
学年 音　　　楽 図画工作 体　　　育

月 主題（題材）名 主題（題材）名 主題（題材）名

4 さんぽ たのしいな　おもしろいな 集団行動

かもつれっしゃ かたちや　いろを　たのしもう

ひらいた　ひらいた A体つくり運動

かたつむり おひさま　にこにこ 　体ほぐしの運動

ぶんぶんぶん B器械・器具を使った運動遊び

校歌　国歌（君が代） すきなもの　なあに 　マットを使った運動遊び

A体つくり運動

5 しろくまのジェンカ チョキチョキ　かざり 　多様な動きをつくる運動遊び

わくわくキッチン おにあそび

音楽ランド すなや　つちと　なかよし

うみ

ひもひも　ねんど

6 たなばたさま C走・跳の運動遊び

どれみの　うた いろいろな　はこから 　走の運動遊び

F表現リズム遊び

いろいろな　かたちの　かみから 　表現遊び

ひのまる

せんせい　あのね C走・跳の運動遊び

いい　おと　みつけて 　跳の運動遊び

音のマーチ

7 おって　たてたら Eゲーム

がっきをつくってみよう 　ボール投げゲーム

　ボール蹴りゲーム

おとで　よびかけっこ 体力テスト①

8 でこぼこ　はっけん B器械・器具を使っての運動遊び

こうしんきょく ・鉄棒を使った運動遊び

9 みてみて　おはなし ・固定施設を使った運動遊び

ようすを　おんがくで おにあそび

D水遊び

A体つくり運動

　多様な動きをつくる運動遊び

Eゲーム

ごちそうパーテイーをはじめよう 　ボール投げゲーム

　ボール蹴りゲーム

10 おんがくランド F表現運動

やぶいた かたちから うまれた
よ

　リズムダンス

11 C走・跳の運動遊び

音のスケッチ コロコロぺったん　シャカシャカ 　跳ぶの運動遊び

スケート

12 たきび うつした　かたちから B器械・器具を使っての運動遊び

おしょうがつ 　マットを使った運動遊び

クルクル　まわして 体力テスト②

はこで　つくったよ

おもちゃのへいたい なにが　でてくるかな？

B器械・器具を使っての運動遊び

1 もりの　くまさん どんどん　ならべて 　跳び箱を使った運動遊び

Eゲーム

2 フルーツケーキ いっしょに　おさんぽ 　ドッジボール

うれしいひなまつり のってみたいな　いきたいな

A体つくり運動

3 おんがくランド コロコロ　ゆらりん 　多様な動きをつくる運動遊び

校歌

国歌（君が代）

68 68 102年間総時数

（　２学年　）
学年

月

4 オリエンテーション　じゅんばんにならぼう  1　ひょう・グラフと時計 町のすてき大はっけん

（書）字を書くしせい・えんぴつのもちかた ○　わくわく算数学しゅう 　わたしの町

ふきのとう ○ふくしゅう・じゅんび 　町たんけん１

春がいっぱい  2　たし算とひき算

今週の　ニュース チャレンジテスト　サポート問題

チャレンジテスト　サポート問題 　町たんけん２

5  たんぽぽの　ちえ  3　長さ

 かん字のひろば① ○ふくしゅう・じゅんび

まとめ

（書）かん字の書き方 わたしたちのやさいばたけ

かんさつ名人になろう 　野さい作りの　じゅんび

6  いなばの　白うさぎ ○　かくれた数は　いくつ

 かたかなの　ひろば ○　どんな計算になるのかな（1）

 ともこさんは　どこかな ○ふくしゅう・じゅんび 　なえうえ

 同じ　ぶぶんを　もつ　かん字

チャレンジテスト チャレンジテスト　 　野さいのせわ

 スイミー  5　1000までの数

（書）かん字の書き方

 かん字のひろば②

町のすてき大はっけん

こんなもの、見つけたよ 　町のしょうかい

うれしいことば ○　買えますか？買えませんか？

7 １学期（かん字）のまとめ いきものとともだち

本はともだち 　生きものさがし

（書）原稿用紙に書くとき  6　かさ 　ザリガニのせわ

かん字の広場③

まとめ ○　算数のじゆうけんきゅう

夏がいっぱい まとめ

8 おおきくなあれ わたしたちのやさいばたけ

大すきなもの、教えたい  7　たし算とひき算のひっ算（2） 　野さいのせわ

 カンジーはかせの大はつめい ○　ふえたり　へったり

9 ことばあそびをしよう チャレンジテスト　サポート問題 　野さいのしゅうかく

チャレンジテスト　サポート問題  8　計算のじゅんじょ

（書）かん字の書き方 いきものとともだち

どうぶつえんのじゅうい 　ザリガニはかせ

 お手紙／主語と述語  9　かけ算（1）

10  かん字の読み方 ○　ふくしゅう 　ダンゴムシのせわ

秋がいっぱい  10　かけ算（2）

　ダンゴムシはかせ

まとまりに分けて、お話を書こう ○　ふくしゅう

○　よみとる算数 わたしたちのやさいばたけ

しかけカードの作り方 　わたしと野さい

おもちゃの作り方

 11　三角形と四角形

（書）かん字の書き方 作ってあそぼう

11 あったらいいな、こんなもの 　おもちゃ作りのじゅんび

にたいみのことば、はんたいのことば

チャレンジテスト 　作ってあそぼう

わたしはおねえさん チャレンジテスト　

12 （書）かん字の書き方 ○ふくしゅう・じゅんび 　みんなであそぼう

 かん字の広場④

冬がいっぱい  12　九九のきまり 

（書）書ぞめ

てのひらを太陽に まとめ

2学期のかん字のまとめ

ようすをあらわすことば  13　100 ㎝をこえる長さ

見たこと、かんじたこと

三枚のおふだ ○　ちがいを　みて みんな大すき　わたし大すき

まとめ ○　どんな計算になるのかな（２） 　できるようになったこと

1  おにごっこ ○ふくしゅう・じゅんび 　小さいころのこと

かん字の広場⑤

チャレンジテスト　サポート問題 チャレンジテスト　サポート問題 　

2  みんなできめよう  14　10000までの数 　自分ものがたり

なかまのことばとかん字  15　はこの形

スーホの白い馬 ○　何番目

（書）二年生のまとめ

ことばをたのしもう

 16　分数 　もうすぐ３年生

楽しかったよ、二年生 ○　もうすぐ３年生

3 チャレンジテスト チャレンジテスト

まとめ まとめ

年間総時数 315 175 105

生　　　活

 4　たし算とひき算のひっ算（1）

国　　　語 算　　　数 学年 音　　　楽 図画工作 体　　　育

月 主題（題材）名 主題（題材）名 主題（題材）名

4 ジェットコースター
た の し い な お も し ろ い な
(オリエンテーション)

集団行動

音楽に合わせて A体つくり運動

・ジェッディン　デデンほか ひみつのたまご 　体ほぐしの運動

・小さな　はたけ B器械・器具を使っての運動

5 歌で　よびかけっこ ひかりのプレゼント 　マットを使った運動遊び

・かくれんぼ A体つくり運動

・あの青い空のように にぎにぎねん土 　多様な動きをつくる運動遊び

鬼遊び

C走・跳の運動遊び

6 はくのながれとリズム ざいりょうから　ひらめき 　走の運動遊び

・どうぶつの歌 F表現リズム遊び

・どうぶつのラップであそぼう 　表現遊び

・ことばのリズムであそぼう たのしかったよ　ドキドキしたよ C走・跳の運動遊び

7 楽きで　ドレミ しんぶんしとなかよし 　跳の運動遊び

めざせ楽き名人 Eゲーム

音のスケッチ　校歌 くしゃくしゃ　ぎゅっ 　ボール投げゲーム

わっかで　へんしん 　ボール蹴りゲーム

体力テスト①

8 歌うの大すき すてきな　もの　いっぱい B器械・器具を使っての運動

　鉄棒を使った運動遊び・

　固定施設を使った運動遊び

・夏だ　　・やおやのおみせ 鬼遊び

9 ・ツッピンとびうお とろとろえのぐでかく D水遊び

A体つくり運動

・ねこだってサッカー 　多様な動きをつくる運動遊び

音のスケッチ まどをひらいて Eゲーム

　ボール投げゲーム

10 いい音　見つけて おもいでをかたちに 　ボール蹴りゲーム

・ゆかいな時計 ときめき　コンサート F表現運動

・森のたくけんたい ストローでこんにちは 　リズムダンス

11 おまつりの　音楽 はさみのあーと C走・跳の運動遊び

にっぽんのうた・みんなのうた だんだんダーボール 　跳の運動遊び

スケート

12 音のスケッチ ともだち　ハウス B器械・器具を使っての運動

ようすを　音楽で かみはんをつくって マットを使った運動遊び

・汽車は走る 体力テスト②

・しゅっぱつ

音楽ランド

クリスマスソングを歌おう

1 ようすを　音楽で ともだち　見つけた B器械・器具を使っての運動

・こぎつね わくわく　すごろく 　跳び箱を使った運動遊び

Eゲーム

2 みんなで　合わせて 見て見て　おはなし ドッジボール

・ウンパッパ　　チャチャマンポ A体つくり運動

3 にっぽんのうた・みんなのうた つないで　つるして 　多様な動きをつくる運動遊び

音楽ランド

音楽のおくりもの

校歌、国歌(君が代）

70 70 105年間総時数

（　３学年　）

学年
月

4 よく聞いて、じこしょうかい　どきん オリエンテーション  1　九九の表とかけ算 １　春の自然にとびだそう

学力検査  2　わり算

きつつきのしょうばい 学力検査

（書・毛）毛筆の基本を知ろう 復習

国語辞典の使い方 ◎　どんな計算になるのかな

チャレンジテスト　サポート問題

5 漢字の音と訓 ２　たねをまこう

春の楽しみ  3　円と球

（書・毛）用具の使い方 ◎　算数じつけん室 ３　チョウをそだてよう

良い聞き手になろう ◎　わくわく算数学習

（書・硬）書くときのしせい ◎　かくれた数はいくつ（１）

漢字の広場① ◎復習

まとまりをとらえて読み、かんそうを
話そう

俳句を楽しもう

6 （書）筆の持ち方

気になる記号  　２　わたしたちの市の様子  4　たし算とひき算の筆算 ● どれぐらい育ったかな

漢字の広場② ◎　復習

（書）漢字の筆使いをたしかめよう  5　一億までの数

たのきゅう ◎　買えますか？買えませんか？ ４　こん虫を調べよう

チャレンジテスト

夏の楽しみ チャレンジテスト チャレンジテスト

7 もうすぐ雨に  6　たし算とひき算 ●　花がさいたよ

「ありがとう」をつたえよう ◎　算数の自由研究 わたしの研究

（書・硬）手紙の原稿 まとめ

漢字の広場③ チャレンジテスト まとめ

まとめ まとめ

（書・毛）おれ ◎　復習

8 本は友だち  7　時間と長さ わたしの研究

私と小鳥とすずと/やまのてっぺん 　 １　店で働く人と仕事 ●　実ができたよ

（書・毛）はらい 理科の世界をくわしく調べよう

チャレンジテスト　サポート問題  8　あまりのあるわり算

9 つたえよう、楽しい学校生活 ◎　かくれた数はいくつ（２）

（書・毛）点・曲がり・そり  ９　三角形 ５　太陽とかげの動きを調べよう

へんとつくり ◎　何倍でしょう

ローマ字 １０　計算のじゅんじょ

ちいちゃんのかげおくり

10 漢字の広場④  11　１けたをかけるかけ算の筆算６　太陽の光を調べよう

修飾語 ◎　復習

秋の楽しみ  12　重さ

（書・毛）丸み

すがたをかえる大豆  13　分数

11 食べ物のひみつ教えます ◎　べつべつに、いっしょに  7　風やゴムで動かそう

（書・硬）部分の組み立て チャレンジテスト  14　計算のきまり

短歌を楽しもう

チャレンジテスト

漢字の意味  15　表とグラフ チャレンジテスト

12 （書・毛）行の中心 ８　明かりをつけよう

三年とうげ 　　１　受けつがれる行事

たから島のぼうけん 　 チャレンジテスト

（書・毛）書き初め

漢字の広場⑤ ◎まとめ  8　じしゃくにつけよう

言葉を分類する

まとめ まとめ まとめ

1 冬の楽しみ  16　小数 ●つくってあそぼう

（書・硬）横書き チャレンジテスト

チャレンジテスト ◎　復習

雪/ゆき チャレンジテスト　サポート問題

ありの行列  17　２けたをかけるかけ算の筆算

2 資料からわかる、小学生のこと ◎　間の数 10　物の重さをくらべよう

コンピューターのローマ字入力

カンジー博士の音訓かるた 　 ２　昔の道具とくらし ◎　よみとる算数

ことわざについて調べよう

漢字の広場⑥  18　□を使った式

チャレンジテスト ◎みらいへのつばさ

3 モチモチの木 19　そろばん ○たくさんの発見をしたね

（書写）３年生のまとめ チャレンジテスト ◎　もうすぐ四年生 まとめ

わたしの三大ニュース チャレンジテスト チャレンジテスト

まとめ まとめ まとめ 1年間のまとめ

245 60 175 90

理　　科社　　会

年間総時数

国　　語

　　１わたしたちのまちはどん
なまち

チャレンジテスト　サポート問
題

１　わたしたちの大すきなまち

  ※ 副読本『のびゆく苫小
牧』

２　働く人とわたしたちのくら
し

　　２　工場で働く人と仕事

３　変わるわたしたちのくらし

チャレンジテスト　サポート問題

チャレンジテスト　サポート問題

算　　数 学年 音　　　楽 図画工作 体　　　育

月 主題（題材）名 主題（題材）名 主題（題材）名

4 小さな世界 集団行動

春の小川
見つけたよ ためしたよ

A体つくり運動
　体ほぐしの運動

5 この山光る 色・形　いい感じ！ B器械運動

楽ふとドレミ  ・ドレミの歌  マット運動

キラキラおひさま
ふんわりふわふわ

A体つくり運動
　多様な動きをつくる運動

茶つみ   七つの子
ねん土マイタウン

C走、跳の運動
　かけっこ

6
こんにちはリコーダー A体つくり運動

　多様な動きをつくる運動

ひもひもワールド
C走、跳の運動
　リレー

Eゲーム   キックベース
     （ベースボール型）

大すきなものがたり

7 くり返して重ねて F表現 　　表現

うさぎ G保健
　けんこうというたからもの

8 めざせ楽き名人 ゴムの力で 体力テスト①

音楽ランド／歌はすばらしい E　ゲーム　キックベース
　　　　（ベースボール型）

せんりつと音色
B器械運動
　鉄棒運動

森の子もり歌 ここがお気に入り D浮く・泳ぐ運動

9 ふじ山 C走・跳の運動　　高跳び

まっかな秋
うれしかったあの気もち

C走・跳の運動
　小型ハードル走

トントンドンドンくぎうち名人
Eゲーム
　ラインサッカー(ゴール型）

せいじゃの行進 F表現運動　リズムダンス

10 ミッキーマウスマーチ カラフルフレンド

もしもコックさんだったなら

11 世界の歌めぐり いつもの場所で スケート

雪のおどり

マンガニ、雨とおどろう

日本や世界の子どもの歌 いろいろうつして

Eゲーム
　プレルボール（ネット型）

ハッピー小もの入れ

12 音楽のききどころ 体力テスト②

メヌエット まほうのとびらをあけると

音楽ランド G保健　体のせいけつとけんこ
う

めざせ楽き名人 クミクミックス

1 音のスケッチ A体つくり運動

2 パフ 　多様な動きをつくる運動

ピーターとおおかみ
クリスタルファンタジー

B器械運動
　跳び箱運動

3
音楽ランド Eゲーム

　ポートボール（ゴール型）

校歌・国歌(君が代） G保健　けんこうによいかん
きょう

60 60 105年間総時数

G保健
　健康によい一日の生活

（　４学年　）
学年

月

4 ばらばら言葉を聞き取ろう　春の歌 オリエンテーション  1　角とその大きさ 動物のからだのつくりと運動

（書・毛）筆順と字形 ◎　復習・準備

白いぼうし 安全なくらしとまちづくり チャレンジテスト　サポート問題

（書・硬）筆順と字形 ・事故・事件のないまちを目ざして  2　１けたでわるわり算の筆算 天気と気温

学力検査 学力検査

チャレンジテスト　サポート問題 ・災害からまちを守るために ◎　算数実験室①

5 漢字の組み立て ◎　わくわく算数学習 あたたかくなると

漢字字典の使い方 ◎　何倍でしょう

春の風景 健康なくらしとまちづくり  3  折れ線グラフ

よりよい話し合いをしよう ・ごみはどこへ ◎　復習・準備

興味をもったところを発表しよう

漢字の広場①  4　一億をこえる数

短歌・俳句に親しもう(一)

調べたことを整理して書こう

（書・硬）筆順と画の付き方 電気のはたらき

6 いろいろな意味をもつ言葉  5　垂直・平行と四角形

ふるやのもり ◎　復習・準備

一つの花 チャレンジテスト　 チャレンジテスト

(書・毛）筆順と画の付き方  6　小数 チャレンジテスト

7 夏の風景 暑くなると

自分の考えを伝えるためには ◎　算数の自由研究

チャレンジテスト  7　式と計算の順じょ

漢字の広場② ・水はどこから ◎　復習・準備 夏の星

(書・毛）部分の組み立て方 まとめ

本は友達 まとめ  　● わたしの研究

忘れもの/ぼくは川 8　２けたでわるわり算の筆算 まとめ

まとめ  9　そろばん

8 カンジーはかせの漢字しりとり チャレンジテスト　サポート問題 　● わたしの研究

調べたことを整理し、発表しよう ◎　復習 月や星の動き

チャレンジテスト　サポート問題 10　面積

9 （書・毛）部分の組み立て方 昔から今へと続くまちづくり すずしくなると

漢字の広場③ ※副読本『のびゆく苫小牧』  11　がい数とその計算

10 ごんぎつね ◎　見積りを使って とじこめた空気と水

(書・毛）結び ◎　どんな計算になるのかな

秋の風景 ◎　もとの数はいくつ

慣用句 ◎　復習・準備 物の体積と温度

アップとルーズで伝える  12　小数×整数，小数÷整数

（書・硬）漢字とかなの大きさ、配列

「クラブ活動リーフレット」を作ろう 　 ◎　よみとる算数

11 短歌・俳句に親しもう(二) ◎　復習・準備 水のすがたと温度

(書・硬）文章を読みやすく書くために チャレンジテスト　  13　調べ方と整理のしかた

チャレンジテスト わたしたちの北海道とまちづくり

プラタナスの木 ※副読本『のびゆく苫小牧』 ◎　復習・準備 チャレンジテスト

12 （書・毛）　漢字どうしの大きさ  

漢字の広場④ 14　分数

文と文をつなぐ言葉 ◎　復習・準備 自然のなかの水のすがた

のはらうた

野原に集まれ まとめ まとめ

まとめ まとめ

(書・毛）書き初め

1 チャレンジテスト　サポート問題 チャレンジテスト　サポート問題 寒くなると

冬の風景 15　変わり方

ウナギのなぞを追って 　●冬の星

2 (書/毛）もっと知りたい ◎　復習・準備 まとめ

漢字の広場⑤ チャレンジテスト 16　直方体と立方体

聞き取りメモの工夫 物のあたたまり方

熟語の意味 チャレンジテスト

私の研究レポート チャレンジテスト 　●学びをつなごう

3 まちがえやすい漢字

チャレンジテスト ◎　だれでしょう 生き物の１年を振り返って

初雪のふる日 まとめ ◎　みらいへのつばさ たくさんの発見をしたね

漢字の広場⑥ ◎　もうすぐ５年生(復習）

十年後の私へ まとめ

まとめ まとめ

245 90 175 105年間総時数

理　　科

北海道を紹介するパンフレットを
つくろう

国　　語 社　　会 算　　数 学年 音　　　楽 図画工作 体　　　育

月 主題（題材）名 主題（題材）名 主題（題材）名

4 はじめの一歩 見つけたよ　ためしたよ 集団行動

◎さくら変そう曲

（オリエンテーション）
A体つくり運動
　体ほぐしの運動

5 ひびけ歌声　　プパポ 絵の具でゆめもよう
B器械運動
　マット運動

◎「サウンド　オブ　ミュージッ ク」 から
A体つくり運動
　多様な動きをつくる運動

ひょうしとせんりつ
立ち上がれ！ねん土 C走・跳の運動

　かけっこ

・エーデルワイス
A体つくり運動
　多様な動きをつくる運動

6 ◎トルコ行進曲 コロコロガ－レ C走・跳の運動
　リレー

・ラバース　コンチェルト
Eゲーム
キックベース（ベースボール型）

◎メヌエット

まきばの朝 まぼろしの花

・ハローサミング

7 せんりつと音色
F表現運動
　表現・リズムダンス

・ゆかいに歩けば　　とんび
わすれられないあの時 G保健

　大きくなってきたわたし

音楽ランド　　半月 体力テスト①

◎アラ　ホーンパイプ つなぐんぐん

みかんのはなさくおか

8 日本のリズム・世界のリズム
からだでかんしょう Eゲーム

キックベース（ベースボール型）

B器械運動
　鉄棒運動

9 ソーランぶし D浮く・泳ぐ運動

◎日本のお祭りをたずねて トロトロ・カチコチ・ワールド C走・跳の運動　幅跳び

◎葛西ばやし／サムルノリ C走・跳の運動　小型ハードル走

おもしろアイディアボックス

10 もみじ　　　　里の秋
Eゲーム
ラインサッカー（ゴール型）

ラ　クンパルシータ 大好きな物語 F表現運動　リズムダンス

11 ズンガリガリ 幸せを運ぶカード G保健　思春期に現れる変化

＜音楽ランド＞ スケート

12
すみですみか

Eゲーム
キャッチバレーボール（ネット型）

＜音のスケッチ＞ 体力テスト②

ほってすって見つけて G保健　思春期に現れる変化

1 ◎歌げき「魔笛」から

ギコギコクリエーター
A体つくり運動
　多様な動きをつくる運動

B器械運動　跳び箱運動

＜音楽ランド＞

2
ゴーゴー・ドリームカー Eゲーム

　ポートボール（ゴール型）

3 ◎ノルウェ－舞曲　第２番

気持ちを合わせて つつんだアート

＜音のスケッチ＞

＜音楽ランド＞ G保健　よりよく育つための生活

国歌(君が代）

60 60 105年間総時数

（　５学年　）

学年
月

4 教えて，あなたのこと オリエンテーション １．整数と小数 天気の変化

（書・毛）穂先の動き１ わたしたちのくらしと国土 ＊　復習　準備

ふるさと　あめ玉 　日本は世界のどこにある？ ２．体積 植物の発芽と成長

チャレンジテストサポート問題 　日本の地形と気候 チャレンジテストサポート問題

なまえつけてよ ◎　算数実験室

漢字の広場① ◎　わくわく算数学習

学力検査 ＊　復習　準備

5 春の空 　自然条件と人々のくらし 学力検査 魚のたんじょう

新聞を読もう ３．小数×小数

漢字の成り立ち ＊　復習　準備

（書・毛）穂先の動き２ ４．小数÷小数

見立てる　　生き物は円柱形 ５．式と計算 花から実へ

漢字の広場② ◎　同じものに目をつけて

6 古典の世界（一） 食料生産を支える人々 ６．合同な図形

(書・硬)すばやく書き留めるために 　オリエンテーション ◎　どんな計算になるのかな

きいて、きいて、きいてみよう 　米づくりのさかんな地域 ◎　夏休みの算数の自由研究 台風と天気の変化

7 敬語 　水産業のさかんな地域 ＊　復習

本は友達 チャレンジテスト チャレンジテスト

（書・硬）筆順と字形 チャレンジテスト

漢字の広場③ 　これからの食料生産  7　整数 １学期のまとめ

夏の夜 わたしの研究

チャレンジテスト まとめ

（書・毛）部分の組み立て方 まとめ ＊　準備

次への一歩――活動報告書  8　分数

まとめ ＊　復習　準備

8 からたちの花 工業生産を支える人々  9　面積 わたしの研究

チャレンジテストサポート問題 　オリエンテーション チャレンジテストサポート問題 流れる水のはたらき

カンジー博士の暗号解読 　自動車づくりにはげむ人々 ◎　人文字

9 日常を十七音で ＊　復習　準備

和語・漢語・外来語

明日をつくるわたしたち

漢字の読み方と使い方

10 (書・硬)手書き文字と活字 　世界とつながる日本の工業  10　平均とその利用

大造じいさんとガン 物のとけ方

漢字の広場④　秋の夕暮れ 　工業の今と未来  11　単位量あたりの大きさ

（書・硬）文字の配列

秋の夕暮れ

（書・毛）文字の大きさ

11 天気を予想する くらしを支える情報 12　分数（２）

グラフや表を用いて書こう 　オリエンテーション チャレンジテスト チャレンジテスト

チャレンジテスト 　情報を伝える人々 ＊　復習

（書・硬）筆記具の選択 チャレンジテスト ◎　見積もりを使って 人のたんじょう

12 同じ読み方の漢字 　広がる情報ネットワーク

百年後のふるさとを守る ◎　順々に調べて

古典の世界（二） 　情報を生かすわたしたち ＊復習・準備 科学センター見学

分かりやすく伝える まとめ 13　割合

詩の楽しみ方を見つけよう 学びをつなごう

まとめ まとめ

（書・毛）書初め 国土の自然とともに生きる まとめ

1 想像力のスイッチを入れよう 　オリエンテーション チャレンジテストサポート問題 電流がうみ出す力

チャレンジテストサポート問題 　森林を守る人々 ＊復習・準備

漢字の広場⑤ 14　円と正多角形

2 見るなのざしき 　自然災害とともに生きる ＊準備

すいせんします チャレンジテスト 15　角柱と円柱

複合語 チャレンジテスト チャレンジテスト

チャレンジテスト ふりこのきまり

冬の朝 16　変わり方

（書・毛）５年生のまとめ 　生活環境を守る人々 ◎輪投げ

3 わらぐつの中の神様 ◎読み取る算数

一まいの写真から ◎みらいへのつばさ たくさんの発見をしたね

漢字の広場⑥ まとめ ＊もうすぐ6年生 まとめ

六年生になったら まとめ

まとめ

175 100 175 105

理　　科

年間総時数

国　　語 社　　会 算　　数 学年 音　　　楽 図画工作 家　　　庭 体　　　育

月 主題（題材）名 主題（題材）名 主題（題材）名 主題（題材）名

4 ﾚｯﾂ ﾃｲｸ ｱ ﾁｬﾝｽ 見つめて 広げて ガイダンス
集団行動

＜スキルアップ＞ まだ見ぬ世界 ①わが家にズームイン！
Ａ体つくり運動
　体ほぐしの運動

5
Ｂ器械運動
　マット運動

心の形
Ａ体つくり運動
　体力を高める運動

②おいしい楽しい調理の力
Ｃ陸上運動
　短距離走・リレー

6 音の重なりとひびき 何をかいているのかな？
Ｆ表現運動
　表現
Ｅゲーム
ソフトボール（ベースボー
ル型）

アンサンブルのみりょく くねくね糸のこパズル
保健　心の健康

　いろいろな合唱 ③ひと針に心をこめて

7 　ﾊﾛｰ･ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ﾌﾞﾙｰ
Ｆ表現運動
　フォークダンス

　組曲「カレリア」から
体力テスト①

ひびき合いを生かして

8 じっと見つめてみると
Ｅゲーム
ソフトボール（ベースボー
ル型）

④食べて元気！ご飯とみ
そ汁

Ｂ器械運動　鉄棒

9 日本の音楽・世界の音楽
ミラクル！ミラーステー
ジ

Ｄ水泳

　子もり歌　会津磐梯山 Ｃ陸上運動　ハードル走

10 　こきりこ節　谷茶前
あんなところで　こんな
ところで

Ｅゲーム
サッカー（ゴール型）

　世界の音楽 ⑤めざそう買い物名人
Ａ体つくり運動
体力を高める運動

11
立ち上がれ！マイ・ライ
ン

スケート

豊かな表現を求めて Ｃ陸上運動　走り高跳び

＜音のスケッチ＞

スキーの歌 刷り重ねて表そう

12 つるぎのまい
⑥物を生かして住みやす
く

体力テスト②

気持ちを合わせて
保健　けがの防止

音楽ランド

1 ＜音のスケッチ＞ 物語から広がる世界
Ａ体つくり運動
体力を高める運動

（鑑）ピアノ五重奏曲「ま
す」第5楽章

Ｂ器械運動　跳び箱

2 ＜しの笛のみりょく＞ コマコマアニメーション

Ｅゲーム
ソフトバレーボール（ネッ
ト型）

3 音楽ランド
保健　犯罪被害の防止
　　　けがの防止
　　　けがの手当て

国歌(君が代）・校歌

50 50 60 90

〈にっぽんのうた みんなう
た〉

年間総時数

〈にっぽんのうた みんなう
た〉

⑦ミシンにトライ！手作
りで楽しい生活

学年 音　　　楽 図画工作 家　　　庭 体　　　育

月 主題（題材）名 主題（題材）名 主題（題材）名 主題（題材）名

4 つばさをください 見つめて　広げて 集団行動

＜スキルアップ＞ 形や色を楽しもう
Ａ体つくり運動
　体ほぐしの運動

〈にっぽんのうた みんなの
うた〉

想像のつばさを広げて
⑪思いを形に生活に役立
つ布製品

Ｂ器械運動　マット運動

5 音の重なりとひびき 光の形
Ａ体つくり運動
　体力を高める運動

ひびき合いを生かして
Ｃ陸上運動
　短距離走・リレー

筆あと研究所 Ｆ表現運動　表現

6 Ｅゲーム

演奏のみりょく
ソフトボール（ベースボー
ル型）

われは海の子
ひらいてみると

保健　病気の予防

＜音楽ランド＞

7
⑩夏をすずしくさわやか
に

体力テスト①

音楽のききどころ わたしの大切な風景

豊かな表現を求めて

8 ＜音のスケッチ＞
動きをとらえて形を見つけ
て

Ｅゲーム
ソフトボール（ベースボー
ル型）

9 私たちの国の音楽 １枚の板から
⑨朝食から健康な１日の
生活を

Ｂ器械運動　鉄棒

Ｄ水泳

Ｃ陸上運動　ハードル走

10 ＜音楽ランド＞ 墨で表す
Ａ体つくり運動
　体力を高める運動

Ｃ陸上運動　走り幅跳び

＜音のスケッチ＞ 保健　生活習慣病の予防

11
＜ジャズとクラシック音楽
の出会い＞

くるくるクランク ⑬冬を明るく暖かく
スケート

Ｅゲーム
ソフトバレーボール（ネッ
ト型）

12 ＜音楽ランド＞ 味わってみよう和の世界 ⑫まかせてね今日の食事
体力テスト②

版から広がる世界

音楽に思いを込めて
保健　喫煙の害と健康
　　　飲酒の害と健康

1
〈にっぽんのうた みんなの
うた〉

アミアミアミーゴ Ａ体つくり運動
　体力を高める運動

2 Ｂ器械運動　跳び箱

＜音楽ランド＞ 12年後のわたし

⑭あなたは家庭や地域の
宝物

3
校歌　国歌(君が代） 保健　薬物乱用の害と健康

　　　地域の保健活動

50 50 55 90

⑧私の仕事と生活時間

Ｅゲーム
バスケットボール（ゴール
型）

年間総時数

（　６学年　）

学年
月

4 つないで，つないで，一つのお話　　支度 日本の歴史  1　対称な図形 地球と私たちのくらし

学力検査 　オリエンテーション ◎　わくわく算数学習＊　復習・準備

カレーライス 　国つくりへの歩み 学力検査

漢字の広場①  2　文字と式 1 物の燃え方と空気

全国学力学習状況調査 全国学力学習状況調査

春のいぶき 　大陸に学んだ国づくり ＊　復習・準備

チャレンジテスト　サポート問題 チャレンジテスト　サポート問題

5 （書・毛）部分の組み立て方  3　分数×分数

笑うからたのしい／時計の時間と心
の時間

＊　復習・準備 2 動物のからだのはたらき

学級討論会をしよう  4　分数÷分数

6 （書・硬）部分の組み立て方 　武士の政治が始まる ＊　復習・準備
3 植物のからだのはたら
き

漢字の形と音・意味  5　円の面積 学びをつなごう①

本は友達　　 　今も受けつがれる室町文化 ＊　復習・準備 4 生き物のくらしと環境

漢字の広場②

（書・毛）文字の大きさと配列 　チャレンジテスト  6　比とその利用

チャレンジテスト チャレンジテスト

7 河鹿の屏風 　全国統一への動き ◎　どんな計算になるのかな

夏のさかり チャレンジテスト　

ようこそ，私たちの町へ 　幕府の政治と人々の暮らし ◎　場合をあげて調べて まとめ

（書・硬）文字の大きさと配列 　新しい文化と学問 ◎　算数の自由研究

せんねんまんねん

熟語のなりたち 学びをつなごう②

まとめ まとめ まとめ ○私の研究

8 チャレンジテスト　サポート問題 　新しい時代の幕開け  7　図形の拡大と縮小 〇私の研究

たのしみは ◎算数実験室 5 太陽と月の形

漢字の広場③ チャレンジテスト　サポート問題

未来がよりよくあるために ＊　復習・準備

（書・毛）穂先の動きと点画のつながり  8　速さ

漢字の広場④ ◎　変わり方を調べて（１）

9 （書・硬）自分の文字をみつめる 　近代国家に向けて  9　比例と反比例 ６　大地のつくり

生活の中の言葉 ＊　復習・準備

やまなし 　戦争と人々の暮らし

10 （書・硬）情報を効果的に伝えるために ７　変わり続ける大地

秋の深まり 　平和で豊かな暮らしを目ざして 10　立体の体積

『鳥獣戯画』を読む 11　およその形と大きさ 学びをつなごう③

この絵，私はこう見る 暮らしの中の政治 ＊　復習・準備 ８　てこのはたらき

11 漢字を正しく使えるように 　オリエンテーション 12　資料の調べ方

（書・毛）書初め 　わたしたちの暮らしを支える政治 ◎　変わり方を調べて（２）

伝えられてきたもの

日本で使う文字 13　場合を順序よく整理して ９　水溶液の性質とはたらき

漢字の広場⑤

表現を選ぶ チャレンジテスト チャレンジテスト チャレンジテスト

チャレンジテスト ◎見積もりを使って

12 天地の文 　憲法とわたしたちの暮らし ◎みらいへのつばさ まとめ

まとめ まとめ まとめ

1 未知へ チャレンジテスト　サポート問題 10 電気と私たちのくらし

自然に学ぶ暮らし ◎よみとる算数

漢字の広場⑥ 世界の中の日本 ◎割合を使って

（書・毛）六年生のまとめ 　オリエンテーション ＊　復習・準備

忘れられない言葉 　日本とつながりの深い国々 14　量の測定

カンジー博士の山登り

チャレンジテスト　サポート問題

春を待つ冬

2 海の命 　世界の人々とともに生きる ＊　6年のまとめ 学びをつなごう

今，私は，ぼくは 11　地球に生きる

（書・毛）未来に向かって

チャレンジテスト 　チャレンジテスト チャレンジテスト チャレンジテスト

3 中学校へつなげよう

(書・毛)／５～６年で学習した漢字 たくさんの発見をしたね

まとめ まとめ まとめ まとめ

175 105 177 105

理　　科

年間総時数

国　　語 社　　会 算　　数

（　１学年　）

国　　　語 算　　　数 生　　　活

主題（題材）名 主題（題材）名 主題（題材）名

4 あさ がっこう　たんけん
なんていおうかな オリエンテーション 　１ねんせいになったよ
(書)はじめに １　かずとすうじ 　ともだち　いっぱい
どんなおはなしかな 　がっこう　たんけん１
どうぞよろしく 　がっこう　たんけん２
(書)ひらがな　あつまれ 　がっこうのこと　
こえのおおきさ、どうするの 　　もっと　しりたいね
うたにあわせて　あいうえお

ことばをつくろう ２　なんばんめ
まとめ あそびにいこうよ

5 えをみてはなそう ３　いくつといくつ 　はるのあそび
かきとかぎ ４　いろいろなかたち
あさのおひさま ○ふくしゅう わたしのあさがお
はなのみち 　たねまきの　じゅんび
ぶんをつくろう

ねことねっこ 　たねまき
わけをはなそう

(書)ひらがな　あつまれ

6 おばさんとおばあさん ５　ふえたりへったり　
くちばし ６　たしざん（１）
おもちやとおもちゃ ○ふくしゅう
おもいだしてはなそう ７　ひきざん（１）
あいうえおであそぼう チャレンジテスト 　ちいさな　め
(書)ひらがな　あつまれ

7 おおきくなった ○ふくしゅう 　まいにちの　せわ
おむすびころりん ８　２０までのかず
たからものをおしえよう よみとるさんすう あそびにいこうよ
は・を・へをつかおう ９　とけい（１） 　なつのあそび
すきなこと、なあに ○　ふくしゅう
おおきなかぶ 10　おおきさくらべ（１）
ほんはともだち まとめ
こんなことしたよ

チャレンジテスト わたしのあさがお
まとめ 　きれいなはな

8 いちねんせいのうた 11　３つのかずのけいさん
はなそう　きこう ○   ふくしゅう いきもの　だいすき
おはなしを　たのしもう チャレンジテスト　サポート問題 　なかよくなろう
チャレンジテスト　サポート問題 　いきものさがし

9 よんでたしかめよう 12　たしざん（２）
(書)ひらがな 13　かたちづくり 　いきものさがし
こえにだしてよもう ○ふくしゅう
よく見てかこう わたしのあさがお
(書)まがりとおれ 14　ひきざん（２） 　あたらしい　たね

10 たのしくつかおう たすのかな　ひくのかな
(書)むすび 15　０のたしざんとひきざん 　わたしの　あさがお
くらべてよもう 16　ものとひとのかず
(書)すきなことなあに いきもの　だいすき

11 ほんはともだち ○　ふくしゅう 　なかよくなろう
きいてしらせよう 17　大きいかず

本はともだち
18　とけい（２） あそびにいこうよ

(書)にているひらがな　じのかたち ○　ふくしゅう 　あきのあそび
(書)かたかな　かんじ チャレンジテスト　サポート問題 　あそびのひろば
こえにだしてよもう 　むかしのあそび
ことばっておもしろいな 　
チャレンジテスト かえますか？かえませんか？ 　ふゆのあそび

12 てがみをかこう 19　100までのかずのけいさん
おはなしを　たのしもう ○　ふくしゅう
(書)かんじとかたかな 20　おなじかずずつ
ふたりでかんがえよう ○まとめ ありがとうがいっぱい
(書)かきぞめ 　いえのしごと
まとめ

1 チャレンジテスト　サポート問題 21　おおいほう　すくないほう 　できるようになったこと
ちがいをかんがえてよもう チャレンジテスト　サポート問題

2 すきなところをさがしてよもう もののいち 　もうすぐ２ねんせい
チャレンジテスト チャレンジテスト

3 おもいだしてかこう 22　大きさくらべ(2)
(書)１ねんせいのまとめ もうすぐ2年生
まとめ まとめ

年間総時数 306 136 102

　学
年
月


