日本語初期指導用 学習項目一覧 『Ⅱ』

使用テキスト：
・『こどものにほんご②』（ｽﾘｰｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ）
・『絵でわかる簡単漢字１６０』（同上）
・『絵でわかる簡単漢字２００』（同上）
ことば：・『こどものにほんご②』新出語彙
・身近なことば
かな・カナ・漢字
『絵でわかる簡単漢字１６０』
→『絵でわかる簡単漢字２００』
…学年・学校での習得状況を見ながら
指導。子どもによっては国語教科書で
教える。
☆『こどもの日本語②』では、2年生の
漢字160字を提出。

No.

43

日付

文型・表現：『こどもの日本語②』
わかる
↓
覚える
↓
使える

聞ける
↓
話せる
↓
読める
↓
書ける

教える前に教科書全体を読んでおく

one word
↓
one sentence
↓
one paragraph
↓

❤「指導の手引き」（それぞれの＜学習項目＞、＜指導のポイント＞、
＜指導例＞）があります。
★スパイラル学習にしよう！（既出のものを何度も使うように工夫を！）
★日本語が教科「国語」へとつながっていくような指導を！

ことば

・動詞：（手を）あげます、（手を）おろ
します、（体を）回します、飛びま
す、言います、待ちます、
集めます、渡します、着替えます、
（まどを）開けます、分かります、
（プレゼントを）あげます、もらいます
・右、左、体、口、両手
・お兄さん、おばあさん
/
・歯医者
（ ）
・服、荷物、風船、財布、窓
・読み方

2015年10月16日改訂

（学年、学習状況に応じ適宜加減してください）

文型・表現

かな・カナ・漢字

【物のやりとりについての事実を伝えることがで 『絵でわかる簡単漢字１６０』
・漢字 1課 導入、練習、クイズ
きる、簡単な依頼ができる】
14課 「ラジオ体そう①」
・Vて形＋ください
・（人）に（もの）をあげます／もらいます

・次に、大きく

44

・動詞：（窓を）しめます、見せます、
貸します、運びます、頼みます、
用意します、（ジャケットが）要り
ます、練習します、忘れます、
薬を飲みます、（スタンプを）押し
/
ます
（ ） ・いA：眠い

14課 「ラジオ体そう②」
・～（Vて形）。
・～から、～。
・～けど、～。

・漢字 1課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
2課 導入、練習、クイズ

・住所、水着
・キャー
・ちょっと

45

46

/
（ ）

復習

・動詞：踊ります、たたきます、あります、
（絵を）描きます
・お祭り、盆踊り、花火大会、音楽会、
朝会、試合
/
・（高い）台、太鼓
（ ） ・ニュース、新聞
・毎年
・ドン ドン ドン

14課 復習

・漢字 2課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
3課 導入、練習、クイズ

【今何をしているのか言える、人がどんな物を身 ・漢字 3課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
4課 導入、練習、クイズ
につけているかが言える】
15課 「ぼんおどり①」
・Vて形＋います（動作の進行）
・（教科、行事）があります

1
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No.

47

日付

（学年、学習状況に応じ適宜加減してください）

ことば

・動詞：着ます、履きます、かぶります、
（めがねを）かけます、（ネクタイを）
します、持ちます、知ります、教え
ます、行ってきます、［握ります、
進みます、下がります、戻します］
・着物、ゆかた、ブラウス、スカート、
ズボン
・下駄、ぞうり、スニーカー、サンダル
・めがね、ネクタイ、リボン、ネックレス、
/
ゆびわ、ベルト
（ ）
・うちわ、踊り、夜店
・あみ、虫かご

文型・表現
15課 「ぼんおどり②」
・（衣服などを）Vて形＋います
・～を知っています／知りません

2015年10月16日改訂

かな・カナ・漢字
・漢字 4課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
5課 導入、練習、クイズ

・行ってきます、行ってらっしゃい
・・電話番号、あいさつ、～丁目

48

49

/
（ ）

復習

・動詞：かかります、着きます、
旅行します、散髪します
・自動車
・時速
/
（ ） ・オリンピック、柔道
・～キロ（メートル）

50

・いA：強い、多い、おもしろい
・外、答え、力
・首、耳、鼻
・空気、雪
・小学生、外国人、選手、ピッチャー、
会社員、ブラジル人
・生き物、昆虫、きりん
/
・～倍、～メートル、～キロ（グラム）、
（ ）
～リットル
・～対～、～分の～

15課 復習

・漢字 5課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
6課 導入、練習、クイズ

【日常生活の行動を順を追って話せる、人や町な ・漢字 6課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
ふくしゅう１ １～６
どがどんなかを簡単に言える】
16課 「夏休みの思い出①」
・～（Vて形）～（Vて形） V。
・（期間）に（数）回 V。
・（場所）から（場所）まで （時間）かかります。
16課 「夏休みの思い出②」
・（主題）は～が いA／なA。（部分説明）
・いAのて形
・いA／なA／N 文の接続

・漢字 復習テスト 1～6
7課 導入、練習、クイズ

・Nは N’の～倍です
・Nは N'の～分の～です

・帰りに
・歳を取っています

51

52

/
（ ）

/

復習
・動詞：（かぎを）かけます、出かけま
す、そうじします、食事します、
誘います、発表します
・答え合わせ、実験、結果
・読書、感想文
・約束、放課後、お風呂

（ ）
・後で、先に
・何ですか、いいですね、ごめん、だめ

16課 復習
【友だちが誘える、許可を求めることができる、
禁止されていることが分かる、人や物などの様
子が言える】

・漢字 7課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
8課 導入、練習、クイズ
・漢字 8課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
9課 導入、練習、クイズ

17課 「作ひんてん①」
・Vて形＋から ～。
・Nのあとで ～。
・～ませんか／～ない？（誘いかけ）

2
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No.

日付

ことば
・動詞：触ります、使います、止めます、
捨てます、（雨が）降ります、切れ
ます、消えます、落ちます
・いA：危ない

53

（学年、学習状況に応じ適宜加減してください）

・絵日記、おもちゃ、工作、作品
・辞書、ローマ字
/
・壁、本もの、規則、火、雲
（ ）
・［空き缶、池、花瓶、ろうそく、へび、
ひげ、やぎ］

文型・表現
17課 「作ひんてん②」
・Vて形＋もいいです
・Vない形＋で ください

2015年10月16日改訂

かな・カナ・漢字
・漢字 9課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
10課 導入、練習、クイズ

・いA（い）／なA／Vます形＋そうです（様態）
・N＋みたいです（比喩）

・いけません、似ています、
嬉しいな、残念だな

54

55

/
（ ）

復習

・動詞：話します、歩きます、（ピアノを）
弾きます、会います、できます、
紹介します、卒業します、動かし
ます、頑張ります、優勝します
・ひらがな、かたかな
・足し算、引き算、掛け算、割り算
/
・小学校、高校、卒業生
（ ）
・一輪車、運転、交通事故
・赤ちゃん、全国
・上手に

57

58

・質問、、目標、声、動き、相手
/
（ ） ・長さ、大きさ
・歩道、エレベーター、車いす
・どちら
・なかなか、もちろん、高く、長く
・ええ、そうですね、ちょっと…、声を出
します
/
（ ）

・漢字 10課復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
11課導入、練習、クイズ

【ある事ができるかできないかについて話せる、 ・漢字 11課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
12課 導入、練習、クイズ
してみたいことが言える】
18課 「ゲストティーチャー①」
・Nが できます／できません
・V辞書形＋ことができます
ことができません

・～位

・動詞：通ります、やります、（砂糖を）
なめます、はかります、比べます
・なA：不便
・いA：狭い
56

「ふくしゅう４」 (14-17)
（＜絵をみて話しましょう＞）

18課 「ゲストティーチャー②」
・Vて形＋みます（試み）
・Vます形＋やすい／にくい です
（容易／困難）
・何か ありますか／何が ありますか
・できるだけ ～

復習

・動詞：手伝います、調べます、
返します、取ります
・なA：得意
・跳び箱、マット、ピンポン、釣り
/
・歴史、お見舞い、練習、見学
（ ） ・放送局
・やった、みんなで、そうしよう

18課 復習

・漢字 12課（復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
ふくしゅう２ ７～12

・漢字 復習テスト 7～12
13課 導入、練習、クイズ

【どこへ何をしに行くか話せる、理由を言って嬉 ・漢字 13課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
14課 導入、練習、クイズ
しい・淋しいなどの気持ちが言える】
19課 「そうじ①」
・V意向形。（勧誘）
・V辞書形＋まえに ～。
・N＋の まえに ～。
・（場所）へ ［Vます形］＋に 行きます（目的）
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No.

59

日付

ことば

・動詞：（言葉の意味を）聞きます、
持ってきます、拭きます、並べます、
片づけます、咲きます、困ります、
がっかりします
・なA：大変
・いA：さびしい
/
（ ） ・ごみ、ほうき、ちりとり、バケツ、掃除
道具、ごみ置き場
・意味、予定表

2015年10月16日改訂

（学年、学習状況に応じ適宜加減してください）

文型・表現
19課 「そうじ②」
・Vて形＋きます（行って戻る）
・いA／なA のて形、Ｖ （原因、理由）
・［Ｖのて形］、うれしいです。
さびしいです。
こまりました。
がっかりしました。

かな・カナ・漢字
・漢字 14課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
15課 導入、練習、クイズ

・きちんと
・ご苦労様、気持ちがいい
60

61

/
（ ）

復習

・動詞：覚えます、始まります、終わり
ます、出ます、持っていきます、
準備します、渡ります、守ります、
履きかえます、（席に）つきます
・名前、もの、席、九九
・準備、るす番、横断歩道
・運動会、リレー、組み体操、綱引き、
/
体育館シューズ
（ ）
・晩ご飯、お客さん

19課 復習

・漢字 15課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
16課 導入、練習、クイズ

【しなければならないこと、しなくてもいいことが ・漢字 16課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
17課 導入、練習、クイズ
確認できる、簡単な意見・感想・予想が言える】
20課 「うんどう会①」
・Vない形＋なければ なりません
（なきゃいけない）
（ないといけない）
・Vない形＋なくても いいです
・～までに ～。

・一生懸命、絶対
・それに

62

63

64

・動詞：聞こえます、見えます、思いま 20課 「うんどう会②」
す、晴れます、（傘を）さします、
・（普通形）＋と 思います。
考えます、走ります、応援します、
落ち着きます
・[Vて形] V。
・いA：涼しい
（その動作がどのような状況・状態で
・筆算、暗算
行われているか）
/
・日本人
（ ） ・携帯電話、コンピューター、
アナウンス
・たぶん、もう
・位置について、よういドン、がんばれ、
役に立ちます

・漢字 17課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
ふくしゅう３ 13～17

/
（ ）

・漢字

復習

・動詞：挨拶します、洗濯します、
買い物します、合唱します、合奏
します、演奏します、（レコーダー
を）吹きます
・ママ、パパ
・入学式、発表会
/
（ ） ・楽器、アコーデオン、カーニバル
・うどん、温泉、昼寝

20課 復習
【経験したことについて話せる】

復習テスト 13～17
18課 導入、練習、クイズ

・漢字 18課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
19課 導入、練習、クイズ

21課 「音楽会①」
・Vた形
・Vた形＋ことがあります
・（Vた形）り、（Vた形）り します
・（行事）で ～。

・いっぱい
・わあ、すごい

4
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No.

65

日付

（学年、学習状況に応じ適宜加減してください）

ことば

・動詞：泣きます、（電話を）かけます、
消します、（電車を）降ります
・電気、貯金
・合奏、けんばんハーモニカ
/
・キャッチボール、ラケット、テレビ
（ ）
ゲーム

文型・表現
21課 「音楽会②」
・［いA／なA＋な／N＋の］ とき、～。

2015年10月16日改訂

かな・カナ・漢字
・漢字 19課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
20課 導入、練習、クイズ

・Ｖ普通形
［Ｖ普通形］ とき、～。

・はじめに、パチパチパチ

66

67

/
（ ）

「ふくしゅう５ 」(18-21)
（「うさぎとかめ」）

・動詞：なります、（電気を）つけます、
・いA：明るい、暗い
・なA：きれい
・来年
・気分
・大学生、仕事、医者、看護師、
コック、警察官、歌手、宇宙飛行士、
/
エンジニア、大工、運転手、店員、
（ ）
パイロット
・お祝い、神社

・漢字 20課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
21課 導入、練習、クイズ

【物事や状況の変化が簡単に言える、ある人に ・漢字 21課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
ついてより詳しく述べることができる、簡単な擬
22課 導入、練習、クイズ
態語が分かる】
22課 「七五三①」
・いA（い）＋く なります
・なA／N ＋に なります／なりたいです

・だいぶ、急に、だんだん
・青虫、さなぎ、ちょうちょう
・動詞：笑います、並びます
・袋、チェック、ジーンズ、コーヒー
68

69

70

・漢字 22課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
23課 導入、練習、クイズ

・どの（N)
/
（ ） ・ニコニコ、ゲラゲラ、シクシク、
ワーワー、グーグー、パクパク
・はい、チーズ
/
（ ）

復習

・動詞：集まります、曲がります、交換
します
・信号
・角、隣、向かい、突き当り
・クリスマス、クリスマスケーキ、クリスマ
/
ス会、子供会
（ ）
・薬屋、買い物
・まっすぐ

71

22課 「七五三②」
・（連体修飾①）
・擬態語

/
（ ）

22課 復習
【簡単な道順が聞いて分かるし、教えられる】

・漢字 23課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
ふくしゅう４ 18～23
・漢字 復習テスト 18～23
24課 導入、練習、クイズ

23課 「クリスマス①」
・～と、～があります（道順）
・（連体修飾②）
・～んですか（答えに「んです」が不要）

・～目

・動詞：くれます
・カード、ヨーヨー、サンタクロース、
ぬいぐるみ、ミニカー
・チューインガム、キャンディー

23課 「クリスマス②」
・（人）は（僕／私）に（もの）を くれます
注：あげます／もらいます（14課）
・いA／なA／N のた形、なかった形

・漢字 24課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
25課 導入、練習、クイズ

・よかったね

72

/
（ ）

復習

23課 復習

5

・漢字 25課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
26課 導入、練習、クイズ
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No.

73

日付

（学年、学習状況に応じ適宜加減してください）

ことば

・動詞：違います、早起きします、
（もちを）つきます、（お米を）むし
ます、（水を）つけます、（台に）
のせます
・いA：やわらかい、丸い
・おうち、順番、形
・晴れ、大雨、中止
/
・授業、教科書
（ ） ・おうち、お正月、お米
・もちつき、おもち、しょうゆ、あんこ、
目玉焼き

文型・表現

2015年10月16日改訂

かな・カナ・漢字

【ある事柄を仮定・予定して、その条件下での判 ・漢字 26課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
27課 導入、練習、クイズ
断、決定などが言える】
24課 「お正月①」
・Vた形＋ら、～ （仮定、予定）
・Vて形＋も、～ （逆条件）

・もし、ペッタン
・すみません、よいしょ、気をつけます

74

・（たこを）あげます、（ご飯を）噛みます
・料理、野菜、遊び
・お雑煮、お節料理、豆腐、納豆、
チャーハン、梅干し
・障子、ふすま、座布団、床の間、
押し入れ、こたつ
・けん玉、羽根つき、こま回し、福笑い、
/
カルタとり、すごろく
（ ）

24課 「お正月②」
・可能動詞

・漢字 27課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
28課 導入、練習、クイズ

・Vた形＋ほうがいいです
・Vない形＋ほうがいいです

・もっと、～以下
・あけましておめでとうございます、
今年もよろしくお願いします

75

76

77

/
（ ）

復習

・動詞：亡くなります、壊れます、燃え
ます、隠れます、止まります、（ボタン
を）押します、（チョコレートを）かけま
す、混ぜます、（病気が）治ります、
（電球が）つきます、分けます、実験し
ます、つなぎます、生まれます、
（うちに）上がります
/
（ ） ・避難訓練、校内放送、修学旅行
・ところ、大ぜい、残り
・地震、ゆれ、訓練
・人形、ボタン、絵の具、ココア、
スイッチ、豆電球、電池、銅線、
くぎ、芯
・動詞：行動します、出ます、（煙を）
吸います、おさえます、操作します、
焼きます、（旗を）ふります、合図し
ます、（ボンドで）つけます、（じゃん
けんで）決めます、（部首で）引きま
す、（時計を）あわせます
・縦、横、斜め
・発表、部首
・出口、煙、消火器、使い方、レバー、
/
棒、あひる、あんパン、豆、ふた、
（ ）
アルコールランプ

24課 復習
【ある動作の必然的な結果を述べることができ
る、方法を尋ねたり答えたりできる】

・漢字 28課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
ふくしゅう５ 24～28
・漢字 復習テスト 24～28
29課 導入、練習、クイズ

25課 「ひなんくんれん①」
・Ｖ辞書形／Ｖない形 ＋と ～ （変化）
・連体修飾③
・Vた形＋まま ～

25課 「ひなんくんれん②」
・V辞書形＋とおり ～
・Vて形 ～ （手段、方法）
・どうやって／どうして ～んですか
（答えも「～んです」）
・どうやって／どうして ～の？
（答えは「～んだ／～の」）
・V可能形／なる／Vない形＋ように ～（目的）

・漢字 29課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
30課 導入、練習、クイズ

・どうやって
・よく、しっかり
・合わせて（合計）、あっという間に、
こうやって

6
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No.

日付

78

/
（ ）

79

ことば

文型・表現
「ふくしゅう６ 」(22-25)
（「うらしまたろう」）

・動詞：わくわくします、つけます、
投げます、滑ります、担ぎます、
横切ります、転びます、かぶります
・なA：まっ白
・スキー場、畑、足跡、ゲレンデ、
/
ホテル、そり、リフト、スノーボード、
（ ）
雪だるま、雪合戦、手袋

2015年10月16日改訂

（学年、学習状況に応じ適宜加減してください）

作文 「ぼくの冬休み」
1) 導入：雪、スキー、雪合戦について
2) 本文：語彙導入、音読、内容確認のQ&A、
談話構成のQ&Aなど

かな・カナ・漢字
・漢字 30課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
31課 導入、練習、クイズ
・漢字 31課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
32課 導入、練習、クイズ

上記の「読解」の代わりに
☆作文、国語教科書の読み等

・まず、しばらく、ビショビショに
・楽しそうに、前の日

80

・叱ります、ほめます、まきます、追い
かけます、ぶつけます、追い出しま
す、追い越します
・内、節分、鬼、福、豆まき
/
（ ） ・サインボール、ドッジボール
・ご馳走さまでした

81

82

84

85

26課 「せつ分①」
・～と 言います／言いました
・受け身 （直接）
（人）は（人）に Ｖれ・られます／ました

・動詞：かぞえます、足ります、とりま
26課 「せつ分②」
・受け身（迷惑、被害）
す、汚します、壊します、輸出し
～は～に―を Ｖれ・られます／ました。
ます、行います、なくします、
受け身（動作主を表さない）
割ります、負けます、失敗します
（建物、行事、言語、食べ物等）は～
・かず、年、～世紀
/
Ｖれ・られます／ました。
・世界中
（ ） ・ライオン、王様、鳩、平和、シンボル、 ・～は 何と／～と 言われています（か）
茶碗
・Vて形＋しまいました （残念）
・ところで
・あれ（感動詞）

/
（ ）

復習
・動詞：やめます、（アイロンを）かけ
ます、配ります
・いA:あたたかい
・風邪、食事、あと、けんか
・シチュー、アイロン

83

【聞いたことを人に伝えられる、行為を受けた側 ・漢字 32課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
33課 導入、練習、クイズ
の人・物に立って話ができる】

/
・～列
（ ） ・必ず、ゆっくり
・どうしましたか、せきが出ます、のどが
痛いです、熱が高いです、熱がありま
す、けがをしました、薬を塗ります、絆創
膏をはります、注射をします

/
（ ）

/
（ ）

・動詞：インタビューします
・連絡、学級閉鎖
・去年、大雪、天気予報、趣味

26課 復習

・漢字 33課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
ふくしゅう６ 29～33

・漢字

小2 漢字テスト

【人から強いられる事柄が理解でき、人に伝えら 『絵でわかる簡単漢字200』開始
・漢字 1課 導入、練習、クイズ
れる】
27課 「かぜ①」
・Vます形＋なさい
・使役（強制）
（人）は（人など）に―を Ｖせ・させます

27課 「かぜ②」
・普通形＋そうです（伝聞）
・普通形＋のは ～ （強調）

・漢字 1課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
2課 導入、練習、クイズ

・～間
・どうぞお大事に

復習

27課 復習

7

・漢字 2課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
3課 導入、練習、クイズ
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No.

86

日付

（学年、学習状況に応じ適宜加減してください）

ことば

・動詞：たたきます、間に合います、
飾ります、お祝いします
・昔、返事
・道具、筆、墨、暖房器具、戸
・ひな祭り、お雛さま
/
（ ） ・注射

文型・表現
【期待外れや予想外の事柄について述べられ
る、比喩を使って話せる】

2015年10月16日改訂

かな・カナ・漢字
・漢字 3課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
4課 導入、練習、クイズ

28課 「ひなまつり①」
・～のに ～ （逆説）
・～というのは ～ （内容説明）
（＝～って）

・何度も
・仲がいい

87

/
（ ）

・動詞：汚れます、割れます、あきます、
敗れます、復習します
・いA：細長い
・なA：立派
・家具、ちらしずし、矢印

28課 「ひなまつり②」
・Vて形＋います （自動詞で状態を表す）
・Vて形＋おきます （準備）
・～みたいな Ｎ／みたいに Ｖ （比喩）
注：「～みたいです」17課

・漢字 4課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
5課 導入、練習、クイズ

・～四方

88

89

/
（ ）

/
（ ）

復習
・動詞：拾います、置きます
・びん、かん、プラスチック、アルミか
ん、ガラスびん、リサイクル
・問題
・紅茶、貝がら
・きっと

90

/
（ ）

・動詞：働きます、習います
・いA：少ない
・毎週、毎月
・学級新聞、記事、ボランティア活動、
ごみ拾い
・班、テーマ、生物、ジョギング

28課 復習

・漢字 5課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
ふくしゅう１ １～5

【推測したことが述べられる、複数の理由をあげ ・漢字 復習テスト 1～5
6課 導入、練習、クイズ
て話ができる、人から受けた行為を感謝をこめ
て話せる】
29課 「学きゅう活どう①」
・～かもしれません
・～でしょう
・～かどうか （わかりません）
29課 「学きゅう活どう②」
・いつも／毎（日、週等） Vて形＋います
（習慣）
・～し、～から、 ～。 （複数の理由）
・Vて形＋あげます／もらいます／くれます

・漢字 6課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
7課 導入、練習、クイズ

・だいたい、まだ、全部
・それで
・～について、人気があります

91

92

/
（ ）

/
（ ）

復習
・動詞：似合います、いらっしゃいます、
召し上がります、おっしゃいます、
くださいます
・なA:特別
・外国、児童、音、敬語、自分
・ぴったり
・いかがですか

29課 復習
【ある事柄を主題にして話を展開できる、意
志や意向を伝えられる】

・漢字 7課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
8課 導入、練習、クイズ
・漢字 8課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
9課 導入、練習、クイズ

30課 「国さいまつり①」
・V（ら）れる （敬語）
・特別な敬語
いらっしゃる、めしあがる、おっしゃる、くださる
・いA（い）／なA／Vます形＋すぎます

93

No.

・動詞：どきどきします、説明します、
なくなります、育てます、飛びます、
変わります
・それぞれ
/
（ ） ・週末、夢、中学、大学、技術者、森
・韓国人、中国人、インド人

日付

30課 「国さいまつり②」
・～のは いA／なA です
・～のが いＡ／なＡ です
・～のを Ｖました
・V辞書形＋つもりです
・V可能形＋ようになりました （変化の結果）

ことば

文型・表現

8

・漢字 9課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
10課 導入、練習、クイズ

かな・カナ・漢字

yazawa@ajape
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94

95

/
（ ）

「ふくしゅう７ 」 (26-30)

・動詞：迎えます、案内します、建てま
す、上ります、喜びます
・いA：おとなしい、美しい
・遠く
・空港、親戚、お寺、仏像、柱、あな、
/
城、階段、桜
（ ）
・本当に

96

/
（ ）

97

/
（ ）

（学年、学習状況に応じ適宜加減してください）

「さくぶん「ぼくの 春休み」」
p.203-p.204
1) 導入：奈良について
2) 本文：ことば導入、音読、内容確認のQ&A、
談話構成のQ&Aなど
3) 作文を書く準備

2015年10月16日改訂

・漢字 10課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
ふくしゅう２ 6～10
・漢字 復習テスト 6～10
11課 導入、練習、クイズ

・次の週

作文を書く：来日後のエピソードを一つ選び書く ・漢字 11課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）
12課 導入、練習、クイズ
1) 書きたいことを箇条書きする
2) 箇条書きしたものを、並べてみる
3) 作文の流れにする
4) 清書する

総復習
（修了テスト）

復習

・漢字 12課 復習（ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ）

『Ⅰ』：かな・カナ・漢字『80』
『Ⅱ』：漢字『160』、
『200』1２課まで（70字）

『Ⅰ』 全13課（1～13課）
…42回 ［5回／週で 2か月余
『Ⅱ』 全16課（14～30課）
…54回［5回／週で 3か月弱

9
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