＜第Ⅲ期の目標＞
日
４１
４２
４３
４４
４５
４６
４７
４８
４９
５０
５１
５２
５３
５４
５５
５６
５７
５８
５９
６０

日常生活や授業・行事等で必要な日本語を習得する。
学習する内容（表現、文字・語彙）

81 季節と行事について学ぼう
春夏秋冬と年中行事
83 学校行事について学ぼう２
「〇月に〇〇（学校行事）があります」
85 行事の表を作ろう１
季節と行事表作成（１）
87 校内の場所を表す言葉を知ろう１
「運動場・校舎・児童クラブ」

82 学校行事について学ぼう１
「入学式」「授業参観」「運動会」
84 年中行事について学ぼう
「ひなまつり」
「こどもの日」
「お正月」
86 行事の表を作ろう２
行事表作成と発表（２）
88 校内の場所を表す言葉を知ろう２
「国際学級」「職員室」
「昇降口」

89 校内の場所を表す言葉を知ろう３
「１階に〇〇があります」

90 学校探検に行こう１
学校探検の注意①、してはいけないこと

91 学校探検に行こう２
学校探検の注意② 自己紹介の練習
93 学校探検に行こう４
学校探検の振り返り、質問に回答
95 動詞を使おう
「見ます」
「聞きます」
「言います」
97 「を」を使って文を作ろう
「○○を食べます／飲みます」
99 質問しよう、答えよう
「○○を食べますか？」
「食べます／食べません」
101 「何」を使って質問しよう
「何を食べますか」
「○○を食べます」
103 「は」を使って話そう
「○○は○○を食べます」
105 目的語に続く動詞を使おう
「本を読みます／～ますか」
107 名詞に「します」が続く文を使おう

92 学校探検に行こう３
学校探検、校長先生への自己紹介
94 学校探検に行こう５
注意の振り返り、場所の名前の復習
96 漢字の学習を始めよう
象形文字、曜日の漢字
98 漢字を覚えよう１
指事文字
100 漢字を覚えよう２
読み替えの漢字
102 漢字を覚えよう３
漢数字①
104 漢字を覚えよう４
漢数字②
106 漢字を覚えよう５
漢数字③
108 漢字を正しい筆順で書こう
漢字の筆順と画数
110 様子を表す漢字を使おう１
「大／小」
「白／青」
112 様子を表す漢字を使おう２
形容詞を使った文、早口言葉
114 人と体を表す漢字を使おう１
「人、子、耳、手」
116 人と体を表す漢字を使おう２
文字確認テスト
118 ホットケーキを作ろう２
調理実習の持ち物
120 ホットケーキを作ろう４
調理実習の作文

「サッカーをします」
109 大小、長短などの形容詞を使おう
「大きい／小さい」
「高い／低い」
111 形容詞を使って話そう１
「おおきいですか」「はい、おおきいです」
113 形容詞を使って話そう２
「あついですか」「いいえ、あつくないです」
115 形容詞を使って話そう３
「おいしいです／おいしくないです」
117 ホットケーキを作ろう１
ホットケーキのレシピ
119 ホットケーキを作ろう３
日本語で調理実習

数字 ……１２０時間プログラムの何時間目かを表します。
－４－

あいちの外国人児童生徒教育連携事業
日本語初期指導教室の在り方リーフレット №２

生き生きと学校生活を送るために

○

本リーフレットは、日本語指導を必要とする児童生徒について、当
初の３か月間、在籍学級で授業を受けながら、1 日２コマ（９０分）
の時間を在籍学級から取り出して日本語初期指導を受ける計画を提示
しています。
○ 小学校中学年程度を想定していますが、児童生徒の年齢や母語の習
得程度によって内容や進度を見直すなどして、個別の指導計画を立て
てください。
○ 日本語初期指導教室で、初期指導の参考となる資料は次の三つで
す。本プログラムでも、随所で使用されています。
１『小学校ガイドブック』ポルトガル語版／スペイン語版／タガログ語版
【愛知教育大学】
２『小学校入学への手引～1 年生になるまえに～』【愛知県】
（ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、中国語、英語併記）
３『たのしい１ねんせい』【愛知県】
（ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、中国語、英語併記）

愛知県教育委員会義務教育課

０

0 日本語を学ぶ準備をしよう （個別の指導計画）

＜第Ⅰ期の目標＞
日
１
２

学校生活を送る上で、最低限の意思疎通ができる日本語を習得する。
学習する内容（表現、文字・語彙）

1 授業の言葉を覚えよう
「はい」
「立ちます」
3 挨拶をしよう
「おはよう」
「こんにちは」

2 平仮名を読んでみよう
平仮名表、あいうえおの歌
4 平仮名に親しもう
文字の形の認識、音節、書き順の基礎

＜第Ⅱ期の目標＞
日
２１
２２

5 自己紹介をしよう
「わたしの名前は○○です」
7 学校生活のルールを知ろう
「いい／だめ」
「先生、トイレ」
9 数を読もう１
１～５
11 勉強道具の名前を覚えよう
「えんぴつ」
「けしごむ」と「なに？」
13 数を読もう２
０・６～１０
15 「ある／ない」を使おう
「鉛筆ある？」
「ない」

6 平仮名のルールを知ろう
濁音「が」
、助詞「を・は・へ」
、促音「きって」
8 発音について知ろう
長音「おばあさん」、拗音「きゃ」
10 簡単な平仮名を覚えよう
「し・い・う・く・こ」
12 平仮名を覚えよう１
あ行「あ・お・え」
14 平仮名を覚えよう２
か行「か・き・け」
16 平仮名を覚えよう３
さ行「さ・す」と「ん」

17 数を読もう３
１１～１９
19 「いる／いらない」を使おう
眼鏡は「いる？」
「いらない」
21 数を読もう４
１０・２０・３０
23「ぼく／わたし」を使おう
「だれ？」
「ぼく／お母さん」
25 数を読もう５
２０～９９
27 指示の言葉を聞いて動こう
「来て／見て／聞いて」

18 平仮名を覚えよう 4
さ行「せ・そ」、た行「た」
20 平仮名を覚えよう５
た行「ち・つ・て」
22 平仮名を覚えよう６
た行「と」
、な行「な・に」
24 平仮名を覚えよう７
な行「ぬ・の・ね」
26 平仮名を覚えよう８
は行「は・ほ・へ」
28 平仮名を覚えよう９
は行「ひ・ふ」、ま行「ま」

１５

29 「こう？」「そう／ちがう」を使おう
「こう？」
「そう／ちがう」

30 平仮名を覚えよう１０
ま行「み・む・め」

３５

１６

31 教科の名前を読もう
国語・社会・算数（数学）

32 平仮名を覚えよう１１
ま行「も」
、や行「や・ゆ」

３６

33 曜日を読もう
「図工、何曜日？」
「月曜日」
35 「昨日／今日／明日」を使おう
「今日、社会ある？」
「ない」
37 丁度の時刻を読もう
「何時？」
「１０時」
39 数を読もう６
１００・２００・３００

34 平仮名を覚えよう１２
ら行「る・ろ」、や行「よ」
36 平仮名を覚えよう１３
ら行「ら・り・れ」
38 平仮名を覚えよう１４
わ行「わ・を」
40 平仮名を覚えよう１５
が行「が・ぎ・ぐ・げ・ご」

３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４

１７
１８
１９
２０

数字 ……１２０時間プログラムの何時間目かを表します。
－２－

学校生活をスムーズに送るための日本語を習得する。

２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４

３７
３８
３９
４０

学習する内容（表現、文字・語彙）
41 「わかる／わからない」を使おう
「○○、わかる？／わからない？」
「わかる」
43 曜日・日にち・時計を使おう
「今日、何曜日？」「月曜日」
45 「おなじ／ちがう」を使おう
「同じ？違う？」
「同じ」
47 「これ、だれの？」を使ったり、答えたりしよう
「これ、だれの？」
「ぼくの／私の」

42 平仮名を覚えよう１６
ざ行「ざ・じ・ず・ぜ・ぞ」、だ行「だ・ぢ・づ・で・ど」
44 平仮名を覚えよう１７
ぱ行「ぱ・ぴ・ぷ・ぺ・ぽ」、ば行「ば・び・ぶ・べ・ぼ」
46 撥音を覚えよう
「ほん」「かん」
「びん」
48 促音を覚えよう
「きって」
「きっぷ」「はっぱ」

49 「 こ こ ／ ど こ ／ あ そ こ 」 を 使 お う
「時計、どこ？」
「あそこ」

50 拗音と拗長音を覚えよう
「いしゃ」
「しゃしん」
「べんきょう」

51 「みぎ／ひだり／まんなか」と体の部位
の名前を使おう
「右」「右足」
53 「うえ／した」を使おう
「これ、下？」「上」
55 「いたい」を使おう
「どこが痛い？」
「頭が痛い」
57 電話を使おう
「もしもし、○年○組の○○です」
59 「いる／いない」を使おう
「お母さん、いる？／いない？」「いない」
61 わすれた・かして・ありがとう」を使おう
「消しゴム貸して」「ありがとう」
63 「たべる・のむ」を使おう
「食べる？食べない？」
「食べない」
65 「おおきい／ちいさい」を使おう
「大きい？小さい？」「大きい」
67 覚えた言葉を使おう
「語彙調査」買い物遊び
69 名前と出身地を伝えよう
「ぼく／わたしの名前は～です」
71 好き嫌いを伝えよう
「～が好きです／好きではありません」

52 長音「う」を覚えよう
「ぞう」「ぞうきん」「そうじ」
54 長音「い」を覚えよう
「とけい」
「せんせい」
「けいかん」
56 平仮名と似ている片仮名を覚えよう
「リ」「ヘ」「モ」
「カ」
58 身近なものと片仮名を覚えよう１
「ペン」「ラジオ」「テープ」
60 身近なものと片仮名を覚えよう２
「パンツ」
「パン」「スカート」
62 身近なものと片仮名を覚えよう３
「オートバイ」「ドア」
「クーラー」
64 身近なものと片仮名を覚えよう４
「サッカー」「ソフトクリーム」「シーソー」
66 身近なものと片仮名を覚えよう５
「ネクタイ」「シャツ」
「シャワー」
68 ヒントを使って片仮名を書こう
「五十音」順
70 自己紹介をしよう１
名前を言う、名前を書く
72 自己紹介をしよう２
学年、組、先生の名前

73 時計を読もう
「○時○分」

74 「何時から」を覚えよう
デジタル時計、時間割

75 「何時から何時まで」を覚えよう
「○時○分から〇時○分まで」
77 時間割を読もう
「○曜日、○○ありますか」
79 好きな時間割を作ってみよう
「○曜日、○時間目は何ですか」

76 月・週・日を表す言葉を覚えよう
「○月〇日から○月〇日まで」
78 時間割をそろえよう
時間割を読み、用意準備
80 曜日の漢字を覚えよう
「日、月、火、水、木、金、土」

数字 ……１２０時間プログラムの何時間目かを表します。
－３－

