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漢字の学習指導につきまして 

 

東京書籍平成 28 年度版教科書と三省堂令和 3 年度版教科書において、漢字の提出学年が

異なる場合があります。 

漢字指導が円滑に行われるよう、令和 3 年度版教科書へと移行する際に、各学年で既習扱

いとなっている漢字を一覧にしました。これらの漢字につきましては、教科書の漢字に加え

てご指導ください。 

一覧は、親字・音読み（片仮名）・訓読み（平仮名）の順で示しています。〈 〉のついた

読みは、中学校では学習しなくてもよいものです。*のついた読みは、中学校で新しく学習す

るものです。第 2 学年から令和 3 年度版の教科書をご使用いただく場合と、第 3 学年から令

和 3 年度版の教科書をご使用いただく場合の 2 種類あります。 

また、これらの漢字の指導の際にご活用いただけるワークシートを作成しました。一覧の

「WS」欄に示した数字が、対応するワークシートナンバーです。 

 

 

  



三省堂『現代の国語』を第 2学年から使い始める場合 

◆第 1学年で既習扱いとなっている未習漢字 

漢字 音読み 訓読み WS  漢字 音読み 訓読み WS 

ア   

1 

 ギ   

2 

イ    キク   

イ    キュウ く-ちる 

イ えら-い  キュウ <きわ-める> <きわ-まる> 

イ    キョ こば-む 

  いも  キョ <コ>   

イン かげ かげ-る  キョ   

イン    キョウ   

  うた  キョウ <おびや-かす> おど-す おど-かす 

エイ <よ-む>  ギョウ コウ  あお-ぐ <おお-せ> 

エン    キン   

エン なまり  キン にしき 

オウ    グウ すみ 

<オウ> おく  クツ   

  おれ  ケイ くき 

<カ> うず  ケイ   

3 

カ ひま  ケイ かか-げる 

カ    ケイ たずさ-える たずさ-わる 

  か  ケイ   

カイ かたまり  ゲイ むか-える 

カイ こわ-す こわ-れる  <ケン> かた 

  かき  ケン ゲン きら-う いや 

カク    ケン コン   

<カツ> かわ-く  <ケン> まゆ 

カツ コツ すべ-る なめ-らか 

2 

 ケン   

カン    コ とら 

カン ゆる-い ゆる-やか ゆる-む ゆる-める  コ <つづみ> 

カン <かんが-みる>  コウ   

キ    コウ   

キ う-える  コウ <ク> <みつ-ぐ> 

キ かめ  コウ かた-い 

キ    コウ   

ギ いつわ-る <にせ>  コウ   



漢字 音読み 訓読み WS  漢字 音読み 訓読み WS 

ゴウ   

3 

 シン おか-す 

5 

コン    シン   

サイ <いろど-る>  ジン つ-くす つ-きる つ-かす 

サイ もよお-す  ジン   

サイ ソク ふさ-ぐ  ふさ-がる   スイ いき 

  さ-く  スイ と-げる 

<サン> かさ  スイ   

シ <むね> 

4 

 ズイ   

シ      すぎ 

シ    ゼ   

シ あぶら  セイ   

ジ <いつく-しむ>  セイ   

<ジ> えさ  え   セキ   

シツ しか-る  セキ お-しい お-しむ 

シツ シュウ と-る  セキ   

シツ しめ-る しめ-す  セツ   

シツ うるし  セン   

ジャ ダ へび  セン   

ジャク <セキ> さび さび-しい さび-れる  セン ひそ-む もぐ-る 

6 

シュ こと  セン   

ジュ ことぶき  ゼン   

ジュ    ソ   

シュウ け-る  ソ <うと-い> <うと-む> 

ジュウ <あ-てる>  ソウ さが-す 

ジュウ ニュウ やわ-らか やわ-らかい  <ソウ> くわ 

ジュン   ソウ も 

ショ   ソク   

ショ チョ お  ソク うなが-す 

ジョ <ニョ>    ゾク   

ジョ    タク   

ショウ    ダク   

ショウ   

5 

 ダク にご-る にご-す 

ショウ    ダツ ぬ-ぐ ぬ-げる 

ショウ    ダツ うば-う 

ジョウ      たな 

ショク かざ-る  タン ダン   

ショク    タン   



漢字 音読み 訓読み WS  漢字 音読み 訓読み WS 

タン なげ-く なげ-かわしい 

6 

 フ こわ-い 

8 

チ は-じる はじ は-じらう は-ずかしい  フク はば 

チク    フク おお-う <くつがえ-す> <くつがえ-る> 

チク たくわ-える  フン   

チツ    ヘキ かべ 

チツ   

7 

 ヘキ   

<チョウ> つ-る  ホウ   

<チョウ> す-む す-ます  ホウ   

チン    ホウ はち 

テイ    ホウ あ-きる あ-かす 

テキ つ-む  ボウ とぼ-しい 

テキ しずく <したた-る>  ボウ いそが-しい 

テツ    ボウ ふさ 

デン テン との どの  ボウ   

ト   ボウ   

ト は-く  ボウ おか-す 

ト ぬ-る  ボウ  

9 

トウ から  ボク   

トウ たたか-う  ボツ  

  とうげ    ほり 

ニョウ   ボン   

ネン ねば-る  マン   

ハ    ミ   

ハク ヒョウ    ミツ   

バク    メイ   

  はだ  モウ <コウ>   

ハツ かみ  ヤク おど-る 

バツ    ユウ   

ハン バン ともな-う  ヨ ほま-れ 

ハン   

8 

 ヨウ 
ゆ-れる ゆ-る ゆ-らぐ ゆ-るぐ ゆ-する 
ゆ-さぶる ゆ-すぶる 

ハン <ボン> わずら-う わずら-わす  ヨウ おど-る おど-り 

ヒ <いや-しい> <いや-しむ> <いや-しめる>  ラク <から-む> <から-まる> <から-める> 

ヒ つか-れる   リ   

<ヒ> とびら  リュウ たつ 

  ひじ  リョウ   

ヒン   リョウ すず-しい すず-む 

ヒン    リン  



  漢字 音読み 訓読み WS 

ル   

9 

レイ   

レツ おと-る 

  わき 



◆第 1学年で既習扱いとなっている未習音訓 

漢字 音読み 訓読み WS  漢字 音読み 訓読み WS 

ウ* は はね 

10 

 セイ ショウ 
い-きる い-かす い-ける う-まれる う-
む お-う* は-える は-やす き* なま 

11 

エン*   セイ <ショウ> こえ こわ* 

エン その*  セイ ショウ かえり-みる* はぶ-く 

カ ゲ* なつ  セイ ショウ*   

ガイ カイ* まち  <セキ> シャク* むかし 

キ*    ゼツ* した 

キ はた*  ソウ サッ* はや-い はや-まる はや-める 

ギ わざ*  ソク 
はや-い はや-める はや-まる すみ-や
か*  

キュウ きわ-める*  ソン そこ-なう* そこ-ねる* 

キュウ* な-く  タイ ツイ*   

キョウ ケイ* さかい  タイ* か-す 

ケイ* キョウ あに  チョウ しら-べる ととの-う* ととの-える* 

ケイ キョウ* へ-る  テキ かたき* 

12 

ケイ かる-い かろ-やか*  ド <ト> タク* たび* 

ケツ* あな  ナイ ダイ* うち 

ケン すこ-やか*  ノウ ナッ* <ナ> 
<ナン> トウ* 

おさ-める おさ-まる 

コウ おおやけ*  ハイ せ せい そむ-く* そむ-ける* 

コウ さいわ-い さち* しあわ-せ  ヘン* かた 

コウ はがね*  ミン たみ* 

サイ た-つ* さば-く  メイ* まよ-う 

シ こころ-みる ため-す*  モク ボク* め <ま> 

ジ あざ*  ヤク エキ*   

ジ* に-る  ヨウ かなめ  い-る*  

ジャク* <ニャ
ク> 

わか-い <も-しくは>  リン のぞ-む* 

シュ て た* 

11 

 ロウ ほが-らか* 

シュ ス まも-る もり*  
    

シュウ* ジュウ* ひろ-う  
    

ジュク う-れる*  
    

ショ 
はじ-め はじ-めて はつ <うい> そ-め
る* 

 
    

ショウ うけたまわ-る*  
 

   

ショウ* や-く や-ける  
 

   

ジョウ <ショウ> 
うえ うわ かみ あ-げる あ-がる のぼ-
る のぼ-せる* のぼ-す* 

 
 

   

ジョウ む-す* む-れる* む-らす*  
 

   

シン ジン かみ かん* <こう>   
 

   

ズ ト はか-る*  
 

   

スイ お-す*  
 

   
  



三省堂『現代の国語』を第 3学年から使い始める場合 

◆第 1学年・第 2学年で既習扱いとなっている未習漢字 

漢字 音読み 訓読み WS  漢字 音読み 訓読み WS 

イ   

1 

 キン にしき 

2 

イ    グ おろ-か 

イ    グウ すみ 

イ なぐさ-める なぐさ-む  クン  

イチ   <クン> かお-る 

イン   ケイ <ちぎ-る> 

イン    ケイ たずさ-える たずさ-わる 

エツ    ケイ いこ-い <いこ-う> 

エツ   ケイ にわとり 

オウ    ケン コン   

オウ    <ケン> まゆ 

オウ   コ とら 

カ   コ か-れる か-らす 

カ <ケ> はな  コ <つづみ> 

<カ> くつ  コ かえり-みる 

  か  コウ   

3 

カイ 
<ふところ> <なつ-かしい> <なつ-かしむ> 
<なつ-く> <なつ-ける>  

 コウ   

ガイ   コウ <ク> <みつ-ぐ> 

ガイ がけ  コウ   

  かき  コウ   

<カツ> かわ-く  コウ   

カン    コク   

カン   ゴク  

キ う-える  コン   

キ おに 

2 

 コン うら-む うら-めしい 

キ かめ  サ  

キ    サ くさり 

ギ    サイ <いろど-る> 

キク    サイ ソク ふさ-ぐ ふさ-がる  

キュウ <きわ-める> <きわ-まる>  サク   

キョ    サク   

キョウ    サク す 

キョウ <うやうや-しい>    さ-く 



漢字 音読み 訓読み WS  漢字 音読み 訓読み WS 

<サツ> セツ   

3 

 セキ   

5 

サン   セキ   

<サン> かさ  セキ   

ザン き-る  セツ  

シ <むね>  セン   

<シ> うかが-う  セン   

シ   

4 

 ゼン   

<ジ> えさ  え   ソウ   

シツ うるし  ソウ  

ジャ ダ へび  ソウ も 

シャク <く-む>  ゾウ ソウ おく-る 

シュ か-る か-り  ダ   

シュ    タク  

ジュ ことぶき  タク   

シュウ     ただ-し 

シュウ      たな 

ジュウ <あ-てる>  タン   

ジュウ しぶ しぶ-い しぶ-る  チ  

6 

シュク    チク   

シュク    チツ   

シュン    <チョウ> つ-る 

ジュン    チョウ あざけ-る 

ジュン うるお-う うるお-す うる-む  チン   

ジュン   ツイ   

ショ     つる 

ジョ <ニョ>    テイ   

ジョ    テキ しずく <したた-る> 

ショウ    テツ   

ジョウ    テン  

ジョウ    デン テン との どの 

ジョウ   

5 

 ト  

ショク かざ-る  ト ぬ-る 

シン   トウ   

シン    トウ   

ジン    トウ むね <むな> 

スウ    トウ たたか-う 

  すぎ  トウ   



漢字 音読み 訓読み WS  漢字 音読み 訓読み WS 

トク   

6 

   ほり 

8 

トツ    ボン   

<ニ> あま  マ あさ 

ニ   マク   

ニョウ  

7 

 マツ   

ニン   ミ   

ネン   メイ <ミョウ>  

バ   メイ   

ハイ さかずき  モ しげ-る 

ハイ すた-れる すた-る  モウ  

バイ   モウ <コウ>   

ハク    ユ い-える い-やす 

バク    ユイ <イ>   

バツ    ヨウ 
ゆ-れる ゆ-る ゆ-らぐ ゆ-るぐ ゆ-する 
ゆ-さぶる ゆ-すぶる 

ハン   ヨク  

ハン    ラク  

9 

ハン <ボン> わずら-う わずら-わす  ラツ  

ハン    <ラン> あい 

ヒ    リ  

<ヒ> とびら  リ   

ヒン   リュウ たつ 

フ    リュウ   

<フツ> はら-う  リュウ   

フツ わ-く わ-かす  リョウ   

フン    リョウ すず-しい すず-む 

フン ふ-く  リョウ   

ヘイ    リン  

ヘイ    リン  

ヘキ   

8 

 ル   

ホ    ルイ   

ホウ あ-きる あ-かす  レイ <うるわ-しい> 

ボウ とぼ-しい  レン こ-う こい こい-しい 

ボウ いそが-しい  レン   

ボウ   ロ   

ボウ   ロウ   

ボク    ロウ も-る も-れる も-らす 

ボツ   ワイ まかな-う 



  漢字 音読み 訓読み WS 

  わき 9 



 

◆第 1学年・第 2学年で既習扱いとなっている未習音訓 

漢字 音読み 訓読み WS  漢字 音読み 訓読み WS 

ウ* は はね 

10 

 ジョ ニョ*  
<ニョウ> 

おんな め* 

11 

エン*   ショウ あきな-う* 

エン その*  ショウ* や-く や-ける 

カ ケ* かり  ジョウ <ショウ> 
うえ うわ かみ あ-げる あ-がる のぼ-
る のぼ-せる* のぼ-す* 

カ ゲ* なつ  セイ ショウ 
い-きる い-かす い-ける う-まれる う-
む お-う* は-える は-やす き* なま 

カイ* はい  セイ <ショウ> こえ こわ* 

ガイ カイ* まち  セイ ショウ* ほし 

カン ほ-す ひ-る*  セイ ショウ かえり-みる* はぶ-く 

ガン <ゲン> まなこ*  セイ ジョウ* しず しず-か しず-まる しず-める 

キ あぶ-ない あや-うい* あや-ぶむ*  <セキ> シャク* むかし 

キ*    ゼツ* した 

キ はた*  セン ぜに* 

キュウ* な-く  ソウ <みさお> あやつ-る* 

12 

キョウ ケイ* さかい  ソク 
はや-い はや-める はや-まる すみ-や
か*  

ケイ* キョウ あに  タイ* か-す 

ケイ キョウ* へ-る  チュウ* なか 

ケイ かる-い かろ-やか*  テイ ほど* 

ケン すこ-やか*  ドウ わらべ* 

ゲン <ゴン> おごそ-か* きび-しい  トク え-る う-る* 

コ ゆえ*  ナイ ダイ* うち 

コウ おおやけ*  ハン <ホン> 
タン* 

そ-る そ-らす 

コウ さいわ-い さち* しあわ-せ  ヒ ひ-める* 

コウ はがね*  ビョウ <ヘイ> や-む* やまい 

サイ わざわ-い*  マイ* いもうと 

シ* あね 

11 

 メイ ミョウ* いのち 

ジ あざ*  メイ* まよ-う 

ジ* に-る  モク ボク* め <ま> 

ジ ニ*    ヨウ かなめ  い-る*  

ジ*    リン のぞ-む* 

ジャク* <ニャ
ク> 

わか-い <も-しくは>  ロウ ほが-らか* 

シュ て た*  ワ <オ> 
やわ-らぐ* やわ-らげる* なご-む* な
ご-やか* 

シュウ ソウ*      

シュウ* ジュウ* ひろ-う     

ジュク う-れる*   
  

シュツ スイ* で-る だ-す     

ショ 
はじ-め はじ-めて はつ <うい> そ-め
る* 

    


