
４年
4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

こんなところが同じだね 聞き取りメモの工夫 お礼の気持ちを伝えよう 新聞を作ろう 『忘れもの・ぼくは川』 ごんぎつね 世界にほこる和紙 プラタナスの木 自分だけの詩集を作ろう ウナギのなぞを追って 調べて話そう、生活調査隊

春のうた・つづけてみよう つなぎ言葉のはたらきを知ろう 夏の楽しみ あなたなら、どう言う 秋の楽しみ プラタナスの木 感動を言葉に 熟語の意味 つながりに気をつけよう まちがえやすい漢字

白いぼうし 短歌・俳句に親しもう カンジーはかせ都道府県の旅２ パンフレットを読もう クラスみんなで決めるには 冬の楽しみ 冬の楽しみ 調べて話そう、生活調査隊 「初雪のふる日」

漢字の組み立て 「一つの花」 ランドセルは海をこえて いろいろな意味をもつ言葉 漢字の広場④ もしものときにそなえよう ウナギのなぞを追って

漢字辞典の使い方 漢字の広場① 漢字の広場② 漢字の広場③ 短歌・俳句に親しもう

春の楽しみ カンジーはかせの都道府県の旅１ 要約するとき ごんぎつね 漢字の広場⑤

お礼の気持ちを伝えよう 新聞を作ろう 慣用句

書写 書写 書写 書写 書写 書写 書写 書写 書写 書写 書写

わたしたちの東京都 わたしたちのくらしとごみ わたしたちのくらしとごみ たいせつな水 火山さいがいからくらしを守る 鹿島踊りを伝える 六郷用水を開く 大田区に残る伝統文化 受けつがれた技を生かす 国際交流が盛んな港区 自然環境を保護・活用する

たいせつな水 ４７都道府県にチャレンジ ～東京染小紋～ 世界とつながる大田区 小笠原の人々

1億より大きい数を調べよう わり算の筆算（１） 角の大きさの表し方を調べよう考える力を伸ばそう わり算の筆算（２） およその数の使い方と表し方 垂直、平行と四角形 変わり方調べ 広さの表し方を考えよう 小数のかけ算とわり算 算数で読み解こう

グラフや表を使って調べよう 角の大きさの表し方を調べよう 小数の仕組みを調べよう そろばん 倍の見方 算数で読み解こう 分数を詳しく調べよう おぼえているかな 小数のかけ算とわり算 どんな計算になるのかな 4年のふくしゅう

おぼえているかな 計算のやくそくを調べよう 箱の形の特徴を調べよう 形で遊ぼう

垂直、平行と四角形 考える力をのばそう 4年のふくしゅう

季節と生物 季節と生物 電気のはたらき とじこめた空気や水 季節と生物 雨水のゆくえ わたしたちの体と運動 季節と生物 星や月 ものの温まり方 すがたをかえる水

天気と気温 電池のはたらき とじこめた空気や水 季節と生物 雨水のゆくえ 星や月 季節と生物 ものの温度と体積 季節と生物 すがたを変える水 季節と生物

星や月

みんなで歌い楽器の響きと合わせよう 明るい歌声をひびかせよう 拍の流れにのってリズムを感じ取ろう 旋律の特徴を感じ取ろう 旋律の重なりを感じ取ろう 色々な音の響きを感じ取ろう 色々な音の響きを感じ取ろう 色々な音の響きを感じ取ろう 曲の気分を感じ取ろう 日本の音楽に親しもう

　子どもの世界 　　いいことありそう 　いろんな木の実 　白鳥 　  　メヌエット　 　　テキーラ 　 歌よありがとう　　　 　　　歌よありがとう　 　ソーラン節

　校歌　　さようなら 　　長調の音階 　まきばの朝 　 美しきロスマリン　 　陽気な船長　聖者の行進　 　 ハッピーバースデイトゥ-ユー　 　クラリネットポルカ 　 テキーラ 　　 テキーラ　 　  南部牛追い歌

　 　　歌のにじ　旋律づくり 　 　ゆかいに歩けば 　もみじ　   音のカーニバル 　 　 　 こきりこ　　さくらさくら

スパッタリングをしよう ダンだん段ボールキラキラいずみ ダンだん段ボール２ 展覧会にむけて 走れ！ドリームカー

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

体つくり・体ほぐし運動 表現・リズムダンス 水泳
ネット型ゲーム（体育
館）

マット運動（体育館） マット運動（体育館） ゴール型ゲーム（体育館） 跳び箱運動（体育館） 跳び箱運動（体育館）

表現・リズムダンス 幅跳び 高跳び（体育館）

保健 保健

Unit1 Unit2 Unit2 Unit3 Unit4 Unit5 Unit6 Unit7 Unit8 Unit9 Unit9
Hello,world! Let's play cards. Let's play cards. I like Mondays. What time is it? Do you have ～？ Alphabet What do you want? My favorite place. This is my day. This is my day.

（多様な考え方） （多様な考え方）

1学校じまん集会 3ベッドの上の花ふぶき 9ハートで勝負-田伏雄太- 29雨のバス停留所で 19アスレチック公園 12ええことするのは、ええもんや！ 26本当に好きなことは 18ひさの星 28ゆめにむかってジャンプ 27荘川桜 ふるさとを思う 34ちょっと待って

2だいじょうぶかな 4十才のプレゼント 7この水着で 11森の水はうたうよ 22車いすをあやつって30心を結ぶ1本のロープ 14ツヨシの目 20歯がぬけたら 23人とシカとの共存をめざして 32近道 35みそ汁と自転車

6ぼくはどうすれば 5だがし屋のおばあちゃん 8泣いた赤鬼 15電池が切れるまで 10片付け当番 16先生にサプライズ 21なわとび名人 25話し合いでの出来事 33いのちのまつり

13絵葉書と切手 31姉妹で運ぶ物資と笑顔 17生きた礼儀 24ナシの実

友達を作ろう わたしの成長（健康診断） クラス集会を開こう 1学期を振り返ってみよう 楽しいクラスを作ろう 学芸会を成功させよう 風やインフルエンザにかからないようにしよう 身の回りをきれいにしよう 一年の目標を立てよう 寒さに負けない遊びを考えよう １年間を振り返ってみよう

係や当番について話し合おう クラスのルールを話し合おう 雨の日の遊びについて話し合おう 夏休みの計画を立てよう 係や当番について話し合おう 地域の安全について考えよう 色々なものをバランスよく食べよう ２学期を振り返ってみよう クラス集会を開こう 男女の違いを知って、仲良くなろう

クラスの目標を決めよう 運動会を成功させよう 衛生に気をつけて食事をしよう 早寝早起き朝ごはんをがんばろう 友達のいいところを見つけよう 冬休みに家庭でお手伝いをしよう 係や当番について話し合おう 追い出したい鬼をみつけよう

早寝早起き朝ごはんをがんばろう 給食週間について考えよう

健康プロジェクト

学級
活動

道徳

外国語
活動

総合
つながれ・広がれ・みんなの心

幸せ生活プロジェクト
防災・減災＆ダンボール・ラボ

安全プロジェクト

理科

音楽

国語

算数

社会

図工

体育

ギコギコトントン
ひみつ基地

キラキラいずみ飛び出せ！！
　　　宇宙旅行！

図工の学習について

「思いやりのデザイ
ン」
「アップとルーズで伝
える」

ひっくり返る絵飛び出せ！！
　　宇宙旅行！

旋律の特徴を感じ取ろう

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）

走れ！ドリーム
カー

ギコギコトントン
ひみつ基地

ダンだん段ボール２ 光のさしこむ絵 光のさしこむ絵

国語(「48) 社会(33) 理科(11) 音楽(7) 図工(8)


