。読書や図書館利用の経験を話し合い，
図書館への興味を高める。

○地域の図書館や学校図書館に
行った経験を話し合うようにさせ
る。

○教師は学校図書館にある本を数
冊紹介し，どこにあるのかを説明
する。

２．実際に学校図書館へ行って本を探し，読
んだり，借りたりする。

○本を選べない児童には，興味の
わきそうな本を教師が薦めるよう
にする。

３．読んだ本の中から気に入った本を一冊選
び，紹介し合う。

○本を一冊読み聞かせ，出てきた
人物や本の題名，印象に残った場
面やできごとを話し合う。

　（紹介すること）
　　＊本の題名
　　＊登場人物
　　＊お気に入りの場面
　　＊心に残ったところ　など

○友達にいちばん知らせたいペー
ジを開き，そのページを見せなが
ら題名や人物の名前，心に残った
ところなどを話すようにさせる。

○全体の場でも数名に話をさせ，
さらに読みたい本を見つけられる
ようにする。

2

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

１．さし絵からお話の世界にいざなう。
（1）P71～74を開き，何の絵が描かれている
のか話し合い，お話の世界であることを知
る。

○昔話や童話の絵であることに気
づかせる。知っているお話を発表
させながら，読書の傾向をつかん
でおく。

（2）さし絵を見ながら知っているお話につい
て話し合い，読書への興味を高める。

○P71・72は日本の昔話，P73・74
は西洋のお話になっていることに
ふれる。

①知っているお話の題名を発表する。（全
体）

○絵を見て，知っているお話の題
名を発表させる。

②隣どうしで知っているお話を教え合う。 ○隣どうしで知っているお話の題
名や登場人物，できごとなどを教
え合う。

③さし絵の中から，教師が用意した本の読み
聞かせを聞く。

○P76・77で紹介されている絵本の
中から，好きな絵本を選んで読む
ようにさせる。

２．好きなお話を選んで読んだり，お話の読
み聞かせを聞いたりする。
（1）学校図書館に行って絵本を選び，読書す
る。
（2）多くの絵本を読み，その中からお気に入
りの一冊を選ぶ。

○学校図書館だけでなく，保護者
や地域図書館などの助けを借り
て，多くの絵本を教室に用意し，
本をすぐに手に取れる環境をつく
るようにしたい。

○お気に入りの本を紹介し合った
り，教師が読み聞かせをしたりし
て，児童の読書意欲を高める。

2

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

【関】友達に知らせたい
ことを思い出し，文章に
書き表そうとしている。
【ノート】

◎【書】書く相手を決
め，題をつけて，経験し
たことを文章に書いてい
る。【作文】

【書】語句や文のつなが
りに注意して，文や文章
を書いている。
【ノート・作文】

【言】平仮名や句読点な
どを，おおむね正しく書
いている。
【ノート・作文】

【言】敬体で書かれた文
章に慣れ，敬体を使って
書いている。
【ノート・作文】

☆生活科・特別活
動：敬体や方言を
使ったり，書いた
りした文を見直し
ながら，相手にわ
かりやすいように
書いて知らせる。

☆道徳：友達が書
いたもののよいと
ころを見つける。

しらせたいこ
とを　かこう

■身近なできごとや経験から知らせたいこ
とを選び，簡単な文章を書く。

■経験したことや想像したことなどから書
くことを決め，書こうとする題材に必要な
事柄を集めること。　⇒◎Ｂ(1)ア

■語と語や文と文との続き方に注意しなが
ら，つながりのある文や文章を書くこと。
　⇒Ｂ(1)ウ

△長音，拗（よう）音，促音，撥（はつ）
音などの表記ができ，助詞の「は」，
「へ」及び「を」を文の中で正しく使うこ
と。
　⇒伝国(1)イ(ｴ)

△句読点の打ち方や，かぎ（「　」）の使
い方を理解して文章の中で使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

△敬体で書かれた文章に慣れること。
　⇒伝国(1)イ(ｷ)

■経験したことを報告する文章や観察した
ことを記録する文章などを書くこと。
　⇒Ｂ(2)イ

○

1 ○ ○

7

3 ○

○

【関】言葉に伴う「は」
「を」「へ」に気をつけ
て書こうとしている。
【ノート・音読】

◎【言】助詞を，おおむ
ね正しく読んだり書いた
りしている。
【ノート・ワーク】

7

1

としょかんへ
いこう

□図書館の基本的な利用方法を知り，興味
のある本を探したり，紹介し合ったりす
る。

□楽しんだり知識を得たりするために，本
や文章を選んで読むこと。 　⇒◎Ｃ(1)カ

△昔話や神話・伝承などの本や文章の読み
聞かせを聞いたり，発表し合ったりするこ
と。　⇒伝国(1)ア(ｱ)

□読んだ本について，好きなところを紹介
すること。　⇒Ｃ(2)オ

○ ○

7 1

は、を、へ △助詞の表記と語中の表記とを区別して理
解する。

△長音，拗（よう）音，促音，撥（はつ）
音などの表記ができ，助詞の「は」，
「へ」及び「を」を文の中で正しく使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)イ(ｴ)
△文の中における主語と述語との関係に注
意すること。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

○

【関】好きな本を見つ
け，読書をしようとして
いる。【観察】

◎【読】読んだ本のおも
しろかったところを，教
師や友達に話して聞かせ
ている。【発表】

【言】本の読み聞かせを
聞いたり，簡単な本の紹
介をしたりしている。
【発表・観察】

1

○○

7

1

おはなしの
くに

□さし絵を見ながら昔話などに興味をも
ち，読書をする。

□場面の様子について，登場人物の行動を
中心に想像を広げながら読むこと。　⇒Ｃ
(1)ウ

□楽しんだり知識を得たりするために，本
や文章を選んで読むこと。　⇒◎Ｃ(1)カ

△昔話や神話・伝承などの本や文章の読み
聞かせを聞いたり，発表し合ったりするこ
と。　⇒伝国(1)ア(ｱ)

□本や文章を楽しんだり，想像を広げたり
しながら読むこと。　⇒Ｃ(2)ア

○ ○○

【関】さし絵を見ながら
お話を思い出したり，そ
の内容を伝えたりしよう
としている。
【観察・発言】

◎【読】好きなお話を選
んだり，紹介し合ったり
して，楽しんで読書して
いる。【発表】

【言】昔話や民話の読み
聞かせや，教師の読み聞
かせをなど聞いている。
【観察】

1 ○○



1

１．物語を概観し，学習の見通しをもつ。
　＊外国のお話
　＊大きなかぶが出てくる
　＊みんなで引き抜こうとしている

（1）題名やさし絵から物語の内容を想像し，
興味をもつ。
（2）教師の範読を聞きながら，本文を読む。
（3）何が印象に残ったか，簡単な感想をも
つ。

○ ○

○音読が効果的な教材である。児
童には，リズムよく音読しながら
『おおきな かぶ』のお話の世界
を十分に味わわせたい。

○かぶの大きさを思いうかべさせ
る。

○さし絵を拡大して別に用意して
おくと，このあとの学習で人物の
行動や出てくる順番を話し合うの
によい。

☆道徳：友達と協
力して音読した
り，話し合ったりす
る。

２．それぞれの場面を読んで，人物の行動を
中心に想像を広げ，お話の展開を楽しむ。
　＊おじいさんのかぶに対する願い
　＊かぶを引っ張る強さ
　＊どんな言葉で助けを読んだか

＊抜けなかった時に，登場人物がそれぞれ
なんと言ったか

・１～２の場面

・３の場面

・４の場面

・５の場面

３．最後の場面をもとに，物語全体について
感想をもつ。

○「やっと，かぶは ぬけまし
た」の時の登場人物の様子を想像
する。

○物語全体を通して，心に残った
ことやおもしろかったことを感想
に書く。

6

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

7

1

１．学習のねらいと流れをつかむ。

（1）さし絵を参考にしながら書くことを考
え，隣どうしで話し合う。
　＊日曜日にしたこと
　＊楽しかったこと
　＊がんばったこと　など

（2）話したことをもとに，文章にすることを
全体で確かめる。

○ ○

○できごとを思い出しやすいよう
に，隣どうしで会話して，書くこ
とを考えるようにする。

○書くことが焦点化できた組みを
指名し，どんなことが話題になっ
たか発表させる。板書を整理しな
がら，話し合った話題が書くこと
につながることを示す。

○「ざりがにつり」の絵日記を見
て，表現のよいところを見つけさ
せる。

☆生活科・特別活
動：日常生活の中
から，楽しかった
ことやおもしろ
かったことを見つ
ける。

1

○児童が体験したことの中から，
絵日記にして友達に伝えたい事柄
を選ぶようにさせる。

○文章を書いてから絵を描くよう
にする。

1
☆道徳：書くことを
通して自分の日
常生活を振り返
る。

1

３．書いた絵日記を読み合い，感想を伝え合
う。

○グループ内で交換して読ませ，
互いに読み合った足跡が見えるよ
うにする。

＊付箋によいところを書いて知
らせる

＊「いいねシール」を貼る な
ど○読み合ったあとは，クラス全員
が読めるように，教室に掲示する
などの工夫をする。

4

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

7

1

ひらがな
テスト

ひらがなの定着を確かめること。 ひらがな５０音のテストを実施する。

○

【言】ひらがな五十音を，正
しく書いている。

1

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

7 1

１．P90のさし絵をもとに，学習の見通しをも
つ。

（1）おもな学習のねらいを知る。

　＊夏休みのできごとを話題にすること
＊実物を持ってきたり，絵や写真を持って

話すこと
＊グループで発表し，聞く人も質問や感想

を言うこと

（2）さし絵はどんなことを表しているのか話
し合う。

（3）自分たちの夏休みのできごとを発表し合
う。

○○

○ 1学期（前期）の学習の，P54
「みんなに はなそう」で行っ
た，身近なできごとを話題にした
グループでの発表を想起させる。

○P90のさし絵を見て，それぞれど
んなできごとなのか話し合う。

○自分の夏休みのできごとを自由
に発表する。全体で何人かが発表
したら，隣どうしで自分の話をし
たり，相手の話を聞いたりする。

☆生活科：身近な
自然や生活経験
に興味をもつ。

1 ２．発表の準備をする。
（1）P91のさし絵をもとに，どんな発表をす
るのか話し合う。

○P91の発表例や質問・感想を読ん
で，具体的なイメージをもたせる
ようにする。

☆道徳：自分の生
活について話した
り，友達の生活に
ついて聞いたりし
て，自分について
振り返る。

（2）発表原稿を書く。 ○三文程度の発表原稿を書く。発
表原稿は話の内容をまとめるため
のもので，発表の時は見ないよう
約束しておく。

1
○○

○叙述の特徴や繰り返しの表現に
注意することにより，かぶを引っ
張る力がだんだん大きくなってい
くことをつかませる。

○叙述の特徴や繰り返しの表現に
注意することにより，かぶを引っ
張る力がだんだん大きくなってい
くことをつかませる。

○登場人物がかぶを引っ張る様子
や，抜けないときにどんなことを
話し合ったか想像し，簡単に劇化
すると，より楽しい活動になる。

○「それでも」「まだ まだ」
「まだ まだ，まだ まだ」など
の言葉に着目させる。

【関】文章を楽しんで音
読しようとしている。
【音読・観察】

◎【読】文章とさし絵を
結びつけて読み，お話の
展開を理解している。
【発言・ワーク・ノー
ト】

【言】言葉を意味のまと
まりで捉えて理解してい
る。
【音読・発言・ノート】

○

7

おおきな
かぶ

□繰り返しの展開を楽しみながら，場面の
様子について，登場人物の行動を中心に想
像を広げて読む。

□語のまとまりや言葉の響きなどに気を付
けて音読すること。　⇒Ｃ(1)ア

□時間的な順序や事柄の順序などを考えな
がら内容の大体を読むこと。　⇒Ｃ(1)イ

□場面の様子について，登場人物の行動を
中心に想像を広げながら読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ

△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

□物語の読み聞かせを聞いたり，物語を演
じたりすること。　⇒Ｃ(2)イ

4
○○

えにっき ■身のまわりのできごとや経験したこと
を，絵と文で表現する。

■経験したことや想像したことなどから書
くことを決め，書こうとする題材に必要な
事柄を集めること。　⇒Ｂ(1)ア

■自分の考えが明確になるように，事柄の
順序に沿って簡単な構成を考えること。
　⇒◎Ｂ(1)イ

■語と語や文と文との続き方に注意しなが
ら，つながりのある文や文章を書くこと。
　⇒Ｂ(1)ウ

■書いたものを読み合い，よいところを見
付けて感想を伝え合うこと。　⇒Ｂ(1)オ

△長音，拗（よう）音，促音，撥（はつ）
音などの表記ができ，助詞の「は」，
「へ」及び「を」を文の中で正しく使うこ
と。
　⇒伝国(1)イ(ｴ)

△句読点の打ち方や，かぎ（「 」）の使
い方を理解して文章の中で使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

■経験したことを報告する文章や観察した
ことを記録する文章などを書くこと。
　⇒Ｂ(2)イ

【関】絵日記に興味を示
し，楽しんで書こうとし
ている。
【観察・絵日記】

◎【書】その日にあった
ことから題材を選び，事
柄の順序にそって三文程
度の文章を書いている。
【ノート・絵日記】

【言】助詞や句読点を，
おおむね正しく書いてい
る。
【ノート・絵日記】

２．自分の書きたいことを選び，絵日記に書
く。

（1）したことのほかに，思ったことも入れる
とよいことを知る。

（2）前時で話し合ったことを思い出し，題材
を決めて文章を書く。
・前時の活動の続きをし、完成させる。

○ ○

○

【関】夏休みにしたこと
を思い出して，友達に紹
介しようとしている。
【スピーチ・観察】

◎【話聞】夏休みにした
ことから紹介する題材を
決め，丁寧な言葉で友達
に話している。
【スピーチ】

◎【話聞】友達の話の大
事なことを落とさないよ
うにしながら聞いてい
る。【観察】

【言】言葉には経験した
ことを伝えるはたらきが
あることに気づいてい
る。【ノート】

8

○ ○

なつの
おもいでを
はなそう

◇相手の話の内容を受けて話したり，自分
からすすんで話したりする。

◇身近なことや経験したことなどから話題
を決め，必要な事柄を思い出すこと。
　⇒◎Ａ(1)ア

◇相手に応じて，話す事柄を順序立て，丁
寧な言葉と普通の言葉との違いに気を付け
て話すこと。　⇒Ａ(1)イ

◇姿勢や口形，声の大きさや速さなどに注
意して，はっきりした発音で話すこと。
　⇒Ａ(1)ウ
◇大事なことを落とさないようにしなが
ら，興味をもって聞くこと。 ⇒◎Ａ(1)
エ

△言葉には，事物の内容を表す働きや，経
験したことを伝える働きがあることに気付
くこと。　⇒伝国(1)イ(ｱ)

◇事物の説明や経験の報告をしたり，それ
らを聞いて感想を述べたりすること。
　⇒Ａ(2)ア



1

（3）発表に必要なものを用意する。

　＊思い出の品
　＊写真，絵　など

○実物を示して話をするショウ・
アンド・テルも，効果的な方法で
ある。

（4）発表の練習をする。 ○発表原稿が書けたら，練習し，
友達や教師に聞いてもらうように
する。

1

３．「夏の思い出発表会」をする。

（1）話すとき，聞くときのきまりを確認す
る。

（2）グループ全員が話したら，他のグループ
と入れかわって，話をする。

○話すときの約束，聞くときの約
束を確認する。話す人によって，
聞くときの態度が変わるようなこ
とのないように指導する。

　
　　１

○家庭に協力を頼んで，思い出の
品や写真を用意してもらう。

1

４．片仮名で書く言葉を見つけ，簡単な片仮
名を読んだり書いたりする。

○ ○

○前時に出てきた「ミニトマト」
の片仮名の書き順を練習し，ノー
トに書かせる。

○P92のマス目に書いてある片仮名
を読み，片仮名の言葉を絵から見
つけさせる。

○平仮名で書く言葉と片仮名で書
く言葉とを区別して確認させる。

☆生活科：身のま
わりの自然や食
べ物，道具に興味
をもつ。

５．片仮名の文字や言葉を読んだり，書いた
りして，練習する。

○前時に学習した片仮名を思い出
させる。

○長音・促音の書き方や似ている
片仮名を確認し，四等分したマス
目を使って正しく書けるように練
習させる。

○筆順を示す数字や点画の方向を
示す矢印に注意して練習させる。

7

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

1

１．題名やさし絵をもとに，学習のねらいを
つかむ。

（1）山の様子や言葉から，場面を想像して，
お話を楽しむ。

（2）さし絵を見ながら教師の範読を聞き，あ
らすじをつかんだり，簡単な感想をもったり
する。

○ ○

○題名やさし絵をもとに物語の大
体の流れをつかみ，読みのめあて
をもたせる。

○教師の範読を大切にする。特に
一年生は耳から読むことで，音読
が上達する。

○初めに簡単な感想をもたせるこ
とで読みの実態が把握でき，次の
展開に生かせる。

５
２．山のしたことをもとに場面の様子を想像
する。
　
＊いつもけんかをしている二つの山
　

○十分に音読をさせる。

＊どっと火をふき出す山 ○山がけんかをしたわけについて
考える。

＊雨でしょんぼり顔をみあわせる山 ○「しょんぼりと」顔を見合わせ
た時の山の気持ちを想像する。
「しょんぼり」の意味やなぜ顔を
見合わせたのかを考えさせる。動
作化や劇化が効果的である。

＊何年も何年も経ち，緑につつまれる山

1
３．物語の最も気に入ったところを視写した
り，その場面について話し合ったりする。

○ワークシートに気に入った場面
の絵と言葉を書き写す。なぜ，そ
こが気に入ったかを言えることが
大事である。

○お話全体を振り返って感想を書
かせたり，登場人物に手紙を書か
せたりする。

1 みんなで
たのしく
よみましょう

４．音読発表会の準備をする。

（1）どんな会にするか，誰を招待するか話し
合う。

（2）登場人物を確認し，グループで役割を決
めて音読の練習をする。 ○ ○

○児童それぞれが，「聞いている
人が楽しくなるように読む」，な
どのめあてを決め，意欲を高め
る。

○保護者や地域のかたを招待する
など，教師は前もって準備を進め
ておく。

○今までの学習が生きる音読にな
るように，教師もグループを回っ
て助言したり，上手なところを褒
めたりする。

2 ５．音読発表会をする。

（1）発表会のときに気をつけることを確認す
る。
　＊発表者として
　＊聞き手として
　＊招待したかたがたに対して

○これまでに学習してきた発表会
やお話会での約束を想起させ，気
持ちのよい会にするために気をつ
けることを確認し合う。

（2）発表会をする。 ○発表者のよかったところを見つ
け，感想を言うようにする。

○招待者がいる場合は，最後に何
人かに感想を言っていただくとよ
い。

10

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

1

６．漢字の成り立ちに関心をもち，「山」
「月」「木」の漢字を，正しく読んだり書い
たりする。

○ ○

○『けんかした 山』の「山」
「日」「月」「木」の読み方を確
認する。○それぞれの漢字を絵で
描き，絵文字と結びつけて，絵か
らできた漢字であることを理解さ
せる。

○ P101 の 文 章 を 読 み ， 「 山」
「月」「木」の書き方を練習させ
る。

【関】絵の中や身近なと
ころから，片仮名で書い
ている言葉を見つけよう
としている。
【観察・ノート】

◎【言】筆順や点画に気
をつけて，片仮名を正し
く読んだり書いたりして
いる。
【ワーク・ノート】

【関】夏休みにしたこと
を思い出して，友達に紹
介しようとしている。
【スピーチ・観察】

◎【話聞】夏休みにした
ことから紹介する題材を
決め，丁寧な言葉で友達
に話している。
【スピーチ】

◎【話聞】友達の話の大
事なことを落とさないよ
うにしながら聞いてい
る。【観察】

【言】言葉には経験した
ことを伝えるはたらきが
あることに気づいてい
る。【ノート】

8

○○

なつの
おもいでを
はなそう

◇相手の話の内容を受けて話したり，自分
からすすんで話したりする。

◇身近なことや経験したことなどから話題
を決め，必要な事柄を思い出すこと。
　⇒◎Ａ(1)ア

◇相手に応じて，話す事柄を順序立て，丁
寧な言葉と普通の言葉との違いに気を付け
て話すこと。　⇒Ａ(1)イ

◇姿勢や口形，声の大きさや速さなどに注
意して，はっきりした発音で話すこと。
　⇒Ａ(1)ウ
◇大事なことを落とさないようにしなが
ら，興味をもって聞くこと。 ⇒◎Ａ(1)
エ

△言葉には，事物の内容を表す働きや，経
験したことを伝える働きがあることに気付
くこと。　⇒伝国(1)イ(ｱ)

◇事物の説明や経験の報告をしたり，それ
らを聞いて感想を述べたりすること。
　⇒Ａ(2)ア

○○

1
○

かたかなの
ことば

△身のまわりの片仮名で書く言葉や表記を
理解し，正しく書く。

△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

△平仮名及び片仮名を読み，書くこと。ま
た，片仮名で書く語の種類を知り，文や文
章の中で使うこと。　⇒◎伝国(1)ウ(ｱ)

9

かんじの
はじまり

△漢字には，絵からできたものとしるしか
らできたものがあることを理解する。

△第１学年においては，別表の学年別漢字
配当表（以下「学年別漢字配当表」とい
う。）の第１学年に配当されている漢字を
読み，漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｲ)

□役割を決めてグループで音読する。

□語のまとまりや言葉の響きなどに気を付
けて音読すること。　⇒◎Ｃ(1)ア

□場面の様子について，登場人物の行動を
中心に想像を広げながら読むこと。　⇒Ｃ

(1)ウ
□文章の中の大事な言葉や文を書き抜くこ

と。　⇒Ｃ(1)エ
△昔話や神話・伝承などの本や文章の読み
聞かせを聞いたり，発表し合ったりするこ

と。　⇒伝国(1)ア(ｱ)

□物語の読み聞かせを聞いたり，物語を演
じたりすること。　⇒Ｃ(2)イ

8

けんかした
山

□場面の様子を想像しながら，お話を読む
楽しさを味わう。

□語のまとまりや言葉の響きなどに気を付
けて音読すること。　⇒Ｃ(1)ア

□場面の様子について，登場人物の行動を
中心に想像を広げながら読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ

□文章の中の大事な言葉や文を書き抜くこ
と。　⇒Ｃ(1)エ

△第1学年においては，別表の学年別漢字
配当表（以下「学年別漢字配当表」とい
う。）の第1学年に配当されている漢字を
読み，漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒伝国(1)ウ(ｲ)

□本や文章を楽しんだり，想像を広げたり
しながら読むこと。　⇒Ｃ(2)ア

9

【関】さし絵を見なが
ら，場面の様子を想像し
て読もうとしている。
【音読・観察】

◎【読】登場人物の行動
を思いうかべながら読
み，思いをこめて音読し
ている。
【音読】

【言】新出漢字を丁寧に
書いている。
【ワーク・ノート】

【言】物語の気に入った
ところを自分の言葉で表
している。
【発表】

☆道徳：けんかし
た経験を出し合っ
たり，登場人物の
気持ちを想像した
りして，相手の気
持ちになる。

○○

【関】物語を，友達と一
緒に楽しく読もうとして
いる。
【音読・観察】

◎【読】好きな場面を選
んで，言葉の響きなどに
気をつけて音読してい
る。【音読】

【言】お話の中の大事な
言葉の意味を捉えなが
ら，文章を読んでいる。
【音読】

【話聞】友達の発表を興
味をもって最後まで聞い
ている。
【観察】

○○ ○

○○

【関】身近な漢字の成り
立ちに関心をもとうとし
ている。
【発言・観察】

◎【言】既習の漢字の大
体を，読んだり書いたり
している。
【音読・ノート・ワー
ク】



1
７．「上」「下」の漢字を，正しく読んだり
書いたりする。

○「上」と「下」の絵文字を比
べ，違いについて話し合わせる。

○「上」と「下」の書き順を練習
し，正しく書いたり，漢字を使っ
た文を書かせたりする。

1
８．「日」「川」「人」「手」を使ってでき
る言葉を見つけ，紹介し合う。

○四つの漢字の書き順を確認し，
ノートなどに正しく書かせる。

○絵文字を見て，それぞれどのよ
うにしてできた漢字か，言葉で説
明させる。

○新出漢字を使ってできる文や文
章を，読ませたり書かせたりす
る。

3

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

9

1

１．題名を読んで，「誰が」「何を」食べた
のかを考えるなどして学習への意欲をもつ。

２．題名と9枚の写真を手がかりに，この文章
で説明されていることを予想する。

○ ○

○「誰が」「何を」食べたのかに
着目させながら，問いと答えの文
や写真との対応に注意して読むよ
う意識づけ，意欲を高める。

○題名から，「誰が」を明らかに
することが，この文章の中心であ
ることに気づかせる。

○9枚の写真が，木の葉や実と動物
で構成されていることに気づかせ
る。

○児童の日常では，ペットなどの
場合，餌の食べ跡は食べ残しが
あっても明瞭ではない。そのこと
と比べて，野山で暮らす動物の食
べ跡についての興味を高め，この
文章を学習していく意欲を高めた
い。

1

３．問いと答えの文や写真との対応に気をつ
けながら，食べ跡と食べた動物やその食べ方
を読む。

＊Ｐ１０４～１０６を読み取る。 ○

○P104～106を読み，次のことをお
さえる。

＊写真中の，くるみの殻と穴の
空いたくるみの殻
　＊誰が＝ねずみが

＊食べ方＝殻に穴を空けて，中
身を食べる（「あなのあいたも
の」が落ちているわけ）

1 ＊Ｐ１０７・１０８を読み取る。

○○

○P107・108を読み，次のことをお
さえる。

＊写真中の，松ぼっくりと周り
だけがかじられた松ぼっくり
　＊誰が＝りすが

＊食べ方＝周りだけを食べて，
芯を残す（「まわりだけがかじら
れたもの」が落ちているわけ）

9

1

＊Ｐ１０９・１１０を読み取る。

○○

○P109・110を読み，次のことをお
さえる。

＊写真中の，木の葉の食べられ
た部分

＊ねずみやりすの場合から予想
して，これも誰かの食べ跡だと考
えられること→むささびが食べた

＊食べ方＝木の葉をかみきって
食べる。真ん中だけを食べること
もある（「ちぎれた木のは」が落
ちているわけ）

1

＊Ｐ１１１を読み取る。

○○

○P111を読み，くるみ・松ぼっく
り・木の葉の場合と比べて考え，
写真の食べ跡の特徴を話し合った
り，食べ方を想像したりして，動
物の暮らしに対する興味を高める
ようにする。

２
４．動物について知っていることや絵本・図
鑑などで調べたことを，問いと答えからなる
簡単な文章で書き，紹介し合う。
（１）調べたことから、簡単な絵と文を書
く。

○巻末付録「1年生で よみたい
ほん①」の中の『だれだかわかる
かい？ むしのかお』『どうぶつ
のあしがたずかん』を用いてもよ
い。

1
（２）書いた文を紹介し合う。 ○簡単な絵も添えてカードを作

り，カードの表に問い，裏に答え
のように構成して，問いと答えの
対応を意識させるとよい。

8

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

1

１．学習のねらいをつかむ。
（1）心に残ったできごとをを思い出し，文章
を書くことを知る。
（2）P112・113の本文を読み，学習の目的を
理解する。
（3）学校や家でのできごとで，楽しかったこ
とやがんばったことなどを発表する。

○ ○

○P112のさし絵を見て，何をして
いるところか話し合い，自分の経
験を想起させるきっかけにする。

○自分の楽しかったことやおもし
ろかったことを全体で話し合った
り，隣どうしで質問し合ったりす
る。

２．文の書き方を知る。
（1）P113の「ここが　だいじ」を確かめる。
（2）文を書いたら，友達と読み合うことを知
る。

○「ここが だいじ」に示された
内容を掲示し，書くときに参考に
なるようにしておく。

○児童が気づいたり，見つけたり
したことを板書し，文章を書くと
きに生かせるようにする。

1

（3）P114・115の文章を読み，よいと思ったことを発
表する。
（4）「 」の使い方や題名，名前の書き方などを確
認する。
（5）「ここが だいじ」が例示の文章にどう生かされ
ているか，確認する。

○ ○

○例示された文章を一文ずつ，見
たこと，聞いたこと，感じたこと
のどれに当てはまるか絵カードで
示し，五感を生かして文章を書く
とよいことに気づかせる。

9

かんじの
はじまり

△漢字には，絵からできたものとしるしか
らできたものがあることを理解する。

△第１学年においては，別表の学年別漢字
配当表（以下「学年別漢字配当表」とい
う。）の第１学年に配当されている漢字を
読み，漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｲ)

【関】身近な漢字の成り
立ちに関心をもとうとし
ている。
【発言・観察】

◎【言】既習の漢字の大
体を，読んだり書いたり
している。
【音読・ノート・ワー
ク】

○

○

○ ○

【関】動物の食べ跡を知
ることをとおして，いろ
いろな動物の暮らしに関
心をもち，本を読んで調
べようとしている。
【観察・発言】

◎【読】語のまとまりに
気をつけながら音読して
いる。
【音読】

◎【読】「どんな食べ跡
か」「誰が」「どのよう
に食べたのか」を捉えて
内容を理解している。
【発言・ワーク・ノー
ト】

【言】主語と述語の関
係，拗音・促音・撥音な
どに気をつけて音読した
り，書いたりしている。
【音読・ノート・ワー
ク】

○ ○

だれが　た
べたのでしょ
う

□問いの文と答えの文や写真と文の対応に
気をつけながら，動物の食べ跡について説
明した文章を読む。

□語のまとまりや言葉の響きなどに気を付
けて音読すること。　⇒◎Ｃ(1)ア

□問いと答えの関係を考えながら，食べ跡
とそれを食べた動物の食べ方を読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)イ

□「だれが-ねずみが」「だれが-りすが」
「だれが-むささびが」，「ねずみが-くる
みを」「りすが-まつぼっくりを」「むさ
さびが-木のはを」などの対応する言葉に
注意しながら，内容を読むこと。　⇒Ｃ
(1)エ

□文章の内容と自分の経験とを結び付け
て，自分の思いや考えをまとめ，発表し合
うこと。
　⇒Ｃ(1)オ

□楽しんだり知識を得たりするために，本
や文章を選んで読むこと。　⇒Ｃ(1)カ

△長音，拗（よう）音，促音，撥（はつ）
音などの表記ができ，助詞の「は」及び
「を」を文の中で正しく使うこと。　⇒伝
国(1)イ(ｴ)

△文の中における主語と述語との関係に注
意すること。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

□動物の生活の特徴や仕組みについて説明
した文章を読むこと。　⇒Ｃ(2)ウ

【関】生活の中から書き
たいことを見つけ，簡単
な文章を書こうとしてい
る。
【観察・作文】

◎【書】経験したことか
ら書くことを選び，した
ことの順に文章を書いて
いる。
【ノート・作文】

◎【書】事柄の順序に
そって文章を書いてい
る。【ノート・作文】

【言】「　」の使い方を
理解し，「　」を使って
文章を書いている。
【ノート・作文】

☆生活科：見つけ
たことやおもしろ
かったことなどを
メモしておく。

☆道徳：友達や自
分のよいところを
見つける。

○

9

たのしかっ
た　ことを
かこう

■日常生活の中から書くことを見つけ，簡
単な文章を書く。

■経験したことや想像したことなどから書
くことを決め，書こうとする題材に必要な
事柄を集めること。　⇒◎Ｂ(1)ア

■自分の考えが明確になるように，事柄の
順序に沿って簡単な構成を考えること。
　⇒◎Ｂ(1)イ

■語と語や文と文との続き方に注意しなが
ら，つながりのある文や文章を書くこと。
　⇒Ｂ(1)ウ

■文章を読み返す習慣を付けるとともに，
間違いなどに気付き，正すこと。　⇒Ｂ
(1)エ

■書いたものを読み合い，よいところを見
付けて感想を伝え合うこと。　⇒Ｂ(1)オ

△句読点の打ち方や，かぎ（「　」）の使
い方を理解して文章の中で使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

■経験したことを報告する文章や観察した
ことを記録する文章などを書くこと。
　⇒Ｂ(2)イ

1



１

３．文章を書く。（話題設定・構成）
（1）文章に書く内容を決める。
（2）書く題材が決まったら，書きたいことを
思い出してメモやカードなどに書く。
（3）カードを友達どうしで読み合う。

○これまでの学習を振り返って，
書きたい事柄やできごとについて
隣どうしで紹介し合い，題材を決
める。
○書きたい事柄を，一文ずつカー
ドに書くよう指導する。
○カードが書けたら友達に見せて
説明し，文章に書く内容をはっき
りつかませる。

1
４．文章を書く。（記述・推敲）
（1）メモやカードを並べて，書く順番を決め
る。

○カードを順番に並べたり，整理
したり，つけたしたりして書く準
備をする。

1

（2）原稿用紙の書き方を知る。
　＊題名
　＊名前
　＊書き始めの一字下げ
　＊会話の「　」
　＊読点の打ち方　など

○

○書き始めは一マスあけること
や，「 」の書き方を，例示の文
章をもとに確認する。

2
（3）メモをもとに文章を書く。分量のめやすは，150
～160字程度。 ○ ○

○なかなか書けない児童には，個
別に支援を行う。

1

（4）書いたら読み返す。まちがいがあれば直
す。

○ ○

○書き終わったら，必ず読み返
し，推敲する習慣をつけることが
大切である。

1
○よいところを見つける観点を確
認する。

○シールやひと言感想を書いた付
箋を貼る。

○自分の文章をよく読めるように
練習させ，友達の文章について感
想や質問を言えるようにする。

13

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

1

１．言葉の意味を考えながら，リズムよく音
読する。

○ ○

【関】「かぞえうた」を
声に出し，正しく読もう
としている。
【音読・観察】

◎【言】漢数字を正しく
読み，ものに合わせた数
え方をしている。
【音読・発表】

○絵を指さしながら，ものと数を
確かめさせる。

○全員で，一行ずつ，交互に，グ
ループでなどさまざまな形態で音
読を楽しめるようにする。

1

２．絵と言葉をもとに，数え方を確認する。

○

○教科書のさし絵で絵カードを作
成し，「…りん」「…かい」など
の数え方を言えるようにさせる。

○「一つ」「二つ」や「一りん」
「二かい」などを横に読み，正し
く覚えられるようにする。

1

かぞえよう ３．数を表す漢字を読んだり書いたりする。

○ ○

○漢字カードを作成し，読み方や
書き順，字形がよくわかるように
しておく。

○『かぞえうた』の読み方と，漢
数字の読み方との違いを確認す
る。

☆算数科：正しい
読み方で十まで
の数を数える。個
数や順番を正しく
数えたり表したり
する。

1

４．P118・119を見て，一から十までの漢数字
を声に出して読む。さし絵を見ながら，助数
詞をつけて漢数字を声に出して読む。 ○○

○漢数字の数え方を声に出して練
習したり，数を変えると助数詞の
言い方が変わったりすることに気
づかせる。

1

５．一から十までの漢数字を正しい書き順で
書く。漢数字を使って短い文をつくり，発表
し合う。

○ ○

○漢字の書き順を空文字で書かせ
て，正しく書けているか確認す
る。

○身のまわりのもので，助数詞を
使った短文を作らせる。
　＊おにぎりを一こ食べた。
　＊ひまわりの種を五つぶもらった。

　＊猫を三びき，犬を一ぴき飼っ
　　ている。

○作った短文を交換して読み合
い，漢数字の読み書きや助数詞の
使い分けの練習をさせる。

5

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

9
１

１．『いろんな　おとの　あめ』
（1）「おと」のところを工夫して，声に出し
て読む。
（2）あめは他のものに当たったらどんな音が
するか，話し合う。

○ ○

○基本的には，三音・四音で組み
立てられている。特に二連は全て
「おと」が「ん」で終わり，作品
のリズムを作っている。当たった
ものをイメージしながら，「お
と」の読みを自由に工夫したい。

○一，三連はそのままで，二連の
みを，同じような形式で他の物に
変え，あわせて「おと」も工夫さ
せる。

○あるいは，二連の「おと」のみ
を他の音に変える活動も考えられ
る。

○体験がないとイメージしにくい
と思われる。まずは，体験した児
童に，作品から受ける感覚（触
覚・嗅覚）と，そこから広がるイ
メージを発表させる。

2

9

かぞえうた △数え歌をもとにして，漢字を使った数の
読み方に慣れるようにする。

△音節と文字の関係や，アクセントによる
語の意味の違いなどに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｲ)

△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

△第１学年においては，別表の学年別漢字
配当表（以下「学年別漢字配当表」とい
う。）の第１学年に配当されている漢字を
読み，漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｲ)

☆音楽科：手拍子などで拍子をとりながら
リズムよく読む。

☆音楽科：手拍子
などで拍子をとり
ながらリズムよく
読む。

△一から十までの漢数字を正しく読み，書
く。

△音節と文字の関係や，アクセントによる
語の意味の違いなどに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｲ)

△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

△第１学年においては，別表の学年別漢字
配当表（以下「学年別漢字配当表」とい
う。）の第１学年に配当されている漢字を
読み，漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｲ)

【関】身近なところから
漢数字を見つけようとし
ている。
【観察・発言】

◎【言】漢数字をほぼ正
しい筆順で書き，また正
しく読んでいる。
【音読・ノート・ワー
ク】

◎【言】ものの数え方と
して，いろいろな助数詞
があることを知ってい
る。【ノート・ワーク】

５．書いた文章を交流する。

○ ○

【関】生活の中から書き
たいことを見つけ，簡単
な文章を書こうとしてい
る。
【観察・作文】

◎【書】経験したことか
ら書くことを選び，した
ことの順に文章を書いて
いる。
【ノート・作文】

◎【書】事柄の順序に
そって文章を書いてい
る。【ノート・作文】

【言】「　」の使い方を
理解し，「　」を使って
文章を書いている。
【ノート・作文】

☆生活科：見つけ
たことやおもしろ
かったことなどを
メモしておく。

☆道徳：友達や自
分のよいところを
見つける。

○ ○

9

たのしかっ
た　ことを
かこう

■日常生活の中から書くことを見つけ，簡
単な文章を書く。

■経験したことや想像したことなどから書
くことを決め，書こうとする題材に必要な
事柄を集めること。　⇒◎Ｂ(1)ア

■自分の考えが明確になるように，事柄の
順序に沿って簡単な構成を考えること。
　⇒◎Ｂ(1)イ

■語と語や文と文との続き方に注意しなが
ら，つながりのある文や文章を書くこと。
　⇒Ｂ(1)ウ

■文章を読み返す習慣を付けるとともに，
間違いなどに気付き，正すこと。　⇒Ｂ
(1)エ

■書いたものを読み合い，よいところを見
付けて感想を伝え合うこと。　⇒Ｂ(1)オ

△句読点の打ち方や，かぎ（「　」）の使
い方を理解して文章の中で使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

■経験したことを報告する文章や観察した
ことを記録する文章などを書くこと。
　⇒Ｂ(2)イ

しを　よもう

いろんな
おとの
あめ

□イメージの広がりや音読をとおして，詩
を楽しむ。

□語のまとまりや言葉の響きに気を付けて
音読すること。　⇒◎Ｃ(1)ア
□場面の様子について，登場人物の行動を
中心に想像を広げながら読むこと。　⇒Ｃ
(1)ウ
△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

□本や文章を楽しんだり，想像を広げたり
しながら読むこと。　⇒Ｃ(2)ア

【関】言葉のリズムや響
き楽しみながら，音読し
ようとしている。
【音読・観察】

◎【読】言葉のまとまり
や響きに気をつけなが
ら，音読している。
【音読】

【言】意味による語句の
まとまりがあることに気
づいている。
【発言・音読】

1

２．『こねこを　だいた　こと　ある？』
（1）「だいた　こと」や「かいだ　こと」を
思いうかべて，声に出して読む。

○ ○



○その後，それらのイメージを参
考に，未体験の児童から印象や想
像したことを発表させるようにす
る。

1

１．カードがどのようなものかを知り，学習
の見通しをもつ。

○ ○

○本の名前と，友達に知らせたい
ことを書くカードであることをお
さえる。

10

1

２．カードに書く本の名前と，友達に知らせ
たいことを考える。

○ ○

○友達に知らせたいことは，「お
もしろかったところ」「おどろい
たところ」「すきなところ」が示
されている。それ以外を考えても
よいこととする。

1

３．カードを書く。

○

○まず，本の名前，それから知ら
せたいことの順で書くと書きやす
い。

1

４．書いたカードを友達と読み合う。

○

○クラスの実態に応じて，なるべ
く多くの児童が読み合えるように
する。

＊一人一人が前に出て，発表す
る。
　＊掲示板に貼り出す。

6

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

１

１．単元名やリード文を読み，「やくわり」
と「つくり」に気をつけて文を読み，説明す
る文章を書くという学習の見通しをもつ。

２．「はたらくじどう車」には，どんな自動
車が出てきたか，ノートに書き出す。

○ ○

○「やくわり」と「つくり」に気
をつけて，はたらく自動車につい
て説明した文章を読み，紹介する
という学習の流れを意識づけ，意
欲を高める。

○題名やP12の「じどう車には，い
ろいろなものがあります」という
文，P12の写真などを手がかりに，
児童の知っている自動車やどんな
自動車が取り上げられていると思
うかについて話し合う。

○P13～16の写真の自動車が，文中
では，なんという名前で呼ばれて
いるかを探し，発表する。

○取り上げられている自動車の名
前を確認しながら，ノートに書き
出す。

1

３．はたらくじどう車の特徴をノートにまと
める。
（1）それぞれの自動車は，どんな「やくわ
り」をしているか。
（2）「やくわり」に合わせて作ってあるのは
どこか。

＊バス ○○

1 ＊コンクリートミキサー車

○○

1 ＊パワーショベル

○○

1 ＊消防自動車

○○

2

４．「がくしゅうの すすめかた」を読ん
で，学習全体の目標や進め方を理解して見通
しをもち，友達に知らせたい乗り物を決め
る。

○ ○

○前に学習した『はたらく じど
う車』を思い出して，「やくわ
り」と「つくり」について書くこ
とを理解させる。

2

５．自分の選んだ乗り物について，「やくわ
り」と「つくり」をカードに書く。

○ ○

○「やくわり」と「つくり」をつ
なぐ言葉が，「ですから」である
ことをしっかりと理解させる。

3

６．自分の選んだ乗り物について，カードを
もとにして，順序に気をつけて説明する文章
を書く。 ○ ○

○P22の下段に書かれている「のり
ものの名前」「やくわり」「つく
り」を参考にする。

1

７．説明する文章を読み直したり友達に読ん
でもらったりして，まちがいを直したり，よ
り適切な表現に変えたりする。 ○ ○

○書き終わったら，まず自分で声
を出して読んでみる。そして，句
読点は正しく書けているか，字の
まちがいがないか確かめる。

○まちがいを訂正した部分を確か
めながら，できるだけ丁寧な文字
で清書する。

○絵をかきたい児童には，のりも
のの様子がわかるように簡単な絵
をつけてもよいこととする。

1

９．文章を読み合い，友達の作品のよさを見
つけて伝える。

○ ○

○教室の壁に貼り出して，読み合
いをする。

15

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

カードに
かいて
しらせよう

■好きな本の中の，心に残っていることを
カードに書いて知らせる。

■経験したことや想像したことなどから書
くことを決め，書こうとする題材に必要な
事柄を集めること。　⇒Ｂ(1)ア

■語と語や文と文との続き方に注意しなが
ら，つながりのある文や文章を書くこと。
　⇒◎Ｂ(1)ウ

■書いたものを読み合い，よいところを見
付けて感想を伝え合うこと。　⇒Ｂ(1)オ

△句読点の打ち方や，かぎ（「　」）の使
い方を理解して文章の中で使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

■紹介したいことをメモにまとめたり，文
章に書いたりすること。　⇒Ｂ(2)エ

【関】好きな本の心に
残っていることを友達に
知らせようとしている。
【発言・カード・観察】

◎【書】語と語や文と文
との続き方に注意しなが
ら書いている。
【ノート・カード】

【言】句読点の打ち方に
気をつけて書いている。
【ノート・カード】

10

一　のりもの
を　しょうか
い　しよう

はたらく
じどう車

□■自動車の「やくわり」と「つくり」に
気をつけて読み，乗り物のことを紹介する
文章を書く。
□「やくわり」と「つくり」に気をつけ
て，はたらく自動車について説明した文章
を読む。

□語のまとまり（修飾する語とされる語）
や，言葉の響き（拗音や長音）などに気を
付けて音読すること。　⇒Ｃ(1)ア

□「じどう車：バス，コンクリートミキ
サー車，ショベルカー，ポンプ車（抽象と
具体）」の関係を考えながら，それぞれの
自動車のはたらきとつくりを読むこと。
⇒Ｃ(1)イ

□「じどう車：バス，コンクリートミキ
サー車，ショベルカー，ポンプ車（抽象と
具体）」などの対応する言葉を書き抜くこ
とを通して，内容を読むこと。　⇒◎Ｃ
(1)エ

△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

△文の中における主語と述語との関係に注
意すること。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

△敬体で書かれた文章に慣れること。
　⇒伝国(1)イ(ｷ)

□身近な自動車のはたらきやつくりを説明
した文章を読むこと。　⇒Ｃ(2)ウ

【関】それぞれの自動車
に関心をもち，「やくわ
り」や「つくり」を理解
しようとしている。
【発言・観察】

◎【読】それぞれの自動
車の「やくわり」と「つ
くり」について，書かれ
ている順序に気をつけて
読んだり，「やくわり」
に合わせた「つくり」を
文章中から書き抜いたり
している。
【音読・発言・ノート
ワーク】

【言】それぞれの文の主
語と述語の関係をおさ
え，「ですから」によっ
て文と文がつながってい
ることを理解している。
【ノート・ワーク】

しを　よもう

いろんな
おとの
あめ

□イメージの広がりや音読をとおして，詩
を楽しむ。

□語のまとまりや言葉の響きに気を付けて
音読すること。　⇒◎Ｃ(1)ア
□場面の様子について，登場人物の行動を
中心に想像を広げながら読むこと。　⇒Ｃ
(1)ウ
△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

□本や文章を楽しんだり，想像を広げたり
しながら読むこと。　⇒Ｃ(2)ア

【関】言葉のリズムや響
き楽しみながら，音読し
ようとしている。
【音読・観察】

◎【読】言葉のまとまり
や響きに気をつけなが
ら，音読している。
【音読】

【言】意味による語句の
まとまりがあることに気
づいている。
【発言・音読】

1

２．『こねこを　だいた　こと　ある？』
（1）「だいた　こと」や「かいだ　こと」を
思いうかべて，声に出して読む。

○ ○

○取り上げられている自動車ごと
に「やくわり」と「つくり」が書
かれている部分を探し，P17の表の
ような形にまとめていく。

○それぞれの自動車を解説する部
分では，「やくわり」や「つく
り」という言葉は使われていな
い。「やくわり」「つくり」の意
味を確かめたうえで，その具体的
な記述である「おおぜいのおきゃ
くをのせてはこぶ」「たくさんの
ざせき」などを読みとるようにす
る。

○「やくわり」や「つくり」をま
とめる際には，連体修飾に気をつ
け，どのように言葉を抜き出せば
よいか考えるようにする。たとえ
ば，「やくわり」として「じめん
をほったり，けずったりする」
や，「つくり」として「ながいう
で」「じょうぶなバケット」のよ
うな形で抜き出す。

10
～
11

のりものの
ことを　しら
せよう

■乗り物について，カードを用いて順序に
そって簡単な構成の説明の文章を書く。

■自分の考えが明確になるように，事柄の
順序に沿って簡単な構成を考えること。
　⇒◎Ｂ(1)イ

■語と語や文と文との続き方に注意しなが
ら，つながりのある文や文章を書くこと。
　⇒Ｂ(1)ウ

■文章を読み返す習慣を付けるとともに，
間違いなどに気付き，正すこと。　⇒Ｂ
(1)エ
■書いたものを読み合い，よいところを見
付けて感想を伝え合うこと。　⇒Ｂ(1)オ
△句読点の打ち方や，かぎ（「　」）の使
い方を理解して文章の中で使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

■身近な事物を簡単に説明する文章などを
書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

☆生活科など：読み上げてまちがいを見つ
ける方法は，生活科などでも応用できる。

【関】自分の選んだ乗り
物について，説明する文
章を書こうとしている。
【発言・ノート】

◎【書】自分の考えが明
確になるように，簡単な
構成を考えている。
【ノート・カード】

【言】句読点やかぎを文
章の中で使っている。
【ノート・カード】

1

８．直した文章を正しく清書する。

○ ○



1

１．単元とびらを読み，「おはなしかい」を
するために『うみへの ながい たび』を読
むことを確認する。 ○ ○

○教材文をもとにして，想像した
ことをつけ加えた「おはなしか
い」を開くことを最終目的に，学
習を進めることを確認させる。

☆道徳：3(1)生き
ることを喜び，生
命を大切にする心
をもつ。

２

２．白くまの様子を考えながら読む。
（1）『うみへの ながい たび』を声に出し
て読む。

○教師の範読を聞いたり，それぞ
れが音読の練習をしたりして，教
材文に読み慣れる。

○難語句や，漢字の学習をさせ
る。

（2）おもしろいところや好きなところを見つ
けて，そのわけを友達に発表する。

○好きなところをさがす。「１」
から「７」までの場面表示を手が
かりにさせるとよい。

10 ○「ここがだいじ」を参考にし
て，（ ）や「 」の中の言葉を
どのように読んだらよいかを，表
現を根拠にして考えさせる。

＊誰が誰に向かって言ったの
か。

＊どのような気持ちで言ったの
か。
　＊周りはどんな景色だったか。
　　これらを，動作化したり，感
    じたことをつぶやかせたりし
    て，想像を広げさせる。それ
    をもとにして，
　＊声の大きさ・読む速さ　など
     を工夫させる。

○なぜそう考えたのかという根拠
を，あらかじめ友達に告げてから
発表させる。

３．白くまになったつもりで，「おはなしか
い」をする。

○写真をもとにして，白くまたち
が話していることを想像する。

（1）写真を見ながら，白くまたちがどんなこ
とを話しているのか，白くまになったつもり
で考える。

○写真をコピーしてカードに貼っ
てもよい｡それをもとに，フキダシ
に白くまのせりふを書き込ませる
こともできる。

11

1

（2）グループで想像したことをもとにして，
写真をもとに，『うみへの ながい たび』
の話をふくらませた「おはなしかい」をす
る。
＊白くまのせりふカードをつくる。

○

○グループに分かれて，「１」か
ら「７」までの写真に，それぞれ
が考えた白くまのせりふを書き加
えたカードを作る。

1

＊カードをもとにして、お話会の文章を書
く。

○

○そのカードをもとにして，教材
文をふくらませた「おはなしか
い」をし，そのストーリーや白く
まのせりふを文章に書く。

1

＊グループごとにお話会を開いて、作ったお
話を発表し合う。

○

○グループで作った「お話」を，
紙芝居のような形式で発表するこ
とも考えられる。その場合は，大
きめのカードを作らせるとよいだ
ろう。

10

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

1 １．本教材の学習活動を確認して学習の見通
しをもつとともに，続き話を書こうとする意
欲をもつ。 ○ ○

○『おおきな かぶ』がどのよう
なお話だったのか思い出させる。

1 ２．いしわたりさんの『おおきな かぶ』の
続き話を読み，どんなお話の続き話を書くか
考える。

○いしわたりさんの続き話を読み
合い，おもしろいところを話し合
わせる。

1 ○続き話を書いてみたい話を出し
合い，どんな続き話にしたいか，
想像したことを話し合わせる。

３．続き話を書き，原稿用紙にまとめる。 ○実際に続き話を書くお話を一つ
にしぼらせる。

○どのような展開になり，最後は
どうなるのかを想像し，ノートに
メモをさせる。おおまかでもよ
い。

1 ○メモをもとに，原稿用紙に続き
話を書かせる。

○書き上がったら，読み返させ
る。

1 ４．書き上げた続き話を発表し，感想を交流
する。 ○ ○

○感想は，よいところやおもしろ
いところを話し合わせる。

7

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

１．「言葉」について学ぶという学習内容を
理解して，学習の見通しをもつ。

○言葉のくぎり方に気をつけて，
意味の違いについて考えるという
学習への意欲を高める。

２．『いるか』の詩を読んで，言葉が示す意
味の違いについて考える。

○音読で，繰り返される「いる
か」の言葉や全体の言葉のリズム
を楽しませる。
○三つの「いるか」（動物の「い
るか」，いる・いないを表す「い
るか」，どちらにも読める「いる
か」）の違いを理解させる。

３．「すももももも」「すいかかかいか」
「とんとんととんかちでうつ」を声に出して
言い，言葉の意味について考える。

○「すもも」「もも」「すいか」
「貝」「とんとん」「とんかち」
などの言葉の意味を理解させ，リ
ズムにも気をつけて発声できるよ
うはたらきかける。

４．「このふくにあう」を読んで，言葉の意
味とくぎり方について考える。

５．「ひるまでかける」「あしたならいま
す」のくぎり方と意味について考える。

二　おはな
しかいを
しよう

うみへの
ながい　た
び

□白くまの様子を考えながら声に出して読
み，「おはなしかい」をする。

□語のまとまりや言葉の響きに気を付けて
音読すること。　⇒Ｃ(1)ア

□場面の様子について，登場人物の行動を
中心に想像を広げながら読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
 
■想像したことから書くことを決め，書こ
うとする題材に必要な事柄を集めること。
　⇒Ｂ(1)ア

△言葉には，事物の内容を表す働きや，経
験したことを伝える働きがあることに気付
くこと。　⇒伝国(1)イ(ｱ)

□文章を楽しんだり，想像を広げたりしな
がら読むこと。　⇒Ｃ(2)ア
■想像したことなどを文章に書くこと。
　⇒Ｂ(2)ア

【関】写真と文章を結び
つけて読もうとしてい
る。
【音読・発言・発表】

◎【読】写真と文章をも
とに，白くまの親子の様
子を想像しながら読んで
いる。
【音読・ワーク】

【書】白くまになったつ
もりで，会話文を書いて
いる。
【ワーク・ノート】

【言】（　）や「　」
が，誰の気持ちや会話を
表しているか理解してい
る。
【発言・ワーク】

○

1
○ ○

3

○ ○

11 おはなしの
つづきを
かこう

■お話の続きを楽しく書く。

■経験したことや想像したことなどから書
くことを決め，書こうとする題材に必要な
事柄を集めること。　⇒◎Ｂ(1)ア

■文章を読み返す習慣を付けるとともに，
間違いなどに気付き，正すこと。　⇒Ｂ
(1)エ

■書いたものを読み合い，よいところを見
付けて感想を伝え合うこと。　⇒Ｂ(1)オ

△長音，拗音，促音，撥音などの表記がで
き，助詞の「は」，「へ」及び「を」を文
の中で正しく使うこと。　伝国⇒(1)イ(ｴ)

△文の中における主語と述語との関係に注
意すること。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

■想像したことなどを文章に書くこと。
　⇒Ｂ(2)ア

【関】お話の続きを楽し
く書こうとしている。
【発言・作文】

◎【書】想像したことか
ら書こうとすることを決
め，題材に必要な事柄を
集め，書いている。
【作文】

【言】文の中における主
語と述語の関係に注意し
ている。
【作文】

○○

2

○ ○

○ ○

○くぎり方によって意味が異なる
文のそれぞれの意味を理解させ，
言葉のくぎり方に興味がもてるよ
うにする。

○

【関】語句のまとまりや
くぎり方に興味をもとう
としている。
【音読・発言・観察】

◎【言】意味による語句
のまとまりやくぎり方に
よる意味の違いなどにつ
いて理解している。
【音読・発言・発表】

1 ○

１

三　ことばの
はたらきを
しろう

おもしろい
ことば

△意味による語句のまとまりを把握し，く
ぎり方によって意味が変わることなどのお
もしろさについて理解する。

△音節と文字との関係や，アクセントによ
る語の意味の違いなどに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｲ)
△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。 ⇒◎伝国(1)イ
(ｳ)

○

11



○音が似ている言葉やリズムが似
ている言葉をみんなで集められる
ようにする。一字の言葉・二字の
言葉・三字の言葉，動物・乗り
物・食べ物など，いろいろな分野
で考えさせる。

○「二十文字以上の文を作ろう」
など，文の長さを指定して考えさ
せるといった工夫をしてもよい。

１．学習内容を理解し，日常化への見通しを
もつ。

○教材冒頭の会話文によって，日
常の言語生活との関連を意識づけ
る。

２．片仮名の濁音と半濁音，長音や拗音の言
葉を読んだり集めたりする。

○教材の例文のように，身近な言
葉の中に片仮名で書くものがある
ことに気づかせる。また，ほかに
もどのようなものがあるか自分た
ちであげさせることにより，片仮
名をより身近に感じて学習するこ
とができるようにする。

３．まちがえやすい片仮名を，書き順や形に
気をつけて書く練習をする。

○片仮名の濁音と半濁音，長音や
拗音の読み方や書き方を教師が示
しながら指導をする。似た字形や
まちがえやすい字形のものもある
が，抵抗感をもたせないようにす
ることが大切。

○書かせる際には，ノートのマス
目を上手に利用し，片仮名の形や
拗音・長音を書く位置などにも気
をつけさせる。

　　1

４．P51を参考に片仮名で書く言葉を自分でも
仲間ごとに集め，ノートに書いたり発表した
りする。

○ ○

○自分から意欲的に片仮名の言葉を
探し，書きたい・発表したいという
気持ちをもたせるようにする。仲間
ごとに集めることにより，片仮名で
表記する仲間があることにも気づか
せる（外来語の仲間など）。自分で
自由に探す際に，拗音（「チャ・
チュ・チョ」など）で書く場合，発
音させながら書かせることが効果的
である。読み方と書き方が一致する
ように指導することを心がけたい。

6

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

11
1

カタカナテス
ト

カタカナの定着を確かめること。 カタカナ５０音のテストを実施する。
○
【言】カタカナ五十音を，正
しく書いている。

1

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

１．昔話について，簡単に知る。 ○昔から語り継がれてきたお話を
昔話ということ，人々に親しまれ
てきたからこそ伝えられているの
だということを知らせる。

○P52・53のさし絵を手がかりにし
ながら，どんな話なのか，話の展
開を予想させる。

○教師は，児童に向かって範読す
る。ただし，難語句などは，適
宜，説明を加えて，児童にわかり
やすいように話をする。詳細に説
明する必要はない。お話の概要が
つかめる程度でよい。

３．おもしろかったところを発表する。 ○さし絵を手がかりにしながら，
話の順序を確認させ，おもしろ
かったところを発表させる。

○さし絵を手がかりにして，おも
しろかったところや，好きな場面
を決める。
○選んだ場面を声に出して読み，
友達に聞いてもらう。また，交代
して同じ言語活動を繰り返す。二
人組みで行うこともできるし，数
人のグループを組ませて，そこで
行うこともできる。

　　1

○このような「むかしのお話」に
興味がわいたら，巻末折込の「む
かしの おはなし」を参考にし
て，読書活動へと発展させること
もできる。

１．学習内容を理解し，学習の見通しをも
つ。

○漢字の使い方などを理解させ
て，日常の言語生活にも生かして
いくよう意識づける。

○上巻P118「かぞえよう」で学習
した漢数字の読み方を想起して比
べながら，日付の読み方を確認さ
せる。

○声に出して読ませたり，ノート
に書かせたりして練習させる。

○日付を使って短い文を作らせ，
発表し合う。

３．曜日の読み方を理解する。 ○曜日を漢字で記載しているカレ
ンダーをもとに，曜日の漢字を集
め，読み方を確認する。

４．日付や曜日の読み方に慣れる。 ○カレンダーをもとに，「大の
月」「小の月」を確かめさせる。
○誕生日や学校行事・年中行事な
どに関係する月日を集め，短い文
を作らせ，発表し合う。

5

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

12 1 漢字３０問テ
スト

漢字の定着を確かめること。 漢字のテストを実施する。
○
【言】漢字を，正しく書いて
いる。
【テスト】

1

1

６．よく似た音の言葉を集めて，おもしろい
言葉や文を読んだり，作って発表したりす
る。

○ ○

【関】語句のまとまりや
くぎり方に興味をもとう
としている。
【音読・発言・観察】

◎【言】意味による語句
のまとまりやくぎり方に
よる意味の違いなどにつ
いて理解している。
【音読・発言・発表】

三　ことばの
はたらきを
しろう

おもしろい
ことば

△意味による語句のまとまりを把握し，く
ぎり方によって意味が変わることなどのお
もしろさについて理解する。

△音節と文字との関係や，アクセントによ
る語の意味の違いなどに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｲ)
△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。 ⇒◎伝国(1)イ
(ｳ)

○

【関】言葉の中には，片
仮名で書くものがあるこ
とを知り，片仮名に興味
をもとうとしている。
【発言・音読・観察
ワーク】

◎【言】片仮名と平仮名
を区別して書き表し，濁
音や半濁音，長音や拗音
の片仮名の言葉を正しく
読んだり書いたりしてい
る。
【ワーク・ノート】

11

１

四　むかし
の　おはなし
を　たのしも
う

天に　の
ぼった　お
けやさん

△古くから伝わっている話を，興味をもっ
て聞き，好きなところを音読する。

△昔話や神話・伝承などの本や文章の読み
聞かせを聞いたり，発表し合ったりするこ
と。　⇒◎伝国(1)ア(ｱ)

△文の中における主語と述語との関係に注
意すること。 ⇒伝国(1)イ(ｶ)

□場面の様子について，登場人物の行動を
中心に想像を広げながら読むこと。
　⇒Ｃ(1)ウ

□物語の読み聞かせを聞いたり，物語を演
じたりすること。　⇒Ｃ(2)イ

○

11

２

かたかな △片仮名の書き方や使い方に慣れ，正しく
使う。

△平仮名や片仮名を読み，書くこと。ま
た，片仮名で書く語の種類を知り，文や文
章の中で使うこと。　⇒◎伝国(1)ウ(ｱ)

○

○

【関】昔話や神話・伝承
などの本や文章を，興味
をもって聞こうとしてい
る。【観察・発言】

◎【言】主語と述語の関
係に注意して，話の内容
を聞き，気に入った場面
を，声に出して読んでい
る。
【音読・発言・観察】

【読】場面の様子を，想
像を広げながら読んでい
る。
【音読・発表】

☆生活科:地域に
伝わる昔話や神
話・伝承などを調
べ，興味をもつ。

☆道徳：４(5)郷土
の文化や生活に
親しみ，愛着をも
つ。

○○

11
～
12

1

かん字の
ひろば　１

日づけ　と
よう日のよみ
かた

△日付と曜日を表す漢字を正しく読む。

△第1学年においては，別表の学年別漢字
配当表（以下「学年別漢字配当表」とい
う。）の第1学年に配当されている漢字を
読み，漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｲ) ○

２．絵を見て，順序を考えながら，教師の音
読を聞く。

1

４．このお話のおもしろかったところを選ん
で声に出して読み，友達に聞いてもらう。

○

○

【関】一週間，一か月，
一年間の変化に興味をも
ち，日付や曜日の読み方
を理解しようとしてい
る。【音読・発言】

◎【言】日付や曜日を表
す言葉を使って正しく漢
字を書いている。
【ノート・ワーク】

２．日付に関する漢字について理解し，練習
する。

1

○



月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

1

１．「がくしゅうの すすめかた」を読んで
学習の見通しをもつとともに，見つけたこと
を記録して知らせることに意欲をもつ。 ○ ○

○カードをもとにして，観察記録
文を書くことを確認させる。

　

1

２．身のまわりの物を観察し，何を書くかを
出し合わせ，書くことを決める。

○

○黒板に書き出し，何を書くかを
考えさせる。

11

３

３．P63のもりもとさんの書いたカードを参考
にし，よく観察してカードに書く。

○ ○

○カードには，「見つけた 日」
「見つけた ところ」「見つけた
もの」を記録し，そのうえで「気
づいた こと」「おもった こ
と」を書くことを確認させる。
「気づいたこと」の最後の項目
は，自分で考えたことを入れるよ
うにする。例文では，「さわった
かんじ」が児童が考えた想定と
なっている。

1
４．P64・65の下段を参照しながら，もりもと
さんの文章を読む。 ○

○カードとの対応について，よく
確認させる。

３
５．カードをもとに文章を書く。

○ ○

○前時の学習を想起させる。
○想起が困難な児童は，適宜P64・
65を見ながら書き進めてもよい。

1
６．書いた文章を友達と読み合う。

○ ○ ○

○互いによいところを出し合う。

１．学習内容を理解し，学習の見通しをも
つ。

○漢字の使い方や表記のきまりな
どを理解させて，日常の言語生活
にも生かしていくよう意識づけ
る。

12 ２．「山」「日」のように，漢字には複数の
読み方があって，ほかの言葉や漢字とのつな
がりで読み方が変わることに気づき，例を見
つけたり練習したりする。

○「山」「日」を使った言葉を集
め，発表し合い，それぞれにどん
な読み方があるかを確かめさせ
る。

○「月」を使った言葉を集め，
「月」には，どのような読み方が
あるかを考えさせる。

○「山」「日」「月」を使って短
い文を作らせ，発表し合う。

○「竹」「糸」「左 」「人」
「生」のそれぞれの読み方を確か
めさせる。

○漢字の読み方が，ほかの言葉や
漢字とのつながりで変わることに
気づかせる。例を見つけたり練習
したりして，定着させる。

12

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

１
１．単元とびらなどから，本を楽しく読んで
から「おはなしどうぶつえん」を作ることを
確認する。 ○ ○

○本のおもしろさを見つけるため
に『りすの わすれもの』を読
み，さらに動物の話を読んで，そ
れを紹介することを知らせる。

２．どのようなお話かを確かめる。 ○全文を通読させる。

○難語句の確認や新出漢字などの
練習をする。

○「たろすけ」と「さんた」との
関係が，すぐに理解できにくい児
童がいる場合も考えられる。その
ときには，両者を混同していない
かどうかを確認する。

○くるみのおじさんが話した，
「たろすけ」の行動をノートにま
とめる。その際，「ここがだい
じ」を読み，「はじめに」「つぎ
に」と時系列の順にそって「した
こと＝行動」をおさえることが重
要である。また，P82のような表に
まとめるか，ワークシートなどを
利用してもよい。

○先祖である「たろすけ」の行動
と，「さんた」の行動とを比べ
て，二人の行動が同じ行動だった
ことを確認させる。

○「りす」と「くるみ」が，ずっ
と「なかよし＝共生」関係にあっ
たことに気づかせる。

○おもしろかったところや好きな
文に線を引き，そこを音読する。

○また，おもしろかったわけや好
きなわけを，友達と話し合う。

1

４．読んだ本を，どのようにして知らせ合っ
たらよいのかを話し合う。

○

○「おはなしどうぶつえん」を作
ることを知らせて，読書への意欲
を喚起する。

２

２

10

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

五　ようすを
よく　見てか
こう

見つけた　こ
とを　しらせ
よう

■身のまわりの物をよく見て，観察したこ
とを観察記録文に書く。

■経験したことや想像したことなどから書
くことを決め，書こうとする題材に必要な
事柄を集めること。　⇒◎Ｂ(1)ア

■語と語や文と文との続き方に注意しなが
ら，つながりのある文や文章を書くこと。
　⇒Ｂ(1)ウ

■文章を読み返す習慣を付けるとともに，
間違いなどに気付き，正すこと。　⇒Ｂ
(1)エ

■書いたものを読み合い，よいところを見
付けて感想を伝え合うこと。　⇒Ｂ(1)オ

△言葉には，事物の内容を表す働きや，経
験したことを伝える働きがあることに気付
くこと。　⇒伝国(1)イ(ｱ)

■経験したことを報告する文章や観察した
ことを記録する文章などを書くこと。
　⇒Ｂ(2)イ

【関】身のまわりの物に
ついて，観察して記録す
ることに意欲をもって取
り組もうとしている。
【発言・観察】

◎【書】経験したことな
どから書くことを決め，
書こうとする題材に必要
な事柄を集めている。
【カード・観察文】

【言】言葉には事物の内
容を表すはたらきがある
ことに気づいている。
【カード・観察文】

☆生活科：観察
記録文の学習に
活用することが
できる。

1

かん字の
ひろば　２

かん字の
よみかた

△漢字には，使い方によって読み方が変わ
るものがあることを理解する。

△第1学年においては，別表の学年別漢字
配当表（以下「学年別漢字配当表」とい
う。）の第1学年に配当されている漢字を
読み，漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｲ) ○ ○

【関】漢字の複数の読み
方を理解しようとしてい
る。
【発言・ノート・ワー
ク】

◎【言】漢字には複数の
読み方があることを理解
し，ほぼ正しく読み書き
している。
【音読・ノート・ワー
ク】３．用例を探しながら，「月」の読み方を確

かめる。

1

４．P67の設問を考え，それぞれの漢字の読み
方を確かめる。

○

12

六　たのしく
よんで、本を
しょうヵい
しよう

りすの
わすれもの

□人物の動きや場面の様子の楽しさを読み，読
書の世界を広げる。

□どのようなお話か考えながら読み，おもしろかっ
たところを紹介する。

□場面の様子について，登場人物の行動を
中心に想像を広げながら読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ

□文章の内容と自分の経験とを結び付け
て，自分の思いや考えをまとめ，発表し合
うこと。 ⇒Ｃ(1)オ
△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

□読んだ本について，好きなところを紹介
すること。　⇒Ｃ(2)オ

【関】楽しく声に出して
読もうとしている。
【音読・観察】

◎【読】登場人物の行動
を確かめながら，内容を
読んでいる。
【発言・ワーク・ノー
ト】

【言】様子を表す言葉や
時を表す語句に注意し
て，意味を考えている。
【発言・ワーク】

（2）「たろすけ」と「さんた」との行動が同
じであることを確認することで，「りす」と
「くるみ」がずっと「なかよし」であったこ
とに気づく。

☆道徳：３(1)生き
ることを喜び，生
命を大切にする心
をもつ。

○○

（1）お話を通して読み，内容の順序を考えて
整理する。

２

1 ○○

1
３．おもしろかったところや，気づいたこと
を紹介し合う。

○ ○

「おはなし
どうぶつえ
ん」を　つ
くって、本を
しょうかいし
よう

□動物の出てくる本を読んで，友達に紹介
する。

□楽しんだり知識を得たりするために，本
や文章を選んで読むこと。 ⇒◎Ｃ(1)カ
△言葉には，事物の内容を表す働きや，経
験したことを伝える働きがあることに気付
くこと。　⇒伝国(1)イ(ｱ)

□読んだ本について，好きなところを紹介
すること。　⇒Ｃ(2)オ

【関】動物が出てくる本
を読もうとしている。
【観察】

◎【読】動物に関係する
本を選んで読み，カード
に書いている。
【カード】

【言】登場人物を確かめ
て，誰が出てくる話かわ
かるように紹介してい
る。【発表】

５．「おはなしどうぶつえん」を作る。
（1）自分の読んだ本の名前と作者名をカード
に書いて，動物ごとにまとめて貼り，「おは
なしどうぶつえん」を作る。 ○○

○読書への誘いが中心目的であ
り，動物を分類することが目的で
はないので，本の中に複数の動物
が出てくる場合は，どちらに貼っ
てもよい。

（2）友達が書いたカードを読み合い，読んだ
本のところに「おきゃくさまカード」を貼
る。 ○

○「おはなしどうぶつえん」で紹
介された本の中からおもしろそう
な本を探して，その本を読む。読
んだら，自分の名前を該当箇所に
貼付する。



12 1 標茶町学力
向上サポー
トプラン

○○○

1

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

1

１．単元名やリード文を読み，文章と絵の対
応に気をつけて読み，説明する文章を書くと
いう学習の見通しをもつ。 ○ ○

○文章と絵の対応に気をつけなが
ら，身ぶりについて説明する文章
を書くという学習の流れを意識づ
け，意欲を高める。

２．P88～93のさし絵の人物が，どんな気持ち
を伝えようとしているか考える。
（1）さし絵に1～8まで番号をつける。

○さし絵に番号をつける際，人物
の足下につけられた影の色の区別
で，さし絵の一つの場面が表され
ていることに気づかせる。

（2）文章と絵の対応に気をつけて読み，フキ
ダシを作って人物の気持ちを書き込む。

○文章と絵の対応を明確にするた
めに，絵と文章の対応する部分を
線で囲むなどして確認するとよ
い。

5 ○絵に対応する表現をおさえ，人
物の気持ちを確認する。

○フキダシを作って人物の気持ち
を書き込む際は，教科書の表現を
抜き出すだけでなく，さまざまな
表現を認めてよい。たとえば，
「静かにしよう」「静かにするん
だよ」「しいっ，静かに」など。

３．P94・95のさし絵が表していることを説明
する文章を書く。

○日常生活での経験を話し合う中
で，身ぶりで表せることと表せな
いことがあることに気づかせる。

（1）日常生活の中で，どんな気持ちの時にど
んな身ぶりをしているか，経験を話し合う。
（2）「こんな大きなさつまいもをほったよ」
のさし絵をもとに，絵が表すことを考え，話
し合う。

○「大きなさつまいもをほった
よ」のさし絵にどんなせりふが入
るか話し合い，この場合の身ぶり
が表すことに気づかせるようにす
る。

5 （3）P94・95のさし絵が表していることを説
明する文章を書き，読み合う。

○ ○

○P94・95のさし絵を説明する文章
を書く際，「どんな場面で」「ど
んな身ぶりをすると」「どんな気
持ちを表すか」をおさえるように
する。ただし，この区別をあまり
厳密にすると，難しすぎる課題に
なるので注意する。P99の「れい」
に示されているのは，必ずしも
「こんにちは」の意味を表すわけ
ではないが，このような児童の反
応も認めてよい。

○身ぶりとその身ぶりで伝わる意
味を表などにまとめ，学習を振り
返るようにする。

○学習感想を書くことをとおして
各自の考えをはっきりさせ，読み
合って，考えを深めさせるように
する。

14

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

１．学習内容を理解し，学習の見通しをも
つ。

○漢字の使い方や表記のきまりな
どを理解させて，日常の言語生活
にも生かしていくよう意識づけ
る。

２．数詞となる漢字が，伴ってつけられる助
数詞によっては，促音化する場合があること
に気づく。

○「一台」と「一軒」，「一枚」
と「一個」を声に出して読み，そ
れぞれの読み方を比べ，「一軒・
一個」のように助数詞が変わる
と，数詞の読み方が促音化するも
のがあることに気づかせる。

３．他の言葉や漢字とのつながりによって
は，数詞の促音化や連濁化・半濁音化，助数
詞の連濁化・半濁音化などが起こり，読み方
が変わることに気づく。

○他の言葉や漢字とのつながりに
よっては，数詞や助数詞の読み方
が促音化したり，連濁化・半濁音
化したりすることがあることに気
づかせる。

４．他の言葉と組み合わさったときに，連濁
や転音などの音変化が現れる例を見つけた
り，練習したりする。

○同じ漢字でも，単独で示される
場合と，他の言葉と組み合わさっ
た場合とでは，読み方が変化する
ものを，声に出したり，繰り返し
読んだりすることによって言葉の
リズムとして覚え，以後の日常生
活に応用できるようにする。

○読み方の変化が多岐にわたるた
め，読み方が変わるものがあるこ
とに気づかせることに主眼をお
く。

2

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

1

1
１．単元名やリード文を読み，学校のことを
みんなに伝えるという学習のねらいと流れを
つかむ。 ○○

○教科書を参考に，学校のことに
ついていろいろなかたに話を聞い
て，クラスのみんなに伝えるとい
う学習の流れをつかませ，意欲を
高める。

３．P103・104の□１・□２を読み，聞きたい
相手と聞きたいことを決め，「ここがだい
じ」を参考に，一緒に聞きに行く友達と，聞
くことを分担したり，相手に応じた言葉づか
いを考えて練習したりする。

○職員室・保健室・特別教室・校
長室・事務室・用務主事室・給食
室など，そこにいる大人が，どん
なかたで，どんなことをしている
か想起させる。

【関】文章を読んで身ぶ
りのはたらきについて理
解し，日常生活で用いる
身ぶりを思い出し，思っ
たことや考えたことを話
し合おうとしている。
【発言・観察】

◎【読】「このように」
「また」など文と文をつ
なげる言葉に注意しなが
ら，身ぶりのはたらきに
ついて内容の大体を読ん
でいる。
【発言・ワーク】

◎【読】自分の経験を思
い出して文章の内容と結
びつけ，話し合ってい
る。
【発言】

【書】どんな場面でどん
な身ぶりをするとどんな
気持ちを表すかをおさえ
て，身ぶりの説明をする
文章を書いている。
【ワーク・ノート】

【言】会話文におけるか
ぎ（｢　｣）のほかにもか
ぎ（｢　｣）が使われるこ
とや，｢ございます｣と｢
ほったよ｣のように，敬
体と常体が使い分けられ
ていることなどを理解し
ている。

☆総合的な学習
の時間・生活科な
ど：日常生活の中
で使う身ぶりにつ
いて振り返り，気
持ちを相手に伝え
る際に役立てる。

○○

1

○○

12

七　みぶりに
ついて　せ
つめいしよう

□文章と絵の対応に気をつけながら読み，
いろいろな身ぶりが表すことを説明する文
章を書く。

□地の文と身ぶりの意味を表す部分との区
別に気をつけて音読すること。　⇒Ｃ(1)
ア

□要旨を述べた書き出し部と事例をもとに
詳しく解説した部分，まとめの部分の関係
に気をつけながら，伝え合いの場での身ぶ
りのはたらきを読むこと。　⇒◎Ｃ(1)イ

□文章の中の大事な言葉や文を書き抜くこ
と。　⇒Ｃ(1)エ

□文章の内容と自分の経験とを結び付け
て，自分の思いや考えをまとめ，発表し合
うこと。　⇒◎Ｃ(1)オ

■自分の考えが明確になるように，事柄の
順序に沿って簡単な構成を考えること。
　⇒Ｂ(1)イ

△言葉には，事物の内容を表す働きや，経
験したことを伝える働きがあることに気付
くこと。　⇒伝国(1)イ(ｱ)
△敬体で書かれた文章に慣れること。
　⇒伝国(1)イ(ｷ)

□事物の仕組みなどについて説明した本や
文章を読むこと。　⇒Ｃ(2)ウ

■身近な事物を簡単に説明する文章などを
書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

1 ４．言葉のはたらきと身ぶりのはたらきを比
べて，考えたことを話し合う。

○

12

1

かん字の
ひろば　３
かわる　よみ
かた

△使い方によって漢字の読み方が変わるも
のがあることを理解する。

△第1学年においては，別表の学年別漢字
配当表（以下「学年別漢字配当表」とい
う。）の第1学年に配当されている漢字を
読み，漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｲ)

○ ○

1

２．学校の先生がたや働いているかたのこと
を思い出し，話を聞きたい相手や聞きたいこ
とについて考える。

○

【関】使い方によって，
漢字の読み方が変わるも
のがあることを知ろうと
している。
【発言・観察】

◎【言】漢字の読み方の
変化について理解し，正
しく読んでいる。
【ノート・ワーク】

1
○

○学校の絵地図などを用意して，1
学期（前期）に行った学校探検を
思い出させ，学校で働いている人
たちがどこにいるか言ったり，見
たりした経験を思い起こさせる。

○ ○

八　きいた
ことを　ただ
しく　つたえ
よう

学校の　こと
を　つたえあ
おう

◇学校で働く人に，知りたいことを尋ねて
メモを作り，学級のみんなに知らせ合う。

◇身近なことから話題を決め，必要な事柄
を思い出すこと。　⇒◎Ａ(1)ア
◇相手に応じて，話す事柄を順序立て，丁
寧な言葉と普通の言葉との違いに気を付け
て話すこと。　⇒Ａ(1)イ
◇姿勢や口形，声の大きさや速さなどに注
意して，はっきりした発音で話すこと。
　⇒Ａ(1)ウ
◇大事なことを落とさないようにしなが
ら，興味をもって聞くこと。　⇒◎Ａ(1)
エ
△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

◇場面に合わせてあいさつをしたり，必要
なことについて身近な人と連絡をし合った
りすること。　⇒Ａ(2)ウ

【関】未就学児を招待し
て，調べたことを連絡し
ながら学校案内をしよう
としている。
【観察】

◎【話聞】きいたことを
思い出して，メモをもと
に必要な事柄を話してい
る。【インタビュー・
ノート】

◎【話聞】必要なことを
落とさないように聞いて
いる。【観察】

【言】大事なことを語句
のまとまりとしてとらえ
ている。
【ノート・メモ】



○行き先を決めて分担させ，一緒
に行く友達どうしで 2～ 3人のグ
ループを作り，どんなことを聞い
てくるか話し合わせ，質問ごとに
分担するようにさせる。

1

○グループで，入室の仕方や初め
のあいさつなどを確かめ，さらに
個別の質問の順番等を確認し，言
葉づかいなどに気をつけて繰り返
し練習して，アドバイスさせ合
う。

1

４．P104・105の□２・□３を読み，聞いたこ
とをあとでメモとして作ることを心にとめ
て，実際に聞きに行く。 ○

○ここでは，聞きながらメモを取
るのではなく，あとで思い出して
書くことに留意して，話しても
らったことをきちんと聞き取って
くるようにさせたい。

1
５．聞いたことを思い出しながら協力してメ
モを作る。

○ ○

○聞いてきたことを思い出して，
大事なことを書いて確かめ合わ
せ，みんなに話すことをはっきり
させて発表の練習をし合うように
促す。

2
３

６．P105・106の□３・□４を読み，メモをも
とにクラスのみんなに話すことを確かめ，話
す順番を決めて練習する。 ○

○全員の前で，声の大きさや話す
速さに気をつけて発表させ，質問
や感想を述べ合うようにする。

1

７．メモを見ながら，聞いてきたことをみん
なに伝えたり，聞いた感想や質問をしたりす
る。

○

○「どきどきしたこと」「うれし
かったこと」などを話し合わせ，
グループで相互評価したり，自分
の聞き方や伝え方を振り返ったり
させながら，全体に紹介し合うよ
うにしたい。

1 ８．学習全体を振り返り，上手になったこと
を確かめる。

○○

１．一年生上巻（入門期）で行った，単語の
語尾の一文字を次の単語の語頭にすえて遊ぶ
「しりとり遊び」を思い出し，そのルールを
確認する。

○一年生上巻（P20・21）で，単語
の語尾の一文字を次の単語の語頭
にすえて次々につなげていく「し
りとり遊び」を経験している。そ
こでは，「ん」で終わる単語を選
択すると，後へは続かないことを
学んだ。そのルールを使って，グ
ループで「しりとり遊び」をす
る。

２．語尾の二文字を続ける「しりとり遊び」
のルールを知る。

○教科書の教材文で，新しい「し
りとり遊び」のルールを確かめ
る。

３．P109の例を使い，単語をつなげてみる。
次に，新しく知ったルールを使って，グルー
プで「しりとり遊び」を楽しむ。

○教科書P109の例でルールを確か
めた後，そのルールにしたがっ
て，単語をつなげてみる。

12

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

　　1
１．「がくしゅうの すすめかた」を読み，
学習の見通しをもつ。例文「いもうととおふ
ろに入った」を読み，感想を話し合う。

○

○「いつ」「どこで」「誰が」
「何をしたか」という聞く観点を
示して，範読を聞かせる。

　
　
　　1

２．文章を書くための，メモの書き方を理解
する。

○

○「見た こと」「した こと」
「はなした こと」「きいた こ
と」「おもった こと」に分けら
れていることに気づかせる。

　
　
　　1

４．自分が経験したことや見たことの中から
書きたいことを選び，メモを書く。 ○

○自分がこれまでにしたことや見
たことを想起させ，書きたいと思
うことをメモに書かせる。

５．「した　こと」や「見た　こと」を思い
出しながらメモを読み直し，文章に書く順番
を決める。

○よい点について話し合わせる。あ
らかじめ，内容面や記述面（書きぶ
り）についての観点を示しておくと
よい。○友達からもらった感想をもとに，
自分の文章を振り返らせる。次への
展望や意欲への足がかりとしたい。

１．学習内容を理解し，日常化への見通しを
もつ。

○教材冒頭の会話文によって，日常
の言語生活との関連を意識づける。

２．P116の絵をもとに，絵の様子を詳しく表
す文を作り，発表する。

○絵を見て気づいたことを自由に
表現させることで，何かを伝えた
いという思いを大事にさせる。

○表現をわかりやすく伝えるために
は，「誰が」「なにが」「どうして
いる」のかをいうことが大切である
ことに，発表をとおして気づかせ
る。きちんと発表できた児童の文を
取り上げて型を教え，それに続けさ
せてもよい。

2 ３．文をより詳しくするには，「どこで」
「どのように」という「くわしくする言葉」
（修飾語）をつけ加えるとよいことに気づか
せ，文をより詳しくする工夫を話し合う。

１．学習内容を理解し，学習の見通しをも
つ。

○漢字の使い方などを理解させ
て，日常の言語生活にも生かして
いくよう意識づける。

○文例を声に出して読み，「人」
「入」を使った言葉を集めさせ，
発表させる。
○筆順を確認し，字形の類似点と
相違点を見つけ出し，「なぜ違う
のか」などと探究心を刺激しなが
ら指導を進めるようにする。

○ ○

八　きいた
ことを　ただ
しく　つたえ
よう

学校の　こと
を　つたえあ
おう

◇学校で働く人に，知りたいことを尋ねて
メモを作り，学級のみんなに知らせ合う。

◇身近なことから話題を決め，必要な事柄
を思い出すこと。　⇒◎Ａ(1)ア
◇相手に応じて，話す事柄を順序立て，丁
寧な言葉と普通の言葉との違いに気を付け
て話すこと。　⇒Ａ(1)イ
◇姿勢や口形，声の大きさや速さなどに注
意して，はっきりした発音で話すこと。
　⇒Ａ(1)ウ
◇大事なことを落とさないようにしなが
ら，興味をもって聞くこと。　⇒◎Ａ(1)
エ
△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

◇場面に合わせてあいさつをしたり，必要
なことについて身近な人と連絡をし合った
りすること。　⇒Ａ(2)ウ

【関】未就学児を招待し
て，調べたことを連絡し
ながら学校案内をしよう
としている。
【観察】

◎【話聞】きいたことを
思い出して，メモをもと
に必要な事柄を話してい
る。【インタビュー・
ノート】

◎【話聞】必要なことを
落とさないように聞いて
いる。【観察】

【言】大事なことを語句
のまとまりとしてとらえ
ている。
【ノート・メモ】

○ ○

【関】楽しくしりとり遊
びをしようとしている。
【観察】

◎【言】音節と文字の関
係に気づくことができ，
二音節のしりとり遊びを
楽しんでいる。
【発表・しりとり遊び】

２

2 1 しりとりを　し
よう

△二音節単位でつなげていく「しりとり遊
び」のあることを知り，実際に活動してみ
る。

△音節と文字との関係や，アクセントによ
る語の意味の違いなどに気付くこと。
　⇒◎伝国(1)イ(ｲ)

△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

2

○メモ（下段）と文章とを読み比
べ，詳しく書かれていることに着
目させる。

2 ○

○自分の書いたメモの内容と順序
で，文章ができるか，考えさせ
る。

九　したこと
を　おもい
出して　かこ
う

おもい　出し
て　かこう

■経験したことや見たことを思い出し，わ
かりやすい文章を書く。

■経験したことや想像したことなどから書
くことを決め，書こうとする題材に必要な
事柄を集めること。　⇒Ｂ(1)ア

■自分の考えが明確になるように，事柄の
順序に沿って簡単な構成を考えること。
　⇒Ｂ(1)イ

■文章を読み返す習慣を付けるとともに，
間違いなどに気付き，正すこと。
　⇒◎Ｂ(1)エ
■書いたものを読み合い，よいところを見
付けて感想を伝え合うこと。　⇒◎Ｂ(1)
オ

△長音，拗音，促音，撥音などの表記がで
き，助詞の「は」，「へ」及び「を」を文
の中で正しく使うこと。　⇒伝国(1)イ(ｴ)

△句読点の打ち方や，かぎ（「　」）の使
い方を理解して文章の中で使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

■紹介したいことをメモにまとめたり，文
章に書いたりすること。　⇒Ｂ(2)エ

【関】経験したことや見
たことを思い出し，文章
を書こうとしている。
【観察・作文】

◎【書】文章を読み返し
てまちがいなどに気づ
き，正している。
【作文】

◎【書】友達の文章を読
んで，よいところを見つ
け.感想を伝え合ってい
る。【発言・作文】

【言】長音，拗音，促
音，撥音などの表記がで
き，助詞の「は」，
「へ」及び「を」を文の
中で正しく使っている。
【作文】

2

３．メモしたことが例文のどこに生かされて
いるかを読み取る。 ○

1 文を　つくろ
う

△主語と述語の照応に気をつけながら，い
ろいろな文を作る。

△文の中における主語と述語との関係に注
意すること。　⇒◎伝国(1)イ(ｶ)

○

○
○推敲については，P114を参照さ
せる。

1

７．文章を読み合い，交流する。

○ ○

5
６．メモをもとに文章を書き，推敲する。

○

○

【関】「誰が」「なに
が」を伝えることの大切
さに気づき，それを意識
して伝えようとしてい
る。【発言・ノート】

◎【言】主語と述語の照
応に気をつけて，詳しく
する言葉の入った文を
作っている。
【ノート】

○ ○

2

1

かん字の
ひろば　４

にて　いる
かん字

△形の似た漢字を正しく読んだり，書いた
りする。

△第1学年においては，別表の学年別漢字
配当表（以下「学年別漢字配当表」とい
う。）の第1学年に配当されている漢字を
読み，漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｲ)

○ ○

【関】形の似ている漢字
を集めようとしている。
【発表・ノート・観察】

◎【言】形の似ている漢
字を正しく読んだり書い
たりしている。
【ノート・ワーク】

２．「人」と「入」など，形の似ている漢字
どうしの違いに気をつけて漢字を書く。

○修飾語をつけ加えることにより，
文をより詳しくできることに気づか
せ，「どこで」「どのように」も加
えて発表させる。また，何を加えれ
ば絵に描かれた内容がより詳しくな
るのかを話し合わせてもよい。

2



３．「木」と「水」，「字」と「学」，
「右」と「石」の相互の類似点と相違点に気
をつけて，正しく書く。

○「木」と「水」， 「字」と
「学」，「右」と「石」など，概
形が似ている漢字の異同に注意を
向けさせ，正しく読み書きできる
ようにする。

４．字形の一部に同じ部分が含まれている漢
字があることに気づき，仲間集めをする。

○「大－犬」「中－虫」「王－
玉」など，点画の有無で，別の漢
字となることがあることを確かめ
させる。

○これまで学習した漢字を使っ
て，「田」「木」「目」「口」が
含まれている漢字を集めさせる。

○巻末P143からの『かん字を学ぼ
う』を参考にして，ゲーム感覚で
仲間集めをしてもよい。

○「大＋一＝天」や「本－木＝
一」など漢字の足し算・引き算の
問題にしても取り組める。

18

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

1

１．単元とびらなどから，『お手がみ』を読
んで，登場人物に手紙を出す学習をすること
を確認する。 ○

○単元名から，がまくん，かえる
くんが登場するお話であることだ
けはわかるので，そうした登場人
物に手紙を出してあげようと投げ
かける。

☆道徳：２(3)友
達と仲よくし，
助け合う。

２．がまくんやかえるくんの行動を整理し
て，お話のすじをつかむ。
（1）場面ごとにがまくんやかえるくんの行動
を整理して，順序を考えながら友達に話す。

○さし絵を手がかりにして，ス
トーリーをつかませる。さし絵を
コピーしてバラバラにし，もとの
順序に並べ替え，それをもとにし
て友達にストーリーを話させるこ
とも考えられる。

○ワークシートやノートなどを活
用して，登場人物のしたことを整
理する。

○整理したものをもとにして，友
達にストーリーを話すことによ
り，話のあらすじをつかませる。

（2）好きな場面を選び，その時の二人の様子
を想像する。

○好きな場面を選択させる。その
時の登場人物の様子や心情を想像
して，フキダシに書かせる。P135
のように，対話の形でフキダシを
書かせると，よりよく様子が想像
できるだろう。○また，ペープサートを使って，
がまくんやかえるくんとかたつむ
りくんの様子を想像することもで
きる。

○その際，「ここがだいじ」を読
んで，留意点を確認する。

○P137の「ことば」の設問も，人
物の気持ちを考えるうえで有効で
ある。学習活動の中で，適宜取り
扱う。

３．登場人物の一人にあてて手紙を書き，友
達と読み合う。

○がまくん，かえるくん，かたつ
むりくんの誰に手紙を出すかを決
める。その時に，前時までの「様
子を想像する」学習活動が十分に
生きるよう，個々の児童に適切な
アドバイスができるとよいだろ
う。

○P136の児童は，自分の手紙の冒
頭に「しんあいなる」という定型
の表現を使っていることに気づか
せる。

○書き終えたら，その手紙を友達
と読み合って，それぞれの意見を
言ったり，その感想を書いたりす
るとよい。手紙に返事を書いても
よい。

１．どんな学習をしてきたか思い出して，友
達と話し合う。

○可能なら，上巻の教科書も持っ
てこさせ，上・下巻を合わせて振
り返ることができるようにする。
「ふろく」の「この本で学ぶこ
と」や，かたかなや漢字の表など
を参照させてもよい。

○学習のノート，作成物，プリン
ト類などがあれば，参考にさせ
る。

２．1．の話し合いをもとに，国語の学習で楽
しかったことや心に残った言葉を書き出す。

○楽しかったこと，できるように
なったことをグループで話し合
い，たくさん思い出して空欄にメ
モさせるとよい。

○思い出したことの中から，家の
人に手紙を書かせてもよい。その
際，書くことの順序を意識させ
る。

３．これからの学習について話し合う。 ○二年生になったら「できるよう
になりたい」「やってみたい」
「読んだり書いたりしてみたい」
など，いろいろな観点で話し合わ
せる。

16

月 時数
単元名・教

材名
本時のねらい 学習内容・学習活動 関

話
聞

書読
伝
国

評価規準 留意点
他教科・領域、行
事などとの関連

3 1 学年末漢字
テスト

１年生の漢字の定着を確かめること。 学年末漢字のテストを実施する。

○

【言】漢字を，正しく書いて
いる。
【テスト】

1

2

1

かん字の
ひろば　４

にて　いる
かん字

△形の似た漢字を正しく読んだり，書いた
りする。

△第1学年においては，別表の学年別漢字
配当表（以下「学年別漢字配当表」とい
う。）の第1学年に配当されている漢字を
読み，漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｲ)

○ ○

【関】形の似ている漢字
を集めようとしている。
【発表・ノート・観察】

◎【言】形の似ている漢
字を正しく読んだり書い
たりしている。
【ノート・ワーク】

1
○

○ ○

4 ○○

○

【関】一年間を振り返っ
て，楽しかったことやで
きるようになったことを
思い出そうとしている。
【発言・観察】

◎【話聞】読んだり書い
たり，作ったりしたこと
を，思い出して話し合っ
ている。
【話し合い】

【言】文の中における主
語と述語の関係に注意し
て，思い出したことをメ
モに書いたり，家の人に
知らせる手紙を書いたり
している。

3 1

こくごの　が
くしゅう　これ
まで　これか
ら

◇一年間の国語学習を振り返ったり，これ
からの学習について考えたりして，楽しみ
ながら学習できるようにする。

◇身近なことから話題を決め，必要な事柄
を思い出すこと。　⇒◎Ａ(1)ア

△文の中における主語と述語との関係に注
意すること。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

◇事物の説明や経験の報告をしたり，それ
らを聞いて感想を述べたりすること。
　⇒Ａ(2)ア

○

3

十　がまくん
や　かえるく
んに　手が
みを　かこう

お手がみ

□様子を思いうかべて読み，登場人物に手
紙を書く。

□場面の様子について，登場人物の行動を
中心に想像を広げながら読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ

■書いたものを読み合い，よいところを見
つけて感想を話し合うこと。　⇒Ｂ(1)オ
△言葉には，意味による語句のまとまりが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｳ)

△文の中における主語と述語との関係に注
意すること。 ⇒伝国(1)イ(ｶ)

□物語の読み聞かせを聞いたり，物語を演
じたりすること。 ⇒Ｃ(2)イ

■想像したことなどを文章に書くこと。
　⇒Ｂ(2)ア

【関】登場人物の気持ち
や様子の変化を，楽しみ
ながら読もうとしてい
る。
【音読・観察】

◎【読】かえるくんの行
動に伴って変化するがま
くんの気持ちの変化の大
体を読んでいる。
【発言・ワーク】

【書】登場人物にあて
て，話の内容をもとに，
想像しながら手紙を書い
ている。
【手紙】

【言】様子を表す言葉に
注意して，意味を考えて
いる。
【音読・手紙】

5
○ ○

5


