
日付 担当 授業内容 宿題
13-Apr 橋口 ・開講式 ・日記

・自己紹介 ・カタカナに直す
・クラスのルール、日直　説明 　プリント
・日付けと曜日「曜」書き順説明 ・漢字練習ノート
　　日記の書き方説明 　　「曜」
・保護者向け説明会

20-Apr 橋口 ・ラジオ体操 ・日記
・日付け板書「四月二十日土曜日」 ・カタカナに直す

　プリント
・カタカナプリント答え合わせ ・カタカナを読む
・小テスト（カタカナ５問） 　プリント
・カタカナで書く言葉説明 ・漢字練習ノート
・新出漢字「春・今・明」書き順説明 　「春・今・明」
・「暗号解読プリント」挑戦

27-Apr 橋口 ・ラジオ体操 ・日記
・日付け板書「四月二十八日日曜日」 ・カタカナに直す
・日記発表（全員） 　プリント
・カタカナプリント答え合わせ ・カタカナ問題
・小テスト（カタカナ５問） 　プリント
・読書感想文　書き方説明　本決め ・「ヨモギとショウ
・。、「」の説明 ブ」読み、プリント
・新出漢字「週・毎・国」書き順説明 ・読書感想文
・「ヨモギとショウブ」読み聞かせ ・漢字練習ノート
・「言葉であそぼう」プリント挑戦 　「週・毎・国」

04-May 橋口 ・ラジオ体操 ・日記
・日付け板書「五月五日日曜日」 ・カタカナに直す
・日記発表（全員） 　プリント
・カタカナプリント答え合わせ ・カタカナ問題
・小テスト（カタカナ５問） 　プリント
・新出漢字「前・後・同」書き順説明 ・読書感想文
・工作：こいのぼりの箸袋 ・漢字練習ノート

　「前・後・同」

18-May 橋口 ・ラジオ体操 ・日記
・日付け板書「五月二十日月曜日」 ・カタカナに直す
・日記発表（全員） 　プリント
・カタカナプリント答え合わせ ・カタカナ問題
・小テスト（カタカナ５問） 　プリント
・カタカナで書く言葉説明（再） ・読書感想文
・新出漢字「朝・昼・夜」書き順説明 ・漢字練習ノート
・クロスワードパズル　挑戦 　「朝・昼・夜」
・ＮＧワードゲーム
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・日記発表(全員）



25-May 橋口 ・ラジオ体操 ・日記
・日付け板書「五月二十七日月曜日」 ・カタカナに直す
・日記発表（全員） 　プリント
・カタカナプリント答え合わせ ・カタカナ問題
・小テスト（５問） 　プリント
・ひらがな、カタカナ　伸ばす音書き方 ・読書感想文
・新出漢字「午・時・間」書き順説明 ・漢字練習ノート
・クロスワードパズル２　挑戦 　「午・時・間」

01-Jun 橋口 ・ラジオ体操 ・日記
・日付け板書「六月四日火曜日」 ・「わたしは何で
・日記発表（全員） 　しょう」問題作成
・カタカナプリント答え合わせ ・読書感想文
・小テスト（カタカナ５問） ・漢字練習ノート
・新出漢字「牛・馬・鳥」書き順確認 　「牛・馬・鳥」
・「わたしは何でしょう」出題、問題の
　作り方説明
・「名前を答えよう」プリント挑戦

08-Jun 橋口 ・ラジオ体操 ・日記
・日付け板書「六月八日土曜日」 ・「音や鳴き声プリ
・日記発表（全員） 　ント２」
・「音や鳴き声」プリント　挑戦 ・漢字練習ノート
・「わたしは何でしょう」出題（全員） 　「夏・羽・才」
・新出漢字「夏・羽・才」書き順説明 ・読書感想文
・「名前を答えよう２」プリント挑戦
・クロスワードパズル４　挑戦

15-Jun 橋口 １、ラジオ体操 ・夏休みの宿題
＜前半：授業参観＞
２、日付け板書「六月二十日木曜日」
３、日記発表（全員）
４、「２文字の言葉を見つけよう」
５、「音や鳴き声プリント２」答え合わせ
６．カタカナ問題プリントちょうせん
７、７upゲーム



日付 担当 授業内容
Sep.07 橋口 ・ラジオ体操

・日付けの板書「九月七日土曜日」
＜以下、夏休みの宿題＞
・「夏休みの一番の思い出」発表
・熟語作り　答え合わせ
・算数の宿題１、２　答え合わせ
・問題二、三、四　答え合わせ
・小テスト説明、１問挑戦
　例：ろう下をバタバタ走ってはいけません。

Sep.14 橋口 ・ラジオ体操
・日付けの板書「あさって：九月十六日月曜日」
・小テスト
１）わたしはジョンと言う犬をかっている。
２）テレビを見ながらしゅくだいをやっては
　　いけません。
３）お茶を一ぱいください。のどがからからです。
・敬老の日　説明＆メッセージを書く
・話「お手紙」先生読み聞かせ

Sep.28 橋口 ・ラジオ体操
・日付けの板書「三日前：九月二十五日水曜日」
・日記発表
・小テスト
１）けった小石が池の中にポチャンと入った。
２）わたしはおばあちゃんに手がみを書いた。
３）水ぞくかんでイルカのジャンプを見る。
・「お手紙」全員音読、プリント答え合わせ
・「二十才の自分に手紙を書こう」説明

Oct.12 橋口 ・ラジオ体操
・日付けの板書「二日後：十月十日木曜日」
・日記発表
・小テスト
１）かぜをひいたので、くすりを二じょうのんだ。
２）三月三日はひなまつり、五月五日は子どもの
　　日です。
３）にわでバーベキューをしました。ホットドッグ
　　を六本も食べました。
・「ていねいな言葉を話そう」説明、プリント
・「二十の自分に手紙を書こう」発表
・話「おとりのきじ」先生読み聞かせ

Oct.19 橋口 ・ラジオ体操
・日付けの板書「明日：十月二十日日曜日」
・日記発表
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・小テスト
１）がっきのおみせにはピアノやクラリネットが
　　あります。
２）今夜はとてもさむいので、あたたかいスープを
　　のみました。
３）十一月二日はうんどう会です。
・「おとりのきじ」全員音読、プリント答え合わせ
・話「しばい見物」先生読み聞かせ
・「ていねいな言葉」プリント答え合わせ
・「ていねいな言い方」プリント挑戦

Oct.26 橋口 ・ラジオ体操
・日付けの板書「今年のハロウィン：十月三十一日
　木曜日」
・日記発表
・小テスト
１）十一月十五日は七五三です。
２）やおやに行って、キャベツを一玉、にんじんを
　　三本買いました。
３）今年のハロウィンは木曜日です。
・「しばい見物」全員音読、プリント答え合わせ
・運動会の説明
・工作：折り紙（かぼちゃ、おばけ）
　　　　棒付きキャンディーでクモ作成

Nov.02 橋口 ・運動会

Nov.09 橋口 ・ラジオ体操
・日付けの板書「今日：十一月九日土曜日」
・日記発表
・小テスト
１）茶色のカーテンをかける。
２）カレーライスを作るので、ジャガイモを五つ
　　買って来てください。
３）ライオンの赤ちゃんは、生まれた時は子ネコ　　
　　ぐらいの大きさです。
・助数詞：絵札を使って説明、プリント挑戦
・「死んだ人たちの集会」全員音読、プリント
　答えわせ

Nov.16 橋口 ・ラジオ体操
・日付けの板書「来週の水曜日：十一月二十日」
・日記発表
・小テスト
１）今日は秋まつりです。ゲームコーナーでいろ
　　いろなゲームをしたいです。
２）さっきまで雨がザーザーふっていたが、いつの
　　間にか雪にかわっていた。
３）スープのあじがうすいので、しおとこしょうを



　　少しょう入れた。
・助数詞：絵札を使って説明、プリント挑戦
・「茶道」について説明

Nov.23 橋口 ・ラジオ体操
・日付けの板書「来週の土曜日：十一月三十日」
・日付けの読みテスト「一日、二日、、、」
・茶道デモンストレーション見学
・「たからもの」発表
・助数詞「１本でもにんじん」聞く、プリント
・「いしゃちがい」全員音読、プリント答え合わせ

Dec.07 橋口 ・ラジオ体操
・日付けの板書「明日：十二月八日日曜日」
・日記発表
・小テスト
１）しゅみは読書です。今週はもう四さつも読み
　　ました。
２）今夜のメニューはカレーライスとミネストロー
　　ネスープです。
３）母のお手つだいをしたので、おだちんとして
　　二百円もらった。
・「ネコの名まえ」全員音読、質問の回答発表
・「レシピ」説明

Dec.14 橋口 ・ラジオ体操　
・日付けの板書「おととい：十二月十二日木曜日」
・レシピ発表
・小テスト
１）お正月は日本ですごすよていです。
２）サンタクロースに手がみを書きました。ちゃんと
　　とどくといいな。
３）クリスマスケーキを作るのでイチゴを一パック、
　　生クリームを百五十ｃｃ買ってきてください。
・年賀状作り

Dec.21 橋口 ・ラジオ体操　
・日付けの板書「三日後：十二月二十四日火曜日」
・日記の発表
・小テスト
１）冬のスポーツの中ではスノーボードがとくいです。
２）大みそかに年こしそばを食べます。
３）牛乳からチーズができます。だいずからみそができ
　　ます。
・宿題プリントの説明
・クリスマス◯×ゲーム、ビンゴゲーム



宿題
・日記
・同じ漢字を入れようプリント
・漢字練習ノート「秋・少・多」
　以上の漢字を使って１文作る。

・日記
・同じ漢字を入れようプリント
・「お手紙」音読練習、プリント
・漢字練習ノート「親・友・帰・
　帰・家・外」「言・書・思・来
　（児２で習う分）」以上の漢字
　を使って１文作る。

・日記
・同じ漢字を入れようプリント
・「二十の自分に手紙を書こう」
・漢字練習ノート「新・古・食・
　楽・方・肉」「自・何（児２で
　習う分）以上の漢字を使って
　１文作る。

・日記
・「ていねいな言葉」プリント
・「おとりのきじ」音読練習、
　プリント

・日記
・漢字書き取り、読み取り
・「ていねいな言い方」プリント



・「しばい見物」音読練習、
　プリント
・漢字練習ノート「兄・弟・切・
　走」以上の漢字を使った文章
　を１文作る。

・日記
・話「死んだ人たちの集会」
　音読練習、プリント挑戦
・「たからものを紹介しよう」
　プリント
・漢字練習ノート「姉・妹・読・
　聞・強・弱・里・工」以上の
　漢字を使った文章を１文作る。

・日記
・漢字書き取り、読み取り＃１
・「たからものを紹介しよう」
　文章作成、発表練習
・漢字練習ノート「太・細・引・
　答」以上の漢字を使った文章を
　１文作る。

・日記
・助数詞プリント
・漢字書き取り、読み取り＃２
・話「いしゃちがい」
・漢字練習ノート「遠・近・体・
　声」以上の漢字を使った文章を
　１文作る。



・日記
・漢字書き取り、読み取り＃３
・話「ねこの名まえ」
・助数詞プリント「１本でもニンジン」
・漢字練習ノート「風・光・高・
　広」以上の漢字を使った文章を
　１文作る。

・日記
・漢字書き取り、読み取り＃４
・おすすめレシピ作成
・漢字練習ノート「冬・雪・高・
　丸」以上の漢字を使った文章を
　１文作る。

・日記
・漢字書き取り、読み取り＃５
・話「ういろう作り」読み、プリ
　ント
・漢字練習ノート「長・用・雲・　
　万」以上の漢字を使った文章を
　１文作る。

・日記
・いろいろな問題プリント
・漢字練習ノート「東・西・南・
　北・顔・頭・半・社・会・話・
　行・分」以上の漢字を使った文
　章を１文作る。
・漢字書き取り、読み取り＃６



日付 担当 授業内容
Jan.11 橋口 ・ラジオ体操

・書初めの練習「正月」「名前」
・日記の発表
・いろいろな問題プリント答え合わせ
・「ういろう作り」全員音読、答え合わせ
・文集説明

Dec.18 橋口 ・ラジオ体操
・書初め
・日記の発表
・文集下書きチェック
・小テスト
１）週三かい、プールに行って三百メートル
　　およいでいます。
２）天気よほうでは夕方から雨と言っていた
　　ので、ポツポツふりはじめた。
３）しゅくだいが半分ものこっている。明日
　　の日本ごセンターに間に合うかしら。
・「だいだいの木」先生よみきかせ、説明

Feb.01 橋口 ・ラジオ体操
・日記の発表
・小テスト
１）とてもさむいので、首にマフラーを
　　まいた。
２）二月三日はせつ分です。年のかずだけ
　　まめを食べます。
３）はやく海水よくのシーズンにならない
　　かな。
・「だいだいの木」全員音読、答え合わせ
・「アサガオの観察」先生読み聞かせ、説明
・節分説明
・節分参加

Feb.08 橋口 ・ラジオ体操
・日記の発表
・小テスト
１）朝、スズメのチュンチュンと言うなき声
　　で目がさめた。
２）休み時間は友だちとトランプをしてあそ
　　んでいます。
３）今日は星のイヤリングをつけて来たんだ
　　ね。
・発表会の台本、内容説明
・「アサガオの観察」全員音読、答え合わせ
・「クジラの雲」先生読み聞かせ、説明
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・「あ、か、さ」のつく２～４文字の言葉
　答え合わせ
・ことわざ「聞くは一時の恥、聞かぬは一生
　の恥」説明

Feb.15 橋口 ・ラジオ体操
・発表会配役決め
・日記の発表
・小テスト
１）まっ茶アイスが一ばん人気ありますが、
　　わたしはメープルシロップあじがすき
　　です。
２）この一週間で雪がふらなかった日はたった
　　の二日です。
３）もう少し大きな声で話してください。
　　聞こえません。
・ことわざ「石の上にも三年」説明

Feb.22 橋口 ・ラジオ体操
・日記の発表
・発表会の練習
・小テスト
１）時けいがとまりました。新しい電池と
　　交かんします。
２）マヨネーズとケチャップをまぜてオーロラ
　　ソースを作る。
３）ソチオリンピックでカナダは九この金メダ
　　ルをかくとくしています。
・「クジラの雲」「動物園に遠足」全員音読
　答え合わせ
・「おばあちゃんの家」先生読み聞かせ、
　説明
・ことわざ「案ずるより産むが易し」説明

Mar.01 橋口 ・ラジオ体操
・日記の発表
・発表会の練習
・ひなまつり説明
・ことわざ「勝って兜の緒を締めよ」説明
・組み合わせた言葉（複合動詞）説明、
　プリント挑戦

Mar.08 橋口 ・ラジオ体操
・日記の発表
・発表会の練習
・組み合わせた言葉　答え合わせ
・地震について　説明
・ことわざ「七転び八起」説明



Mar.15 橋口 ・ラジオ体操
・日記の発表
・リハーサル
・「地震・津波から身を守る七か条」説明
・発表会の練習

Mar.22 橋口 ・発表会、終了式



宿題
・日記
・漢字書き取り、読み取り＃７
・漢字練習ノート「魚・海・首・
　毛」以上の漢字を使った文章を
　１文作る。
・文集下書き

・日記
・漢字書き取り、読み取り＃８
・「生き物の足の本数」「あ、か、
　さ、た、な、はのつく２～４文字
　をさがす」プリント
・「だいだいの木」プリント
・漢字練習ノート「刀・池・戸・
　星」以上の漢字を使った文章を
　１文作る。
・文集

・日記
・漢字書き取り、読み取り＃９
・「アサガオの観察」プリント

・日記
・「クジラの雲」プリント
・漢字書き取り、読み取り＃１０



・日記
・漢字書き取り、読み取り＃１１
・熟語＃１
・「動物園に遠足」プリント

・日記
・漢字書き取り、読み取り＃１２
・熟語＃２
・「おばあちゃんの家」プリント

・日記
・漢字書き取り、読み取り＃１３
・熟語＃３
・組み合わせた言葉プリント

・日記
・「花火大会」プリント
・被災者児童の作文「おむすびと
　おみそしる」読む
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