２年生国語科
☆教科書で紹介されている図書 ■おすすめセット文庫
月
4

詩

単元名『教材名』（作者名）
音読しよう

時数
主な学習内容
参考図書
10 ・場面の様子や登場人物の行動などについて、想像を 『こぶたはなこさんのおべんとう』（くどうなおこ）
広げながら読む。
『かぜのこもりうた』（くどうなおこ）

『ふきのとう』
（くどうなおこ）

・語や文としてのまとまりや内容、響きなどについて ■E05-1『版画のはらうた』（くどうなおこ）
考えながら声に出して読む。
☆『たんぽぽヘリコプター』（まどみちお）小峰書店
☆『はるをさがしに』（七尾純）偕成社
☆『はるにあえたよ』（原京子）ポプラ社

4

4

詩

春が いっぱい
『はなが さいた』
（まど・みちお）

作文 書く ことを きめて、しらせよう
今週の ニュース

1

・春にかかわる身近なものを表す言葉を探し、発表す ■E04-12『ちいさなおはなしえほん
る。

新・自然きらら』

4

・友だちに知らせるために、身近な出来事の中から選 ☆『そらいろのたね』（なかがわりえこ）福音館書店
んで、様子や気持ちを書く。
・書いたものを今週のニュースとして発表し、感想を ■B01 朝読書 低学年向けセット
伝え合う。
■E04-7 『ぐりとぐらの絵本セット』（なかがわりえこ）
ニュースの題材の１つとして、本を読んで感じたこと
を含む。

4 説明文 読んでわかったことをまとめよう
・
『たんぽぽのちえ』
5
（うえむらとしお）

12 ・挿絵に注目しながら、タンポポの様子や知恵につい 『たんぽぽ』（甲斐伸枝／作･絵）金の星社
て、順序を確かめながら読む。
『たんぽぽ かがくのとも 傑作集１４』（平山和子／文・絵）福音館書店
『りんごのき』（ペチシカ）福音館書店

5

12 ・生き物や植物の様子を観察し，気づいたことや分 ■A12-1～3『ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館』
かったことを集める。
■A12-6『学校のまわりの植物ずかん』

記録文 きろくしよう
『かんさつ名人になろう』

・観察して知らせたいことがわかるように、工夫して ■A12-29～31『そだててあそぼう』
題名をつけ、記録文を書く。
5

物語 きいてたのしもう
『いなばの白うさぎ』
（なかがわりえこ）

2

・登場人物の行動を中心に場面の様子を想像しながら ☆『カムイチカプ』
読み聞かせを聞き,内容や感想を話したり、聞いたり ☆『遠野むかしばなし』（鈴木サツ）
する。
☆『白山のわらじ』
・民話・昔話・伝承や読み聞かせてもらいたい話など ☆『台東区むかしむかし』
を紹介する。
☆『読みがたり岡山のむかし話』
☆『昔ばなし京都編』
☆『大分野津の吉六四話』
岐阜県の民話・各市町村、地域の民話多数あり

6

物語 お話を読んでかんそうを書こう
『スイミー』
（レオ＝レオニ）

10 ・『スイミー』を場面の様子や登場人物の気持ちを想 ☆『せかいいちおおきなうち』（レオ＝レオニ）好学社
像しながら楽しむ読む。
☆『フレデリック』（レオ＝レオニ）好学社
・レオ＝レオニの書いた本を読む。
☆『コーネリアス』（レオ＝レオニ）好学社
☆『ニコラスどこにいってたの？』（レオ＝レオニ）あすなろ書房
☆『アレクサンダとぜんまいねずみ』（レオ＝レオニ）好学社
☆『じぶんだけのいろ』（レオ＝レオニ）好学社
☆『さかなはさかな』（レオ＝レオニ）好学社
☆『どうするティリー？』（レオ＝レオニ）あすなろ書房
■B01-66『レオ＝レオニシリーズ 全１８冊』
■B13-2『小学校国語の教科書にでてくる本2年生』
■B10-7『海外の絵本７』

7

物語 本は友だち
『黄色いバケツ』
（もりやまみやこ）
お話の国の友だち

10 ・きつねの子の行動を中心に想像を広げながら読み。 ☆『つりばしゆらゆら』（もりやまみやこ）
すきなところをぬきがきする。
☆『おはなしぽっちり』（もりやまみやこ）
・きつねの子に話しかけたいことを感想に書く。
・読みたい本を選んで、登場人物の行動を読み取り、 ☆『すえっこおおかみ』（ラリー・デンブリマー）あすなろ書房
人物像を想像しながら、紹介文を書く。
☆『にじいろのさかな』（マーカス・フィスター）講談社
☆『アントンベリーのながいたび』（天沼春樹）鈴木出版
☆『くまの子ウーフ』（神沢利子）ポプラ社
☆『フンガくん』（国松エリカ）小学館
☆『パンやのろくちゃん』（長谷川義史）小学館
☆『ぞうのオリバー』（シドホフ）偕成社
☆『森おばけ』（中川李枝子）福音館書店
☆『王さまでかけましょう』（寺村輝夫）理論社
☆『きつねのおきゃくさま』（あまんきみこ）サンリード
☆『おへんじください』（山脇恭）偕成社
☆『ちょろりんととっけー』（降矢なな）福音館書店
☆『ペンギンたんけんたい』（斉藤洋）講談社
☆『おさるはおさる』（いとうひろし）講談社

9

詩

こえに出して読もう
『おおきくなあれ』
（さかたひろお）

2

・語のまとまりや言葉の響きに気をつけて音読する

■B12-1『子どものための詩の本シリーズ』

9

詩

ことばであそぼう

1

・折句や言葉の繰り返しなどの言葉遊びをする。

■E03-2『五味太郎ことばあそび絵本セット』

『ののはな』
『ことこ』（谷川俊太郎）
9 説明文 読んで考えたことを書こう
・
『どうぶつ園のじゅうい』

12 ・獣医の仕事についての説明的文章を読んで、感想を ☆『どうぶつえんガイド』（あべ弘士）福音館書店
書く。
☆『ぽっかぽかだいすきおさるさん』（福田幸弘）ポプラ社

10
10

・動物について書いてある本を読む。
物語 音読げきをしよう
『お手紙』（アーノルド＝ローベ
ル）

10

詩

秋の一日
『まっかな秋』（さつまただし）

12 ・場面の移り変わり、登場人物の様子や気持ちなどを ☆『ふたりはいつも』（アーノルド＝ローベル）文化出版局
想像しながら読む。
☆『ふたりはともだち』（アーノルド＝ローベル）文化出版局
・「がまくん」「かえるくん」「かたつむりくん」に ☆『ふたりはいっしょ』（アーノルド＝ローベル）文化出版局
あてて、手紙を書く。
☆『ふたりはきょうも』（アーノルド＝ローベル）文化出版局
1

・秋に関係する身近なものを表す言葉を見つける。

11 説明文 読んでせつめいのしかたを考えよう
『しかけカードの作り方』
（ふるうちひかる）

6

11

6

・「しかけカードの作り方」を読んで、カードを作 ☆『てじなでだましっこ』（佐伯俊男）福音館書店
り、わかりやすい説明のしかたを見つける。
☆『あやとりいととり』（さいとうたま）福音館書店
☆『朝ごはんつくろう』（坂本広子）偕成社
☆『きったりはったり おりがみとあきばこでどうぶつえん』
・絵を用いながらおもちゃの作り方を手順どおりに書
（いまいみさ）毎日新聞社
く。
■A16-1『やってみようたのしい伝承あそび』

作文 分かりやすくせつめいしよう
『おもちゃの作り方』

■A16-3『ペーパーランド』
■A16-4『ゲーム＆マジックランド』
■A16-6『新・ゆびあそびシリーズ』
12

12

図書館のひみつをさぐろう
『きみたちは、「図書館たんていだ
ん」』
物語 お話のじんぶつと
自分をくらべて読もう
『わたしはおねえさん』
（いしいむつみ）

6

・図書館や本の分類について知り、本を探す。
■D1-5『（紙芝居）ようこそ図書館へ』
・本の分け方や並べ方を調べて、気づいたことを発表
する。

12 ・すみれちゃんとかりんちゃんの行動や場面の様子か ☆『すみれちゃん』（いしいむつみ）偕成社
ら想像を広げ、自分の経験と関連付けて感想を話す。 ☆『すみれちゃんは一年生』（いしいむつみ）偕成社
☆『パパはステキな男のおばさん』（いしいむつみ）
☆『おいでおいでの木においで』（いしいむつみ）教育画劇
『すみれちゃんのあついなつ』（いしいむつみ）偕成社
■B1-24『ガブリエル・バンサン

12

たのしい冬
『お正月さんがいらしたぞ』
（サトウハチロー）

1

心がふれあう絵本セレクト』

○冬(年末年始)の伝統文化にかかわる言葉を知る。
■B01-80『日本の民話えほん第２集』

月
1

詩

1

詩

単元名『教材名』（作者名）
詩をたのしもう
『だれかしら』（よだじゅんいち）
詩を書こう みたこと、かんじたこ
と
『きんぎょのあぶく』（のろさか
ん）
『つき』（文部唱歌）

時数
主な学習内容
参考図書
2 ･語のまとまり、言葉の響きに気をつけて詩を音読す ■B12-2『金子みすず詩集・絵本セット』
る。
■B01-56『五味太郎 四季シリーズ絵本セット』
5

・様子の表し方を工夫して詩をつくる。

■B12-1『子どものための詩の本シリーズ』
■B12-3『しのえほん』

『そっとうた』
(たにかわしゅんたろう)

1

物語 聞いてたのしもう
『三まいのおふだ』

2

物語 読んだお話をしょうかいしよう
『スーホの白い馬』
（おおつかゆうぞう）

・

1

・昔話の読み聞かせを聞く。

■B01-29『日本むかし話』
■B01-76『日本のユーモア民話えほん』
■B01-77『むかしむかし絵本』
15 ・紹介したい場面を中心に、短くまとめてお話を紹介 ☆『ランパンパン』（山口文生）評論社
する。
☆『星と月の生まれた夜』（ドオウグラス グティエレス ）河出書房新社
☆『王さまと九人のきょうだい』（赤羽末吉）岩波書店
・友だちに読んでほしいと思うお話を短くまとめて紹 ☆『はじめてのかり』（オノンウルグンゲ）福音館書店
介する。
☆『ジェイミー･オルークとなぞのプーカ』（トミー デ・パオラ）光村教育図
書
☆『チンパンジーとさかなとどろぼう』（ジョン キラカ）岩波書店

3

☆『とらとほしがき』（おおたけきよみ）光村教育図書
■B01 昔話シリーズ多数あり

巻
末

読書 この本、読もう
本はともだち

☆『ゆうひのしずく』（あまんきみこ）

☆『こぎつねコンとこだぬきポン』（まつのまさこ）

☆『さっちゃんのまほうのて』（たばたせいいち）

☆『クラゲゆらゆら』（そやまいさむ）

☆『だいこんごのむかし』（わたなべせつこ）

☆『あいうえおっとせい』（たにかわしゅんたろう）

☆『ことばのこばこ』（わだまこと）

☆『せなかをとんとん』（もがみいっぺい）

☆『こいぬがうまれるよ』（ジョアンナ＝コール）

☆『うしはどこでも「モー！」』（エレン＝スラスキー＝ワインスティーン）

☆『きんいろのとけい』（かたやまれいこ）

☆『なぞなそのすきな女の子』（まつおかきょうこ）

☆『ペンギン』（いまいずみただあき）

☆『ちいさいおうち』（バージニア＝リー＝バートン）

☆『たからものくらべ』（すぎやまあきら）

☆『ばしん！ばん！どかん！』（ピーター＝スピア）

☆『けんかのきもち』（しばたあいこ）

☆『こんなしっぽでなにするの？』（スティーブ＝ジェンキンズ）

☆『きもち』（たにかわしゅんたろう）

☆『ねむりのはなし』（ポール＝シャワーズ）

☆『生麦生米生卵』（はせがわよしふみ）

☆『言葉図鑑①うごきのことば』（ごみたろう）

☆『しっぽ』（たけしたふみこ）

☆『言葉図鑑②ようすのことば』（ごみたろう

☆『てのひらかいじゅう』（まつはしとしみつ）

☆『お月さまってどんなあじ？』（マイケル＝グレイニエツ）

☆『うそつきのつき』（うちだりんたろう）

☆『したのどうぶつえん』（あきびんご）

☆『かみコップでつくろう』（よしだきみまろ）

☆『あのときすきになったよ』（くんくみこ）

☆『おじさんのかさ』（さのようこ）

☆『はがぬけたらどうするの？』（セルビー＝ビーラー）

☆『のぞく』（あまのゆうきち）

☆『おじいちゃんのごくらくごくらく』（にしもとけいすけ）
☆『かあさんになったあーちゃん』（ねじめしょういち）

