
仙台市立高砂小学校（２学年）

２学年の
重点目標

・すきなこと，なあに
・いくつあつめられるかな
○お話を音読しよう「風のゆうび
んやさん」
・としょかんへ行こう
・かん字の書き方

○たんぽぽのひみつを見つけよ
う「たんぽぽ」
・こんなことをしているよ
・外国の小学校について聞こう

○声やうごきであらわそう「名前
を見てちょうだい」
・かんさつしたことを書こう
・かたかなで書くことば
・ことばで絵をつたえよう

○文しょうのちがいを考えよう「サ
ツマイモのそだて方」
・言いつたえられているお話を知
ろう
・本は友だち

○しを読もう「いろん
なおとのあめ／空
にぐうんと手をのば
せ」

・はんたいのいみのことば
・うれしくなることばをあつめよう
○気もちを音読であらわそう
「ニャーゴ」
・にたいみのことば

・絵を見てお話を書こう
○どうぶつのひみつをさぐろう「
ビーバーの大工事 」
・主語とじゅつ語

・あそび方をせつ明しよう
・たからものをしょうかいしよう
・なかまになることば
・同じところ、ちがうところ
○読んだかんそうをつたえ合おう
「お手紙」

・おくりがなに気をつけよう
・「ありがとう」をつたえよう
・どんな本を読んだかな

○むかし話をしょうかいしよう「か
さこじぞう」
・声に出してみよう
・おばあちゃんに聞いたよ

・この人をしょうかいします
・ことばを広げよう
○あなのやくわりを考えよう「あな
のやくわり」

・すきな場しょを教えよう
・「ことばのアルバム」を作ろう

１ いつも　気を　つけよう ２ 点や　画の　組み立て ３ 字の 形 ４ まとめ

●学びの とびら
1 わかりやすく あらわそう
（1）グラフと ひょう
・まとめ
2 たし算の しかたを 考えよう
（1）たし算(1)
（2）たし算(2)
（3）たし算の きまり

・まとめ
3 ひき算の しかたを考えよう
（1）ひき算(1)
（2）ひき算(2)
（3）ひき算の きまり
・まとめ
●どんな 計算になるのかな？

4 長さを はかって あらわそう
（1）長さの たんい
（2）長さの 計算
・まとめ
5 100より 大きい 数を しらべよう
（1）数の あらわし方と しくみ
（2）何十，何百の 計算
（3）数の 大小
・まとめ

6 水の かさを はかってあらわそ
う
・まとめ
7 時計を 生活に 生かそう

8 計算の しかたを
くふうしよう

9 ひっ算の しかたを考えよう
（1）たし算の ひっ算
（2）れんしゅう
（3）ひき算の ひっ算
（4）大きい 数の ひっ算
・まとめ
１0 さんかくや しかくの形を しら
べよう
（1）三角形と 四角形

（2）長方形と 正方形
・まとめ
11 新しい 計算を 考えよう
（1）かけ算
（2）5のだん，2のだんの 九九

（3）3のだん，4のだんの 九九
・まとめ
●九九ビンゴ
12 九九を つくろう
（1）6のだん，7のだんの 九九

（2） 8のだん，9のだん，1のだん
の 九九
（3）九九の ひょうと きまり
（4）ばいと かけ算
（5）もんだい
・まとめ

13 1000より 大きい 数を しらべ
よう
（1）4けたの 数
・まとめ
14 長い 長さを はかってあらわそ
う
（1）長い ものの 長さの たんい

・まとめ
15 図を つかって 考えよう
（1）たし算と ひき算
・まとめ
16 分けた 大きさのあらわし方を
しらべよう
（1）分数
（2）ばいと 分数

17 はこの 形を しらべよう
（1）はこの 形・まとめ
●計算ピラミッド
●２年の ふくしゅう

○春だ 今日から 2年生
・校ていで 春を さがそう
・校ていで 春を さがそう
○ぐんぐん そだて わたしの 野さ
い
・野さいをそだてよう

・野さいの せわを しよう
・野さいの ようすを つたえ合おう
・野さいを しゅうかくしよう
○どきどき わくわくまちたんけん
・まちの ことを 話そう

・たんけんの 計画を 立てよう
・まちを たんけんしよう
・見つけた ことを つたえ合おう
○生きもの なかよし大作せん
・生きものの ことを 話そう

・生きものを さがそう
・生きものを そだてよう
・生きものの ことを つたえ合おう

○うごく うごくわたしの おもちゃ
・つくりたい おもちゃを きめよう
・うごく おもちゃを つくろう
・もっと よく うごく おもちゃに しよ
う
・あそび方を くふうしよう

○みんなで つかうまちの しせつ
・図書かんを つかおう
・図書かんの ことを 聞いて みよ
う
・みんなで つかう しせつの こと
を 話し合おう
○もっと なかよしまちたんけん
・たんけんの 計画を 立てよう

・もう いちど たんけんに 行こう
・見つけた ことを しょうかいしよう
・まちの 人に 聞きに 行こう
・分かった ことを 話し合おう
○つながる 広がるわたしの 生活
・つたえたいな まちの すてき

・もっと くわしく しらべよう
・つたえたい ことを まとめよう
・まちの すてきを とどけよう

○あしたへ ジャンプ
・大きく なった 自分の ことを ふ
りかえろう
・大きく なった 自分の ことを しら
べよう

・自分の ことを まとめよう ・ありがとうの 気もちを つたえよ
う

○音楽であそぼう
○強さやはやさをかんじて
　◇かくれんぼ

○リズムやドレミとなかよし ○音のスケッチ ○めざせ　楽き　名人 ○きょくに合った歌
い方
◇虫のこえ

○音のスケッチ
○いい　音　見つけて

○もりあがりをかんじて
○にっぽんのうた　みんなのうた
◇夕やけこやけ

○めざせ　楽き　名人
○おまつりの　音楽
○音のスケッチ

○クリスマス　ソングを　歌おう
○きょくのながれ

○くりかえしとかさなり ○みんなで　合わせて
○にっぽんのうた　みんなのうた
◇春が　きた

○音のスケッチ３

◯すきなこと なあに
◯ねん土が うごき出す
◯新聞紙と あそぼう

◯ぼかしあそびで
◯ふしぎな いきもの あらわれた
◯みんなで ワイワイ！ 紙けん玉

◯えのぐじま
◯くっつき マスコット

◯大きく そだて，びっくりやさい ◯こんにちは，む
ぎゅたん

◯見つけたよ，わたしの 色水
◯いろいろ もよう
◯のりのり おはながみで

◯えのぐを たらした かたちから
◯えのぐひっぱレインボー

◯しぜんからの おくりもので
◯どうぶつさんと いっしょに

◯すけるん たんじょう ◯へんしんしよう
◯あなの むこうは ふしぎな せか
い

◯めざせ！ カッターナイフ名人
◯まどのある たてもの
◯いっぱい うつして

◯かぶって へんしん

〇集団行動
〇固定施設を使った運動遊び
〇体ほぐしの運動遊び
〇走の運動遊び

〇リズム遊び
〇多様な動きをつくる運動遊び

〇体力・運動能力調査
〇跳の運動遊び
〇投の運動遊び

〇水の中を移動する運動遊び
〇もぐる・浮く運動遊び

〇もぐる・浮く運動
遊び

〇マットを使った運動遊び
〇鉄棒を使った運動遊び

〇体ほぐしの運動遊び
〇走の運動遊び

〇多様な動きをつくる運動遊び
〇跳び箱を使った運動遊び

〇ボールゲーム
 　・ボール投げ入れ
　　 ゲーム
　　　　　　　　など

〇鬼遊び
〇表現遊び

〇ボールゲーム
 ・ボールけりゲーム
　　　　　　　　など

〇ボールゲーム
　・キックベースボール
　　　　　　　　　など

１ じぶんで オッケー
２ くまくんの たからもの
３ ひかり小学校の じまんはね

４ 大すきな フルーツポンチ
５ いそいで いても
６ ありがとう，りょうたさん

７ わすれられない えがお
８ げんきに そだて，ミニトマト
９ だって おにいちゃんだもん
10 ともだちやもんな，ぼくら

11 たんじょう日
12 さかあがり できたよ

13　まいごに なった
赤ちゃんくじら

14　「かむかむメニュー」
15　ひろい せかいの たくさんの
人たちと
16　森の ともだち

18 おれた ものさし
19 かっぱ わくわく
20 「あいさつ」って いいな

21 ながい ながい つうがくろ
22 ぼく
23 さるへいと 立てふだ
24 じぶんが しんごうきに

25 七つの ほし
26 「三くみ大すき」

27 ゆきひょうの ライナ
28 学きゅうえんの さつまいも
29 ぼくは「のび太」でした～藤
子・F・不二雄

30 金の おの
31 いま，ぼくに できる こと
32 かくした ボール
33 ガラスの 中の お月さま

34 わがままな 大男
35 まる子の かぞくへの しつもん

学校行事等

◯１学期始業式 ◯運動会 ◯１学期終業式
◯２学期始業式

◯学習発表会 ◯修了式

学級活動

・学級目標をつくろう
・２年生になって
・楽しい給食
・場に応じた避難の仕方
・学級の係を決めよう

・係のお知らせのしかたを決めよ
う
・たくさん本を読もう
・安全な登下校
・運動会だ　がんばろう

・室内での遊びをかんがえよう
・みんなであそぼう会をしよう(集
会)
・歯を大切にしよう

・学級のお祭りをしよう（話合い）
・学級のお祭りをしよう（集会）
・楽しい夏休み

・学級目標をパワーアップしよう
・自分の係を見直そう
・1学期をふりかえり，２学期の目
標を考えよう

・図書室でたくさん本を読もう
・係活動パワーアップ大作戦

・そうじをふりかえろう
・お楽しみ会をしよう
・新しい年をむかえる準備をしよ
う
・１年生と遊ぼう集会をしよう

・なかまづくりゲーム
・かぜにまけるな

・学級目標達成集会をしよう
・じょうずなかたづけ
・係活動フェスティバル

・６年生にお礼を言おう
・２年生楽しかったね集会
・３年生になるわたし

児童会活動
◯１年生を迎える会 ◯青空祭り ◯６年生を送る会

・なかまづくりゲームをしよう
・あいさつについて話し合おう
・係ありがとう集会をしよう
・運動会だ　がんばろう

3月9月 10月 11月 12月 1月 2月月 4月 5月

体育

道徳

特
別
活
動

生活

音楽

図画工作

令和３年度     教科等年間指導計画一覧
『元気にあそぼう』　『よく聞き，考えよう』
　　　『仲よく助け合おう』　『最後までがんばろう』

国語

書写

算数

8月

学校の教育目標
　　自主性・創造性に富み，心豊かに
　　　　　　　たくましく生きる『高砂っ子』の育成

２学年の
学年目標

6月 7月

・しっかり食べて元気に運動し，友達と仲良く遊ぶ児童を育てる
・教師や友達の話をしっかりと聞き，自分の考えを書いたり話したりできる児童
を育てる
・あたたかい言葉で話し，「ありがとう」と言える児童・言われる児童を育てる


