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教えて、あなたのこと きいて、きいて、きいてみよう 日常を十七音で みんなが過ごしやすい町へ からたちの花 漢字の読み方と使い方 固有種が教えてくれること やなせたかし 生活の中で詩を楽しもう 相手に伝わる表現を考える 提案しよう、言葉とわたしたち

考えるのっておもしろい　続けてみよう 漢字の広場 古典の世界（一） 同じ読み方の漢字 どちらを選びますか 秋の夕暮れ 【情報】統計資料の読み方　グラフや表 あなたは、どう考える 方言と共通語 この本おすすめします◆ 日本語の表記

なまえつけてよ 見立てる 【情報】目的に応じて引用するとき 夏の夜 新聞を読もう よりよい学校生活のために 古典芸能の世界 冬の朝 漢字の広場 提案しよう、言葉とわたしたち 漢字の広場

図書館を使いこなそう◆ 言葉の意味が分かること みんなが過ごしやすい町へ カレーライス 敬語 【コラム】意見が対立したときには カンジ－博士の暗号読解 想像力のスイッチを入れよう 大造じいさんとガン

漢字の成り立ち 【情報】原因と結果 たずねびと 漢字の広場 古典の世界（二） 複合語

春の空 和語・漢語・外来語 漢字の広場 固有種が教えてくれること 漢字の広場

わたしたちの国土 低い土地のくらし/高い土地のくらし あたたかい土地のくらし/寒い土地のくらし 米づくりのさかんな地域 水産業のさかんな地域 これからの食料生産とわたしたち これからの工業生活とわたしたち 情報化した社会とわたしたちの生活 情報産業とわたしたちのくらし 自然災害を防ぐ 環境を守るわたしたち

世界の中の国土 国土の気候の特色 わたしたちの生活と生産 これからの食料生産とわたしたち 自動車をつくる工業 情報産業とわたしたちのくらし 社会を変える情報 わたしたちの生活と環境

国土の地形の特色 くらしを支える食料生産 わたしたちの生活と工業生産 工業生産を支える 情報を生かすわたしたち わたしたちの生活と森林

自動車をつくる工業　自動車をつくる工業 これからの工業生活とわたしたち

学びのとびら 直方体や立方体の体積 小数のかけ算 小数の演算決定 図形の角 分数と小数、整数の関係 分数のたし算ひき算 単位量当たりの大きさ 割合 帯グラフと円グラフ 角柱と円柱

整数と小数 比例 小数のわり算 おぼえているかな 整数の性質 考える力をのばそう 平均 おぼえているかな おぼえているかな 変わり方調べ 考える力をのばそう

直方体や立方体の体積 おぼえているかな 小数の倍 合同な図形 算数でよみとこう 単位量当たりの大きさ 図形の面積 帯グラフと円グラフ 正多角形と円周 算数で読みとこう

小数のかけ算 プログラミング 分数のたし算ひき算 おぼえているかな 角柱と円柱 5年のふくしゅう

1　天気と情報［１］ 1　天気と情報［１］ 2　生命のつながり［1］ 3　生命のつながり［2］ 5　生命のつながり［3］ 6　流れる水のはたらきと土地の変化 7　もののとけ方 8　ふりこの動き 9　電磁石の性質 9　電磁石の性質 10　生命のつながり［4］

天気の変化 天気の変化 植物の発芽と成長 メダカのたんじょう 植物の実や種子のでき方 7　もののとけ方 10　生命のつながり［4］ 人のたんじょう

2　生命のつながり［1］ 3　生命のつながり［2］ 4　天気と情報［2］ 6　流れる水のはたらきと土地の変化 人のたんじょう 5年生の復習

植物の発芽と成長 メダカのたんじょう 台風と防災

楽譜を読もう 詩と音楽を味わおう 和音の美しさを味わおう 曲想を味わおう 気持ちを合わせて演奏 日本語の言葉の感じを 和音の移り変わりを楽しみ 日本と世界の音楽に 気持ちを一つにして演奏 卒業式に向けて気持ち

　ビリーヴ　　　赤いやねの家 　　こいのぼり　　子もり歌 　静かにねむれ　　それは地球 　　誰かが口笛ふいた しよう　　　 生かした歌曲を味わおう ながら聴いたり合奏　 親しもう しよう を一つにして演奏しよう

　一輪の赤い花　　さようなら 色々な響きを味わおう 　　双頭のわしの旗の下に 　　ハンガリー舞曲第5番 　　 　　待ちぼうけ　　冬げしき したり　しよう 　　春の海　　世界の国々の音楽 　　歌よありがとう 　　威風堂々　　　ありがとう

　　校歌　　　　 　　いつでもあの海は　リボンのおどり 　　アイネクライネナハトムジーク 　　キリマンジェロ 　　スキーの歌 　　威風堂々第1番 　　アリラン　　まつり花 　　威風堂々 　　卒業式の曲　　校歌　　君が代

心のもよう 電のこでかみ合わせアート 電のこでかみ合わせアート 電のこでかみ合わせアート 展覧会に向けて

始めよう　家庭科 クッキングはじめの一歩 クッキングはじめの一歩 ソーイングはじめの一歩 できるよ、家庭の仕事 ミシンでソーイング ミシンでソーイング 食べて元気に 生活を支えるお金と物 暖かく快適に過ごす着方 いっしょにほっとタイム

できるよ、家庭の仕事 整理・整とんで快適に 食べて元気に 暖かく快適に過ごす住まい方

見つめてみよう

わたしと家族の生活

体つくり 表現（リズム） 体力テスト 水泳 水泳 ハードル 鉄棒 体つくり ベースボール型 サッカー型 サッカー型

短距離・リレー ネット型ゲーム ネット型ゲーム 保健 走り高跳び マット タグラグビー 保健 跳び箱

表現（フォーク） 走り高跳び 跳び箱

英語で言えるかな Lesson1 Lesson2 Preasentation１ Get Ready2 Lesson4 Lesson５ Tｒｙ　世界の時差 Get ready 3 Try　道案内 Presentation 3

Get ready 1 I have many yo-yos. I can jump high. This is me. Hello,Mr.Sano! I get up at 7:00. I play soccer on Mondays. Presentation２ Welcome to Japan! Lesson7 Mt.Fuji is beautiful.

Hello！ Lesson3 He is music teacher. Lesson6 I want to go to Kenya.

She is a cook. It is in the box.

あいさつの力 ゴールデンルール 運転手さんのひとこと 見えない人に幸せを たんていのつもりが…… サケをよぶ森 ベルフラワー しらんぷり 明の長所 不思議な顔 たったひとつのたからもの

ごちそうの向こうに すれちがい　◇ ふくらんだリュックサック 今しかできないことをがんばって！ 一ふみ十年 ブータンと共に 記憶をつなぐ 本物のプレゼント 日本のナイチンゲール 一朶の雲 百一才の富士

今度はわたしたちの番 命を預かる鉄道員の使命 マメちゃんの幸せ 土俵を造る－－土俵築－－ 夕焼けチャイム 氷原を走る犬ぞり ちんもくのメッセージ ブランコの乗りとピエロ　◇

マリアン・アンダーソン 言葉のおくりもの　◇ 手品師 うばわれた自由 みんなで「ありがとう　六年生！」

一学期のめあてを決めよう クラスの目標を決めよう 下級生のお世話をしよう 移動教室を成功させよう 2学期のめあてを決めよう 学芸会を成功させよう 友達のいいところを見つけよう お楽しみ会をしよう 3学期のめあてを決めよう 6年生を送る会の内容を決めよう 1年間の自分の成長を振り返ろう

係や当番を決めよう 運動会を成功させよう 移動教室を成功させよう お楽しみ会をしよう 係を決めよう 道塚まつりを成功させよう 係や当番を決めよう お楽しみ会をしよう

委員会を決めよう 学芸会を成功させよう 退治する鬼を決めよう

学級
活動

図工

家庭科

道徳

体育

外国語
活動

総合

理科

音楽

国語

SDGsを考えよう

算数

社会

ものづくりのまち大田～世界に届け！大田の技術～

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）

ポーズクロッキーミラーステージ JAZZを描こう！消してかく 道塚タワー 発見された
　　　　古代の名前

わたしのすてきな
　　　　　　あいぼう

色々な音が重なり合
う響きを味わおう

開いてみると コマコマ
　　　アニメーション

道塚タワー ステンシル！
　　　　地球遺産！！

国語(48)33) 理科(11) 音楽(7) 図工(8)


