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よく聞いてじこしょうかい 漢字の音と訓 気もちをこめて「来てください」 引用するとき わたしと小鳥とすずと ちいちゃんのかげおくり すがたをかえる大豆 漢字の広場⑤ 詩のくふうを楽しもう つたわる言葉で表そう わたしたちの学校じまん

どきん もっと知りたい、友だちのこと 漢字の広場③ 仕事のくふう、見つけたよ 山小屋で三日間すごすなら 修飾語を使って書こう 食べ物のひみつを教えます 三年とうげ カンジーはかせの音訓かるた これがわたしのお気に入り モチモチの木

きつつきの商売 漢字の広場② まいごのかぎ 夏のくらし ポスターを読もう 秋のくらし ことわざ・故事成語 たから島のぼうけん 漢字の広場⑥ コンピュータのローマ字入力

国語辞典を使おう こまを楽しむ 俳句を楽しもう 鳥になったきょうりゅうの話 へんとつくり はんで意見をまとめよう 漢字の意味 冬のくらし ありの行列 わたしたちの学校じまん

漢字の広場① こそあど言葉を使いこなそう ローマ字 漢字の広場④ 短歌を楽しもう

春のくらし 書写 準備の仕方、「一・二」 書写　たて画「土」 書写　おれ「日」 書写　はらい「木」 書写　点・曲がり「光」 書写　丸み「つり」 書写　書初め 書写　書初め 書写 書写　まとめ「水玉」

わたしたちの大田区 わたしたちの大田区わたしたちのくらし わたしたちのくらし わたしたちのくらし わたしたちのくらし 安全なくらし 安全なくらし 大田区のうつりかわり 大田区のうつりかわり 大田区のうつりかわり

①わたしたちの大田区 ①わたしたちの大田区 ①くらしとお店 ①くらしとお店 ②くらしと工場 ②くらしと工場 ①火災から人々を守る ②身近にひそむ交通事故 ①かわってきた大田区 ①かわってきた大田区 ②発展していく大田区

安全なくらし 地域の安全を守ろう 地域の安全を守ろう

①火災から人々を守る

かけ算 わり算 あまりのあるわり算 暗算 大きい数のしくみ 大きい数のわり算 小数 分数 □をつかった式 倍の計算 ぼうグラフと表

時こくと時間のもとめ方 たし算とひき算の筆算 重なりに注目して あまりのあるわり算 かけ算のひっ算（1） 分数とわり算 重さのたんいとはかり方 かけ算の筆算（２） 三角形と角 そろばん

どんな計算になるのかな？ 間の数に注目して

円と球 3年のふくしゅう

生き物のすがた こん虫の育ち方 植物の育ち方（2） 音のふしぎ 動物のすみか 地面のようすと太陽 太陽の光 電気の通り道 じしゃくのふしぎ ものの重さ おもちゃショーを開こう！

植物の育ち方（1） 葉・くき・根 植物の育ち方（3） 植物の育ち方（4）

たねまき ゴムや風の力 花 花がさいた後

音楽で心をつなげよう 歌って音の高さをかんじとろう リコーダーのひびきをかんじとろう リコーダーのひびきをかんじとろう 拍のながれにのってリズムをかんじとろう せんりつのとくちょうをかんじとろう 曲のかんじを生かそう いろいろな音のひびきをかんじとろう ちいきに伝わる音楽でつながろう 音の重なりをかんじて合わせよう 気持ちを一つにして演奏

歌って音の高さをかんじとろう 海風きって ピタゴラスイッチ　小鳥のために 坂道　雨上がり 手拍子でリズム　うさぎ あの雲のように メヌエット アレグロ 祇園囃子　ねぶた囃子 かね しよう

ドレミで歌おう 茶つみ きれいなソラシ 拍のながれにのってリズムをかんじとろう せんりつのとくちょうをかんじとろう ふじ山 山のポルカ パフ 神田囃子 エーデルワイス 歌よありがとう　

春の小川 せんりつづくり ゆかいな木きん とどけようこのゆめを 帰り道 おかしのすきなまほう使い ラドレでせんりつづくり 　　6年生を送る会の曲 帰り道　他

クリスタルファンタジー

かけっこ・リレー 表現 ゲーム（ボール投げ） 水泳 水泳 走・跳（小型ハードル） 器械（鉄棒） 体つくり ボール（ベース型） ボール（ゴール型） ボール（ゴール型）

体つくり 跳（幅跳び） ボール（ネット型） 跳（高跳び） 器械（マット） 器械（マット） ボール（ゴール型） 器械（跳び箱） 器械（跳び箱）

表現 水泳 保健 保健

Unit1 Unit2 Unit3 Unit4 Unit5 Unit6 Unit7 Unit7 Unit8 Unit9 Unit9
Hello!Hello! How are you? How many? I like blue. What do you like? ALPHABET This is for This is for What's this? Who are you? Who are you?
あいさつをして友達になろう ごきげんいかが 数えてあそぼう すきなものをつたえよう 何がすき？ アルファベットとなかよし カードをおくろう カードをおくろう これなあに？ きみはだれ？ きみはだれ？

めざまし時計 ブラッドレーのせいきゅう書 あめ玉 友だちやもんな、ぼくら 黄色いボール 金魚の魚 幸せの王子 言葉のまほう 千羽づるのおみまい ナホとメグ－いつもいっしょだね－ 花さき山

今日のキラリ ごつごつした手 さいたよ、光佑君のアサガオ 森のいのち キウィフルーツのたなの下で ヒキガエルとロバ なかよしタイム ふかのうをかのうに ようちゃんのはさみ たんじょう会のおにぎり お父さんとぼくの学校

貝がら よわむし太郎 同じなかまだから えがおがあふれるわたしの町 清のゆめ－山下清－ びしょぬれの本 おばあちゃんのおせち まどガラスと魚 自分をしんじる心

ぼくらは小さなかにはかせ カンボジアから来た転校生 父が教えてくれたもの お助け！シュロの糸

友達を作ろう 学校のきまりを知ろう 教室でじょうずに遊ぼう 夏休みの計画を立てよう 楽しいクラスを作ろう 力を合わせて仕事をしよう 友達をふやそう 身のまわりをきれいにしよう １年のめあてを立てよう 健康な体を作ろう 進級する喜びを味わおう

係や当番について話し合おう 集団行動のきまりを身につけよう 雨の日の遊びを考えよう 夏の衛生と健康について考えよう 男女が協力できるクラスを作ろう 積極的に学校行事に参加しよう 友達のいいところを見つけよう 整理整頓をしよう 昔の人の遊びを知ろう 男女なかよく遊ぼう 進級する心構えをもとう

道塚まつりの計画を立てよう

総合的な学習の時間を核とした教科等横断的指導計画（単元配列表）

長いものの長さのは
かり方と表し方

盆踊りプロジェクト みんな　カムカム　新蒲田

クリスタルファンタ
ジー

布に描こう 道塚の森 未来の道塚小学
校

切ってつないで大変
身

宮本通り商店街

発見！宝島！！ 発見！宝島！！ 

図工の学習について
ふしぎな花

釘打ち名人 キラキラアルミ城 キラキラアルミ城
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