
2013年度　授業内容　週間報告書

児童 1　小山クラス

1学期

日付 担当 授業内容 宿題
4月 13
日
開講式

小山 ・開講式
・あいさつ
（起立、気をつけ、先生おはようございます、みなさん
おはようございます）
・自己紹介
（一人ずつ前に出て名前、好きな食べ物、好きなスポー
ツを発表）
・クラスのルール
（プリント）
・出席表の説明
（プリント、毎回来る毎のひとつのひらがなを発表しま
す。全部のひらがなを集めると、ある言葉が出てくる）
…今回は「さ」

・ご褒美台紙作り
（さくらの木を描く。毎回宿題をやってきたら花びらを
配布、宿題に加え、プリントの裏や、ノートに、自主的
に書き練習をしてくるなど、がんばった生徒にはさらに
花びらを渡します。）

休憩

・さくらの木を書く続き
・「あいうえお」をよんでみよう。
（穴あきのあいうえお表を埋めながら読む。それから、
空いていた部分のひらがなのみを見せて、声に出して読
む）
・おともだちになろう
（いろいろな質問が書いてある紙を配布。お友達に質問
をして、「はい」と答えた人の名前をかく。）

片付けと、ごみ拾い

最後のあいさつ

配布物
・三つ穴のファイル
・プリント 2枚
・さくらの木の台紙
・漢字ワークブック

次回の絵本当番と日直
アビラ春樹くん、小椋太陽くん

・プリント 4枚



日付 担当 授業内容 宿題
4月 20
日

小山 早く来た人から机の移動と、カードに自分の名前を書く。
・ラジオ体操
・あいさつ、日付、曜日、天気
（月曜日から日曜日、言えるかな？）
・日直さんの仕事を紹介（プリントの穴あけと配布、絵
本紹介、授業後の黒板清掃）

・宿題「しりとり」の発表

・来週の小テスト：お題「日本の四月と言えば…」
（ノートに書いています）

1 はなみ
2 にゅうがくしき
3 あたたかい
4 はながさく
5 つくし

（来週のセンターのときに、教師が①から順番に読み上
げるのを、生徒はテスト用紙に書き込む。⑤まで終わっ
たら教師が黒板に答えを書き、生徒は自分自身で丸をつ
ける。

・教科書（８～９ページ）
いろいろな挨拶を書いてみよう。

おやつ休憩

・ひらがな表の穴埋めゲーム
一人ずつに配布されたひらがなを、黒板のひらがな表の
穴あき部分に埋めるゲーム

・今日のひらがな発表、ごほうびの花びら配布

・ひらがなビンゴ
一人ずつにひらがなカードを配布。順番に袋からひとつ
ひらがなをひいて読み上げる。

絵本紹介：春樹君「グリーンマントのピーマンマン」

次回の日直さん
幸穂ちゃん、涼真くん
絵本を持ってきてくださいね。

小テストの勉強
プリント 3枚



日付 担当 授業内容

4月 27日 岩本先
生

・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日、天気

・小テスト：お題「日本の四月と言えば…」

（テスト用紙配布）

 はなみ

 にゅうがくしき

 あたたかい

 はながさく

 つくし

（テスト用紙は回収しています。来週返却します）

・「いるか」のはなし

おやつ休憩

・ひらがなかけるかなゲーム

2チームに分かれる。1チーム一人ずつ黒板に「あ」から順番に書いていく。どち
らのチームが早く「ん」までかけるかな？

・今日のひらがな発表、ごほうびの花びら配布

絵本紹介：幸穂ちゃんと涼真君

次回の日直さん

征矢友里奈ちゃん、チェペル・フランツくん

絵本を持ってきてくださいね。

日付 担当 授業内容 宿題、配布物

5月 4
日

小山 早く来た人からこいのぼりのうろこをハサミで切る。

・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日、天気（明日は何の日かな？「こど
もの日」）

・折り紙…大きな紙で「かぶと」

・宿題…

小テストの勉強

プリント 3枚



　写真撮影

・来週の小テスト：お題「日本の５月と言えば…」

（ノートに書いています）

 こどものひ

 こいのぼり

 かしわもち

 かぶと

 ははのひ

（次回のセンターのときに、教師が①から順番に読み上げる
のを、生徒はテスト用紙に書き込む。⑤まで終わったら教師
が黒板に答えを書き、生徒は自分自身で丸をつける。

おやつ休憩…かしわもちを食べました。

・教科書（２２～２３ページ）

「゛」「゜」を勉強しよう。

・5月のごほうび台紙作成…こいのぼりを書きました。

5月の宿題＆自主勉強がんばったで賞のご褒美は「こいのぼり
のうろこ」です。

・今日のひらがな発表、ごほうびの花びら配布

絵本紹介：友里奈ちゃん「はじめてのおつかい

　　　　　フランツくん「ぶんぶんひめ

次回の日直さん

中村魁仁くん、福本ユリアちゃん

絵本を持ってきてくださいね。

かぶとの折り方のプリン
ト配布

プリント2枚配布（うち、
1枚半は宿題）

日付 担当 授業内容 宿題、配布物



5月 18
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日

（一週間が言えるかな？英語、フランス語でも確認）

・小テスト（テスト用紙は回収）

・小さい「つ」教科書 31ページ

「ねこ」「ねっこ」、「まくら」「まっくら」など。

手を叩きながら二つの違いをリズムで拍数で確認。

教科書の文をみんなで読む

ノートに書き方の練習（縦書き、横書き）

・物の数え方

ひとつ、ふたつ、みっつ、よっつ…の数え方。

何をいくつ食べたいか？を一人ずつ答えてもらう。

おやつ休憩

・母の日のカーネーションを作ろう。

あらかじめ緑のテープを貼ったボールペンを配布。

赤いフェルトを、ハサミで切り、ボールペンの先に巻きつけ
る作業をしてもらいました。

・母の日の手紙を書こう。

・ご褒美のうろこを配布…プラスアルファーでがんばった子
には金色のうろこを渡しました。白色のウロコは、色を塗り、
貼り付ける時間がなかったので、ファイルに入れています。
台紙に貼って色を塗ってきてください。

・今日のひらがな発表

絵本紹介：魁仁くん「いい　おかお」

　　　　　みんなの前で上手に読んでくれました。

次回の日直さん；山城鈴蘭ちゃん、ライダーソラちゃん

絵本を持ってきてくださいね。

・宿題…

プリント２枚（裏表）

日付 担当 授業内容 宿題、配布物



5月 25
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日（一週間の確認）

・小さい「や・ゆ・よ」（教科書５１ページ）

「おもちや」と「おもちゃ」など。

小さい「やゆよ」の読み方。（一覧表のプリントを配布）

教科書のことばを一つずつ確認。

教科書の文を読み、小さい「やゆよ」に丸をつける。

・来週の小テスト

1 おもちゃ②ちょこれーと③くっきー④まっくら

� しょっき

・ひらがなビンゴ

一人ひとり順番にひらがなを引き、引いたひらがながついた
「ことば」も発表。

おやつ休憩

・今日のひらがな発表、うろこの配布

・教科書「はなのみち」（２６ページ～２９ページ）

・絵本紹介：鈴蘭ちゃん「もう　ねんね

　　　　　ソラちゃん「くすのきだんちは　１０かいだて」

・男女対抗、ひらがなどっちが早くかけるかな競争

　　　　

次回の日直さん；アビラ春樹くん、小椋太陽くん

絵本を持ってきてくださいね。

・宿題…

1 プリント２枚
（裏表）

2 小テスト勉強

3 教科書「はなの
みち」の読む練
習

日付 担当 授業内容 宿題、配布物



6月 1
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日

・小テスト

・のばすおと（教科書 37ページ）

おかあさん、おじいさん、こうえん、おねえさん、おおかみ

（おとうさん、いもうと、おとうと）

・カタカナ

自分の名前をカタカナで書いてみよう。

一番最後のページ：オレンジ色を書き順に気をつけて、黄色
をなぞって、空いてる欄に書く練習。

そのほかのページ：自分の名前を探し、書く練習。練習をし
たら、カタカナ表の塗り絵を一文字ずつ塗る。

家族の名前、友達の名前、家にあるものなど、身近なものを
どんどんカタカナに直していって、カタカナ練習帳で書く練
習をしてください。そして、練習した字をカタカナ表で色を
塗っていってください。

おやつ休憩

・今日のひらがな発表、うろこの配布

・教科書「はなのみち」（２６ページ～２９ページ）

内容に沿った読解問題を解く。（1～３問）

（プリントは回収しています）

・絵本紹介：春樹くん「くろくんと　ふしぎな　ともだち」

　　　　

次回の日直さん：坂本幸穂ちゃん、桜井涼真くん

絵本を持ってきてくださいね。

・宿題…

1 プリント１枚
（裏表）

2 教科書「はなの
みち」の読む練
習

3 カタカナの練習

…カタカナ練習帳とカタ
カナ表の塗り絵を配布



6月 8
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日

・来週の小テストのことば（ノートに書いています）

1 あめ②あじさい③かたつむり④にじ⑤かさ　　

来週のセンターで書き取りテストをしますので、５つの言葉
をかけるように練習してきてください。

　　　　　

・教科書「はなのみち」（２６ページ～２９ページ）

音読

内容に沿った読解問題を解く。（４～５問）

（最後の問題：花の色塗りは宿題です）

・つなぎの「は」

ものとようすをつなぐ

もの＋「は」＋ようす　「は」の使い方を教える

（「は」と書くけれども、「わ」と読む）

おやつ休憩

・今日のひらがな発表、うろこの配布

・カルタゲーム

・絵本紹介：涼真くん「バムとケロのおかいもの

　　　　

次回の日直さん：征矢友里奈ちゃん、中村魁仁くん

絵本を持ってきてくださいね。

・宿題…

4 プリント２枚
（裏表）

5 小テスト勉強

6 カタカナの練習

…プリント配布



6月 15
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日

・小テスト

1 あめ②あじさい③かたつむり④にじ⑤かさ　　

・つなぎの「へ」

夏休みの間、どこへ行く？どこへ行きたい？を答えてもらい、
「へ」の使い方を学習。

行く場所をいうときに「へ」と書き「え」と読むことを学習。
（書く練習はしていません）

・並び替えゲーム

二つのグループに分かれて、ばらばらに配布されたひらがな
を並び替え、ある言葉を当てるゲーム。早く答えられたほう
に 1ポイント。

1問目：おとうさん　ＶＳ　おかあさん

2問目：おじいさん　ＶＳ　おばあさん

3問目：きゃべつ（ダミー「や」）ＶＳきゅうり（ダミー
「ゆ」）

4問目：いもうと（ダミー「お」）ＶＳおおかみ（ダミー
「う」）

5問目：なつやすみ　ＶＳ　ばーべきゅ

・父の日のメダル作り。

ある程度の段階まですでに折られていた折り紙（少々難しい
ので）の仕上げを折り、お父さんの顔を書いてもらいました。
リボンと磁石を付け完成。

おやつ休憩

授業参観

・今日のひらがな発表、うろこの配布

・カルタ作り

・絵本紹介：魁仁くん「はらぺこ　あおむし

　　　

・宿題…

夏休みの宿題

2学期



9月 7日 小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日

・クリアファイル配布・・・2学期の出席シートの確認　
今日のことば「つき」

・ひらがな確認ゲーム・・・一学期最後に作成したカルタ
の絵カードを一人 5－6枚配布し、全員で協力し一つの
「あいうえお」表を完成させる

・ひらがな穴埋めテスト

・夏休みの思い出発表・・・宿題にあった絵日記をみんな
の前で読んで発表

� � � �おやつ休憩――――

・2学期前半のご褒美台紙の作成・・・りんごの木の絵を
描き、夏休みの宿題提出分のりんご（赤・緑）のシールを
配布。ノート等に自己学習をしてきたら金色のりんごシー
ルを配布

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・来週の小テスト（ノートに書く）

1 リンゴがり②すずしいかぜ③こうよう④うんどうか
い⑤コスモス　　

・教科書「おむすびころりん」・・・先生が読むのを指で
追って確認

・絵本紹介：フランツくん「もうすこし　もうすこし」

次回の日直

鈴蘭ちゃん、ソラちゃん

授業後の掃除をよろしくお願いします。みんなに紹介した
い本がありましたらお持ちください。　　　

・宿題…

「はをへ」の復習プリン
ト 2枚

小テストの勉強

教科書「おむすびころり
ん」音読練習

日付 担当 授業内容 宿題、配布物



9月 14
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日（土曜日）

・小テスト

・宿題の答え合わせを全員で一緒に…三匹のこぶたの穴埋め
宿題を一人ずつ読みあげてもらう。

・教科書「おむずびころりん」…最初の 2ページを音読し、
関連の読解問題のプリント（配布）の最初の 1ページを全員
で行う。

� � � �トイレ、おやつ休憩－-� �

・カタカナの復習…カタカナカードを使って、ア、カ、サ行
の復習を行う。

・次回の小テスト「形の似ているカタカナ」　　　　　　　
①きいろいキリン②あかいカニ③しろいウシ④シーツをあら
う⑤モモはあ

・絵本紹介：

　　　　　ソラちゃん「チリチリリ　うみのおはなし」

　　　　

次回の日直さん；アビラ春樹くん、小椋太陽くん

お友達に紹介したい本があればぜひ持ってきてくださいね。

・宿題…

1 おむすびころり
ん読解プリント
２枚（裏表）

2 小テスト勉強

3 「シ」と「ツ」
の練習プリント 1
枚（裏表）

透明なプラスティックの
板とカタカナ練習用のプ
リント

日付 担当 授業内容 宿題、配布物



9月 28
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日（土曜日）

・曜日の確認。一週間の予定、月火水木金土日を覚える

・小テスト

・宿題の答え合わせを全員で一緒に…おむすびころりの宿題
を全員で答え合わせ。

・「おつきみ」の説明

・漢字の導入「一、二、三」・・・漢字練習ノートの使い方
の説明。66、67ページの「一」を全員で一緒に。

� � � �トイレ、おやつ休憩－-� �

・カタカナの復習…カタカナカードとひらがなカードを使っ
て、カタカナとひらがなをあわせるゲーム（男女対抗、25文
字分）。カタカナカードの色塗り

・絵本紹介：

　　　　　春樹くん「赤ずきんちゃん」

　　　　

次回の日直さん；坂本幸穂ちゃん、桜井涼真くん

お友達に紹介したい本があればぜひ持ってきてくださいね。

次回 10月 5日は休講です。

・宿題…

1 カタカナのプリ
ント一枚（裏
表）

2 漢字練習ノート
（66、67、68の
「三」まで。

3 漢字のプリント
「一、二、三」

4 月火水木金土日
を続けて毎日 5回
言う（おうちの
人にきいてもら
う）

日付 担当 授業内容 宿題、配布物



10月 12
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日

・曜日の確認…黒板にばらばらの順番で書かれた「げつか
すいもくきんどにち」をヒントに、ノートに正しい順番に
書き直す

・おおきなかぶ（旧教科書７６ページ、新教科書 70ペー
ジ）…先生が読むのにあわせて、指で追いかける。登場人
物、よく出てくるフレーズ「うんとこしょ　どっこい
しょ」の確認。「まご」の説明。

・漢字「一、二、三」復習…一人ずつ黒板に書く。

・漢字「四、五、六」…漢字練習ノートを使って書き方の
確認と練習。

� � � �トイレ、おやつ休憩－-� �

・来週の小テスト…

1 ピアノをひく②ギターをかう③ハーモニカをふく

� 一二三⑤一つ二つ三つ

・カタカナ復習…カタカナとひらがなをあわせるゲーム。
カタカナカードの色塗り

・絵本紹介：

　　　　　幸穂ちゃん「ぴよちゃんのおやすみなさい」

　　　　　涼真くん「バムとケロのおかいもの」　　　　

次回の日直さん；フランツくん、ゆりあちゃん

お友達に紹介したい本があればぜひ持ってきてくださいね。

・宿題…

7 漢字練習ノート
（68ページから
71ページ）

8 漢字のプリント
「四、五、六」

9 おおきなかぶの
音読とプリント
（もんだい１の
み）

日付 担当 授業内容 宿題、配布物



10月 19
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日

・曜日の確認…一人ずつ順番に発表

・小テスト

・カタカナビンゴ

・おおきなかぶ（旧教科書７６ページ、新教科書 70
ページ）…音読発表。プリント 1枚目の答え合わせ。
プリント二枚目を一緒に。

� � � �トイレ、おやつ休憩－-� �

・漢字「四、五、六」復習…一人ずつ黒板に書く。

・漢字「七、八、九」…漢字練習ノートを使って書き
方の確認と練習。

・来週の小テスト…

2 しかくいチョコ②まるいケーキ③つめたいアイ
ス

� 四つ五つ六つ⑤一二三四五六

　　　　

次回の日直さん；レイラちゃん、ソラちゃん

お友達に紹介したい本があればぜひ持ってきてくださ
いね。

・宿題…

10 漢字練習ノート（72
ページから 75ページ
の「九」まで）

11 漢字のプリント「七、
八、九」

12 おおきなかぶの音読
とプリント（仕上げ
てくる）

日付 担当 授業内容 宿題、配布物



10月 26
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日

・曜日の確認…一人ずつ順番に発表

・小テスト

・おおきなかぶ（旧教科書７６ページ、新教科書 70
ページ）…音読発表。プリント３枚目の答え合わせ。4枚
目の大きなかぶの絵を発表

・教科書「いちねんせいの　うた」（90ページ）　　
（旧教科書の児童にはコピーを配布）

� � � �トイレ、おやつ休憩－-� �

・漢字「七、八、九」復習…一人ずつ黒板に書く。

・漢字「十、百、千」…漢字練習ノートを使って書き
方の確認と練習。百は１００を縦に書いた形に似てい
る。千は十に髪の毛が生えた形。

・将来の夢…絵を描く

　　　　

11月 9日の日直さん；春樹くん、太陽くん

お友達に紹介したい本があればぜひ持ってきてくださ
いね。

次回のセンター（11月 2日）は運動会です。

集合時間は 9時 40分

小山クラスは赤組なので、赤い色の服を着てきてくだ
さい。

詳しくは担当の方から送られてきたメールをご確認く
ださい。

・宿題…

1 漢字練習ノート（74
ページから 77ページ
の「千」まで）

2 漢字のプリント「十、
百、千」

3 教科書「いちねんせ
いの　うた」音読の
練習

日付 担当 授業内容 宿題、配布物



11月 9
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日

・曜日の確認…一人ずつ順番に発表

・教科書「いちねんせいの　うた」音読発表

・漢字の復習…一から十、百、千を一人ずつ黒板に書
く。

・漢字の復習…塗り絵（プリント配布）

� � � �トイレ、おやつ休憩－-� �

・次回のテスト

1 カレーは、おいしい

2 たまごサンドイッチ

3 うんどうかい

4 七つ八つ九つ

5 十百千

・カタカナテスト…プリント配布、終了後回収。

・11月 12月のごほうび台紙作成…クリスマスツリーの
絵をかく

・教科書「ゆうだち」のお話を聞く。（旧教科書の児
童にはコピーを配布）

　　　　

次回（11月 16日）の日直さん；幸穂ちゃん、涼真くん

お友達に紹介したい本があればぜひ持ってきてくださ
いね。

・宿題…

13 次回のテストの練習

14 漢字のプリント（塗
り絵を終わらせる、
二枚目の点つなぎま
で）

15 教科書「ゆうだち」
音読の練習

16 将来の夢の絵を仕上
げる

日付 担当 授業内容 宿題、配布物



11月
16日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日（一週間の確認）

・小テスト…プリントは回収

・将来の夢の発表…レイラちゃん、フランツくん、春樹くん

教科書（100－101ページ。旧教科書の子にはコピーを配布）
を読んで、お話を聞くときの注意点などを確認後、上記の三
人が発表。質疑応答。

・教科書「ゆうだち」（92－93ページ）を音読後、関連問題
を解く（終了後、プリントは回収）

・漢字の復習…数字（一から十、百、千）を一人ずつ黒板に
書く。

� � � � � �休憩――――――

・来週の小テスト

2 ぴょんぴょんカエル

3 にゃあにゃあネコ

4 もーもーウシ

5 ミニーとミッキー

6 アンパンマン

・カタカナカルタ…ルールを守って楽しくゲーム。

　　　

次回の日直さん；フランツくん、ユリアちゃん

みんなに紹介したい本があれば、ぜひ持ってきてください。

・宿題…

17 カタカナのプリ
ント２枚

18 小テスト勉強

19 教科書「ゆうだ
ち」を読む練習

日付 担当 授業内容 宿題、配布物



11月
23日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日（一週間の確認）

・小テスト

・将来の夢の発表…太陽君、ゆりあちゃん、幸穂ちゃん、ソラ
ちゃん。

お友達のお話を聞くときの注意点を再確認。

各自の発表のあと質疑応答。

・教科書「ゆうだち」…音読、読解問題（プリント 2枚、終了
後回収）

----------------休憩---------------------

・漢字「上」「下」…漢字練習ノートを使って書く練習。

・「上」「下」を使ったゲーム…「上」と書かれたカードが上
に上がったら手を上げ、「下」と書かれたカードが下がったら
手を下に下げる。（赤旗と白旗の「赤上げて、白下げて…」の
要領）

・来週の小テスト

7 バイクにのる

8 パトカーがはしる

9 ヘリコプター

10 おおきなダンプカー

11 エレベーター

・男女対抗、ひらがなどっちが早くかけるかなゲーム…「は」
行から「ん」まで。今回初めて男の子チームが勝利!!

次回の日直さん；れいらちゃん、ソラちゃん

・宿題…

20 漢字練習ノート
「上」「下」

21 漢字のプリント
「上」「下」

22 小テスト勉強

23 プリント 1枚（裏
表）くだものの
なまえ

24 プリント 1枚（か
んじのふくしゅ
う）

日付 担当 授業内容 宿題、配布物



12月 7
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日（一週間の確認）

・教科書下「くじらぐも」…先生が読むのを静かに聞く。知
らない漢字に振り仮名を付ける。読解のプリントを一緒に解
く（読解プリントは回収）

・小テスト…テスト用紙は回収。

・漢字「月火水木」…漢字練習ワークで書く練習。　　　　
月：つき　火：ひ　水：みず　木：き（基本的な訓読みも学
習）

-----------------おやつ休憩----------------------------

・来週の小テスト（満点取れるようにたくさん練習しましょ
う）

1 上と下

2 ライオン

3 コアラ

4 カンガルー

5 パンダ

・今日のひらがな発表、ご褒美のシール配布

・くだものと野菜のイラストビンゴ…くだものと野菜のイラ
ストが描かれたビンゴの台紙を配布。読み札を一人ずつ引き、
読み上げる。

　　　　

次回の日直さん；アビラ春樹くん、小椋太陽くん

・宿題…

25 漢字「月火水
木」漢字練習
ワークと配布の
プリント 2枚
（裏表）

26 小テスト勉強

27 教科書「くじら
ぐも」音読

日付 担当 授業内容 宿題、配布物



12月
14日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日（一週間の確認）…曜日の確認。一
人ずつ黒板に書きに来る

・小テスト

・教科書下「くじらぐも」…音読と読解プリント

・ご褒美の台紙「クリスマスツリー」のてっぺんにつける星
を折り紙で作成…折り方のプリントを配布（右側の歌はやっ
ていません）

---------------おやつ休憩---------------------

・漢字「金、土、日」

金（かね）、土（つち）、日（び）曜日以外の読み方も確認。
漢字練習ワークを使って書く練習

月から日までのまとめプリントを配布。一番最初のプリント
のみ授業中に行う。

・児童１で学習する漢字 31個のプリント…センターで今まで
習った漢字に色を塗る（プリントは回収）

次回の日直さん；幸穂ちゃん、涼真くん

・宿題…

1 漢字プリント 2枚
（金土日）

2 漢字曜日のまと
めのプリント

（できるところ
まで）

3 教科書下「くじ
らぐも」の音読
練習

日付 担当 授業内容 宿題、配布物



12月
21日

小山 ・ラジオ体操

・児童１　二クラス合同で「うどん作り」

------------------おやつ休憩-------------

・児童１　二クラス合同で、折り紙とひらがな＆カタカナビ
ンゴゲーム

・宿題…

1 にっきをかこう
（プリント 1
枚）

3学期

日付 担当 授業内容 宿題、配布物



1月 11
日

小山 ・ラジオ体操

・旧山本クラス・・・書初め

・旧小山クラス・・・ひらがなカルタ

・あいさつ、日付、曜日（一週間の確認）

・教科書「ことばであそぼう」（新教科書Ｐ２１）教科書を
持ってきていてない児童にはプリントを配布。

・・・ことば探し、発表

------------トイレ、おやつ休憩------------------------

・来週の小テスト

12 ヘビがニョロニョロ

13 イヌがワンワン

14 あめがザーザー

15 かみをチョキチョキ

16 おそばをズルズル

・教科書「ずうとずっと　大すきだよ」（新Ｐ４６、旧Ｐ２
６）・・・先生が読むのにあわせて指でなぞる。新しい漢字
に読み仮名をふる。

・ごほうびの台紙になまえを書く。ご褒美シールの説明。
シールを配布。

次回 18日の日直

チャペルフランツくん、福本ユリアちゃん、よろしくお願い
いたします。

・宿題…

28 プリント１枚
（裏表）「音で
あらわすにほん
ご」

29 小テスト勉強

30 教科書「ずうと
すっと大好きだ
よ」の読む練習

31 自分の大好きな
ものを考える。



日付 担当 授業内容 宿題、配布物

1月 18
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日（一週間の確認）

・小テスト・・・終了後プリントは回収

い

-------集合写真撮影------------------------------------

・教科書下「ずぅっと、ずっと、大すきだよ」・・・音読と、
読解問題を口頭で。

-------トイレとおやつ休憩------------------------------

・漢字「右」「左」・・・練習ワークを使って書く練習。

「右」「左」を使ってゲーム

・来週の小テスト

17 右てと左て

18 マフラーをグルグル

19 ゆきだるまをつくる。

20 スケート　ツルツル

21 スキー　スイスイ

・お野菜果物ビンゴ

次回（2月 1日）の日直、清掃の当番は、

山城れいらちゃんと、ライダーソラちゃんです。

よろしくお願いいたします。

・宿題…

32 漢字のプリント
２枚（裏表）

33 小テスト勉強

34 教科書「ずぅっ
と、ずっと、大
すきだよ」の読
む練習



日付 担当 授業内容 宿題、配布物

2月 1
日

山本先生(代
講)

・ラジオ体操

・書き取りテスト

・教科書「ずうっとずっと大好きだよ」音読

・漢字「大中小」

・発表会の配役きめ

・節分まめまき

・宿題…

1 プリント 1枚

2 小テスト勉強

3 劇の練習



日付 担当 授業内容 宿題、配布物

2月 8
日

山本先生(代
講)

・ラジオ体操

・書き取りテスト

・教科書「ずうっとずっと大好きだよ」音読と内容確認
プリント

・漢字「耳」「手」

・来週の書き取りテスト

1 右手をあげる

2 ヘリコプターにのる

3 左耳をつまむ

4 大きなトラック

5 ゲームをする

・宿題…

35 漢字練習ワーク

36 プリント

37 小テスト勉強

38 劇の練習



日付 担当 授業内容 宿題、配布物

2月 15
日

山本先生(代
講)

・ラジオ体操

・書き取りテスト

・教科書「てんとうむし」音読と内容確認プリント

・漢字「人」「目」｢口｣

・劇の練習

・宿題…

1 漢字練習ワーク

2 プリント

3 小テスト勉強

4 劇の練習



日付 担当 授業内容 宿題、配布物

2月 22
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日（一週間の確認）

・小テスト…早く終わった人には、漢字「大中小」関連の
ゲームプリントを配布。全員が小テスト終了後に、みんなで
一緒に答え合わせ、自分で丸付け。（一人ずつ黒板に答えを
書いてもらいました。

・曜日確認のプリント配布。授業中に⑥と⑦をやり、全員で
答え合わせ

-------------トイレ、おやつ休憩------------------------

・出席表、メダルのシール配布

・劇の練習

次回の日直さん；飯田健太くん、アビラ春樹くん

・宿題…

1 プリント２枚
（裏表）

（授業中の残
り）

2 プリント 1枚
（表のみ）（授
業中の残り）

3 劇の練習



日付 担当 授業内容 宿題、配布物

3月 1
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日（一週間の確認）

・ひなまつりにちなんだアクティビティ　　　　　　　　　
①間違い探しのプリント…全員で答え合わせ　　　　　　　
②お雛様、お内裏さまの折り紙…写真撮影

・復習のプリント…プリントは回収

---------------トイレおやつ休憩（ひなあられ）----------

・出席表、メダルのシール貼り

・発表会の大道具作りと劇の練習

来週のセンター（3月 8日）の日直

太陽くんと、フランツくん、よろしくお願いいたします。

・宿題…

1 プリント 1枚
（漢字）

2 小テスト勉強
（プリント）

3 劇の練習



日付 担当 授業内容 宿題、配布物

3月 8
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日（一週間の確認）

・小テスト

・カタカナとひらがなを使ったゲーム

---------トイレとおやつ休憩--------------------------

・発表会の練習

　　　　

次回の日直さん；ユリアちゃん、レイラちゃん

・宿題…

1 プリント 1枚
（漢字）

2 小テスト勉強

3 発表会の練習



日付 担当 授業内容 宿題、配布物

3月 15
日

小山 ・ラジオ体操

・あいさつ、日付、曜日（一週間の確認）

・発表会の練習

・発表会リハーサル

----------------トイレ　おやつ休憩---------------------

・小テスト

・発表会練習

・宿題…

なし


