
週間授業内容報告書    1学期

クラス名：児童１　小山クラス　　　担任：小山　明子

　　年　　月　　日 担当 授業内容
2012年 4月 14日 小山 開講式

自己紹介（紙に名前をかく）
名前と自分の好きなことを発表
歌（いちねんせいになったら）
今日の日付と天気
クラスのルール
ひらがな復習（穴埋め、書く練習）
宿題提出用の「桜の木」作成
出欠確認（今日のひらがな「さ」）
紙芝居「みどりいろのバス」

2012年 4月 21日 小山 10時半開始
そろうまでひらがなの練習
あいさつ
日付と曜日と天気
ひらがなの穴埋めテスト
しりとり迷路
歌（一年生になったら）
出欠確認（今日のひらがな「く」）
桜の花びら配布
あ～おが頭につく言葉を書く。
似たひらがなのプリント
紙芝居「くれよんのはなし」

2012年 4月 28日 小山 ラジオ体操
あいさつ、出席確認
日付と曜日と天気
いろいろなあいさつ（教科書ｐ８、９）
間違えやすいひらがな（わかめ、ほし、い
るか、さかな、ふね）
歌（チューリップ）



桜の花びら配布
今日のひらがな「ら」
だくてん（ノートに練習）
紙芝居「ぼくのへやが　うみになった」

2012月 5月 5日
こどもの日

小山 ラジオ体操
こいのぼりのうろこ切り
あいさつ、出席確認、
歌（こいのぼり、お弁当箱の歌）
お弁当箱の中の絵を書く
だくてんのまとめ
こどもの日の記念撮影
先週の宿題提出、花びら配布
（4月分の桜の木完成）
こいのぼりの台紙作成（宿題提出用）
今日のひらがな「は」
紙芝居「こころのやさしいかいじゅう」



2012年 5月 12日 小山 ラジオ体操、あいさつ、日付、曜日、天気
グループでゲーム
（3人ずつの 3チームにわけ、いろいろな
日本語を自分たちで考えながら穴埋めして
いくゲーム。3問を一番早く終えたチーム
が勝ち）
好きな色、好きな食べ物、好きなスポーツ
などを答えてもらう。
母の日カードづくり
宿題提出のこいのぼりのうろこ配布
今日のひらがな「は」
カタカナ「ア行」
教科書ｐ２４、２５「あかいとりことり」
なぞなぞ

2012年５月１９日 小山 ラジオ体操
あいさつ
ひらがなビンゴ（耳で聞いてひらがなを探
す）
ひらがなの書き取りテスト
カタカナ（ア行の復習、カ行とサ行）
本読み（教科書２４、２５ P）声に出して
読む練習。
今日のひらがな「の」
紙芝居「こいのぼりさんありがとう」

2012年 5月 26日 小山 ラジオ体操
あいさつ
カタカナ「ア行、カ行、サ行」復習。
カタカナ「タ行、ナ行、ハ行」練習。
ひらがな書き取り（ぞう、きりん、あひる、
ゆき、わっか、せなか、にんじん、ゆみ、
しょうが、しそ）
教科書「はなのみち」
お友達に好きなものをきいてみよう。



今日のひらがな「ひ」

2012年 6月 2日 小山 ラジオ体操
あいさつ、日付、天気
カタカナの復習
「マ行、ヤ行、ラ行、ワ行」練習
カタカナで書く文字
ひらがなビンゴ
教科書「はなのみち」音読
「はなのみち」プリント
こいのぼり終了
6月のあじさいつくり（おりがみ）
今日のひらがな「あ」

2012年 6月 9日 小山 ラジオ体操
カタカナ復習（カタカナ表を完成させる）
カタカナで書く言葉を選ぶ（りんご、みか
ん、パイナップル、オレンジ、アイスクリ
ーム、スカート、シャツ、きもの、くつ、
ワンピース）
文を作る練習（はとわ、へとえ、をとお）
絵を見て文にする（顔を洗うなどの絵を見
せて、「を」の使い方）
連想ゲーム（りんごはあかい、りんごはま
るいなどで、「は」の使い方）
「へ」と「え」を混ぜた文を書いて、間違
い探し。（「へ」の使い方）



夏休みの準備
今日のひらがな「め」

週間授業内容報告書　　2学期

クラス名：児童１　小山クラス　　　担任：小山　明子

2012年 9月 6日　二
学期

小山 ラジオ体操
絵日記作成（絵を描いてもらい何を書い
たかを発表。文章はまだかけないので宿
題）
ひらがなテスト（耳で聞いたことばをひ
らがなで書く）
上のテストで書いたひらがなをカタカナ
で書く。
ものの数え方（人、えんぴつ、動物、



車）
ごほうびの玉いれ説明
今日の紙芝居「しょうぼうとクロ」
今日のひらがな「ひ」

2012年 9月 15日 小山 ラジオ体操
前回のひらがなテストの直し
できた人からひらがなしりとり迷路のプ
リント。
ひらがなビンゴ（ひらがなをひき読み上
げるのも生徒）
前回の夏休みの絵日記の発表。書いてき
た文章をみんなの前で読み上げる。
あいうえお表をひとりずつ読み上げる。
歌「10人のインディアン」を使ってもの
の数え方の復習。
教科書「大きなかぶ」をみんなで読む。
グループゲーム、二人組みになってプリ
ントに書かれたひらがなが頭につく動物
の名前を協力して回答するゲーム。
今日のひらがな「つ」

2012年 10月 13日 小山 ラジオ体操
ひらがなの復習
教科書「おおきなかぶ」を読む
漢数字（一から十、百、千）
漢字の練習プリント
漢字探し色塗り（漢数字、落ち葉）
伝言ゲーム（おおきなかぶのフレーズで
チーム対抗）
今日のひらがな「き」

2012年 10月 27日 小山 ラジオ体操
あいさつ、日にち、天気
曜日の勉強



カードを使っていろいろな行動を勉強
（朝目をさます、顔をあらうなどの日常
生活で使う行動の絵が描かれたカードを
見せて、文を組み立てる練習）
カタカナビンゴ
ひらがなテストの予習
今日のひらがな「な」

2012年　11月 3日 小山 ラジオ体操
あいさつ
ひらがなカタカナテスト（①めをさます
②パンをたべる③つめたいみず④えいが
をみる⑤あまいいちご）
早く終わった人はしりとりめいろのプリ
ント
漢字「小」「山」
ようびの復習（カレンダー作成）
11月のごほうび台紙作成（紅葉の木）
今日のカタカナ「ケ」

2012年 11月 10日 小山 ラジオ体操
あいさつ
あいうえおを一人ずつ順番に言う（人数
がそろうまでの時間つぶし）
曜日の確認（一人ずつ順番に）
ひらがなテスト（①おちばひろい②おち
ゃをのむ③小山せんせい④もみじ⑤十一
がつ）
おむすびころりんを読む
おむすびころりんの読解プリント
カタカナビンゴ
今日のカタカナ「ス」



2012年 11月 17日
授業参観

小山 ラジオ体操
あいさつ、曜日の確認
漢字（月、火、水、木）
宿題の確認（見つけた言葉を発表しても
らう）
授業参観
・行動絵札を使ってカルタ大会
・親子でカルタ作成
（絵札と読み札をどちらも作成する）
今日のカタカナ「リ」

2012年 11月 24日 小山 ラジオ体操
あいさつ、日にち、ようびを一人ずつ順
番に言っていく
漢字（金、土、日）
日にちの読み方（ついたち、ふつか…）
ひらがなカタカナテスト（どようび、さ
むいあさ、あめがふる、クッキー、おじ
いさん）
あといくつ？（算数プリント）
文を作る練習（会話）
（だれがいつどこでなにをした？過去
形）
今日のカタカナ「キ」





2012年 12月 1日 小山 あいさつ、曜日の確認（一人ずつ言
う）
ひらがなカタカナテスト（①きょうの
ひる②あしたのあさ③一ねんまえ④三
日ご⑤十ねんご）
宿題の確認（「、」「。」の使い方、
「はとわ」「へとえ」「をとお」）
漢字（大、中）
明日の予定を話そう
（だれがいつどこで何をする？明日の
予定）（10年後なにをしたいか、なに
になりたいか？）
絵本「はがぬけるとどうするの」
今日のカタカナ「ス」

12月 8日 小山 あいさつ、曜日の確認（ひとりずつ言
う）
テスト（①十二月十日②さむいふゆ③
ゆきがふる④クリスマス⑤ほんをよ
む）
クリスマスツリーを作成（折り紙で星
作成）
「あわてんぼうのサンタクロース」擬
音語の穴埋め
漢字「右」「左」
将来の夢（画用紙に自分の夢を文で書
き、それに関連した絵を描く）
今日のカタカナ「ク」

12月 15日 小山 あいさつ、曜日の確認（ひとりずつ言
う、ノートに書く）
テスト（①スキーをする②はしをつか
う③プレゼント④うがいをする⑤いぬ
がほえる）
漢字「上、下」「川、石」
将来の夢を発表
カルタ遊び（授業参観で作ったカルタ
で）
今日のカタカナ「マ」



12月 22日 小山 あいさつ、曜日の確認（一人ずつ順番に）
テスト①バスをまつ②えきへいく③キャンデ
ィー④ゆきであそぶ⑤でんわにでる
漢字「口」「人」「手」「目」
冬休みは何をする？（会話）
将来の夢の発表（前回の残り半分）
チーム対抗「ひらがなカタカナレース」（男
女に分かれて一人一つずつ順番に黒板に書く。
チームで協力する）
今日のカタカナ「－」



週間授業内容報告書　　3学期

クラス名：児童１　小山クラス　　　担任：小山　明子

1月 12日（書初め） 小山 あいさつ、曜日の確認
書初め「ゆめ」の練習
漢字「耳」「足」
書初め
折り紙「メダル」

1月 19日 小山 あいさつ、曜日の確認
カタカナ表
小テスト（クロスワード）
漢字「字」「本」
読解「ねずみをおいかけるねこ」

1月 26日 小山 あいさつ、曜日の確認
宿題「ねずみをおいかけるねこ」の読
解プリントの答え合わせ
発表会の説明「スイミー」の読み聞か
せと、スイミーの作成
カタカナビンゴ

2月 2日（まめまき） 小山 曜日の確認
小テスト
教科書「くじらぐも」最初の 2ページ
の音読、読解
発表会の配役決め

2月 9日 小山 曜日の確認
小テスト
教科書「くじらぐも」続きの 2ページ
の音読と読解
カタカナカルタ（イラストつき）

2月 16日 小山 曜日の確認



小テスト
教科書「くじらぐも」の続きの 2ペー
ジの音読と読解
カタカナカルタ（イラストなし）
劇の練習

2月 23日 小山 曜日の確認
小テスト
教科書「くじらぐも」の続きの 2ペー
ジの音読と読解
ひな祭りの作品つくり「折り紙」
劇の練習

3月 2日 小山 曜日の確認
小テスト
リハーサル
ひな祭り
劇の練習

3月 9日 小山 曜日の確認
教科書「くじらぐも」最後の 2ページ
の音読と読解と感想
ひらがなとカタカナの確認テスト

3月 16日 小山 発表会




