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３月 弥生（やよい）

■はじまりのごあいさつ
■みんなの発表タイム

１）今日は何日・何曜日 今なんじ
♪すうじのうた
♪ Sunday, Monday, Tuesday
♪January, February, March
①くろくまくんの カレンダー
♪とけいのうた
②時計を読もう
③時計カード

２）声をあわせて
♪季節のうた 2 チューリップ
♪3月のうた

♪かけざんのうた
♪時代のうた

３）量とかず
①ドッツブック ０～２０
②ドッツブック プレ１

４）ことばをふやそう
①慣用句カード
㉑手をやく㉒へそをまげる㉓はらが立つ
㉔こしをぬかす㉕こしがひくい
㉖足がぼうになる㉗ほねがおれる
㉘いきがあう㉙いきをのむ㉚こころにのこる
㉛なみだをのむ（慣用句１－３）

②漢字カード
望遠鏡・双眼鏡・虫眼鏡・色鉛筆・絵日記
座布団・幼稚園・運動会・動物園・遊園地
（漢字カード３－４）

５）もじであそぼう
漢字カルタ（漢字カード3－4）

６）絵本の読み聞かせ

今月のおにぎり文庫から１冊

■教材学習

82森のこびと

84棒が一本

85一本でもにんじん

86ロンドン橋

87真っ赤な秋

88ピクニック

89クラリネットをこわしちゃった

March （Mar.）



はじまりのごあいさつ
てあそび① ♪はじまるよ はじまるよ♪

はじまるよ はじまるよ
はじまるよったら はじまるよ

１と１で にんじゃだよ 「ドロン」
２と２で かにさんだよ 「チョキン」
３と３で ねこのひげ 「ニャー」
４と４で たこのあし 「ヒューン」
５と５で てはおひざ

てあそび② ♪1と5でピクニック

１と５で たこやき たべて
２と５で やきそば たべて
３と５で スパゲッティ たべて
４と５で けーきをたべて
５と５で おにぎり つくって
ピクニック 『ヤー！』



きょうはなんにち なんようび いまなんじ

うた ♪すうじのうた♪
すうじの１はなあに こうばのえんとつ
すうじの２はなあに おいけのがちょう
すうじの３はなあに あかちゃんのおみみ
すうじの４はなあに かかしのゆみや
すうじの5はなあに おうちのかぎよ
すうじの６はなあに たぬきのおなか
すうじの７はなあに こわれたらっぱ
すうじの８はなあに たなのだるま
すうじの９はなあに おたまじゃくし
すうじの１０はなあに えんとつとおつきさま



きょうはなんにち なんようび いまなんじ

うた ♪Sunday Monday Tuesday♪
Sunday, Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday,
Thursday, Friday, Saturday,
Sunday comes again.

うた♪ January February March♪
January, February, March, April, 
May, June, July, 
August, September, October, November, 
December



きょうはなんにち なんようび いまなんじ

こちこち かっちん おとけいさん
こちこち かっちん いまなんじ
みじかいはりが ３をさし
ながいはりが １２なら
３じです はじまるよ
くもんの きょうしつ
いきましょう

こちこち かっちん おとけいさん
こちこち かっちん いまなんじ
８てんてんゼロゼロは
８じとよみますよ
８じです ねるじゅんび
あしたも げんきに
すごしましょう

♬とけいのうたのメロディーで

アナログ時計とデジタル時計のうた



季節のうた ♪チューリップ

さいたさいた

チューリップのはなが

ならんだならんだ

あかしろきいろ

どのはなみてもきれいだな



３月のうた ♪森のこびと

もりのこかげで ドンジャラホイ
シャンシャンてびょうし
あしびょうし
たいこたたいて
ふえふいて
こんやはおまつり ゆめのくに
こびとさんが そろって にぎやかに
アホイホイヨドンジャラホイ



３月のうた ♪棒が一本

ぼうがいっぽんあったとさ はっぱかな
はっぱじゃないよ かえるだよ
かえるじゃないよ あひるだよ
ろくがつむいかの さんかんび
あめざあざあふってきて
さんかくじょうぎに ひびいって
あんぱんふたつ まめみっつ
コッペぱんふたつ くださいな
あっというまに
かわいいコックさん



３月のうた ♪一本でもにんじん
１(いち) いっぽんでも ニンジン

２(に) にそくでも サンダル

３(さん) さんそうでも ヨット

４(よん) よつぶでも ゴマシオ

５(ご) ごだいでも ロケット

６(ろく) ろくわでも シチメンチョウ

７(しち) しちひきでも ハチ

８(はち) はっとうでも クジラ

９(きゅう) きゅうはいでも ジュース

１０(じゅう) じっこでも イチゴ

イチゴ ニンジン サンダル ヨット ゴマシオ ロケット シチメンチョウ
ハチ クジラ ジュース



３月のうた ♪ロンドン橋

ロンドンばし おちる
おちる おちる
ロンドンばし おちる
おちる おちる
マイ・フェア・レディ



３月のうた ♪まっ赤な秋

まっかだな まっかだな

つたの はっぱが まっかだな

もみじの はっぱも まっかだな

しずむ ゆうひに てらされて

まっかなほっぺたの きみとぼく

まっかな あきに かこまれて いる



３月のうた ♪ピクニック

おかをこえゆこうよ くちぶえふきつつ
そらはすみ あおぞら まきばをさして
うたおう ほがらに
ともにてをとり
ランラ ランラ ララララ
ララ ララ あひるさん
ガァガァガァ
ララ ララ ララ やぎさんも
メーーエ
ララ うたごえあわせよ
あしなみそろえよ
きょうは ゆかいだ



３月のうた ♪クラリネットをこわしちゃった

ぼくの大すきな クラリネット
パパからもらった クラリネット
とっても大事に してたのに
こわれて出ない 音がある
どうしよう どうしよう
オ パキャマラド
パキャマラド パオパオ
パンパンパン
オ パキャマラド
パキャマラド パオパオパ



たしざんのうた
1＋1＝2
1＋2＝3
1＋3＝4
2＋2＝4
1＋4＝5
2＋3＝5
1＋5＝6
2＋4＝6
3＋3＝6

1＋6＝7
2＋5＝7
3＋4＝7
1＋7＝8
2＋6＝8
3＋5＝8
4＋4＝8

1＋8＝9
2＋7＝9
3＋6＝9
4＋5＝9
1＋9＝10
2＋8＝10
3＋7＝10
4＋6＝10
5＋5＝10

2＋9＝11
3＋8＝11
4＋7＝11
5＋6＝11
3＋9＝12
4＋8＝12
5＋7＝12
6＋6＝12

4＋9＝13
5＋8＝13
6＋7＝13
5＋9＝14
6＋8＝14
7＋7＝14
6＋9＝15
7＋8＝15
7＋9＝16
8＋8＝16
8＋9＝17
9＋9＝18



時代のうた
アルプス一万尺 のメロディーで

旧石器・縄文・弥生・古墳・飛鳥・奈良・平安
鎌倉・室町・安土桃山
江戸・明治・大正・昭和・平成・令和

きゅうせっき じょうもん やよい こふん
あすか に なら に へいあん
かまくら むろまち あづちももやま

えど めいじ たいしょう しょうわ へいせい
れいわ



㉑手をやく
㉒へそをまげる
㉓はらが立つ
㉔こしをぬかす
㉕こしがひくい
㉖足がぼうになる
㉗ほねがおれる
㉘いきがあう
㉙いきをのむ
㉚こころにのこる
㉛なみだをのむ

慣用句カード（慣用句1-3）



色
鉛
筆

望
遠
鏡

双
眼
鏡

絵
日
記

漢字カード 望遠鏡・双眼鏡・虫眼鏡・色鉛筆・絵日記・座布団・幼稚園・運動会・動物園・遊園地（漢字カード３－４）

虫
眼
鏡



動
物
園

幼
稚
園

運
動
会

遊
園
地

漢字カード 望遠鏡・双眼鏡・虫眼鏡・色鉛筆・絵日記・座布団・幼稚園・運動会・動物園・遊園地（漢字カード３－４）

座
布
団


