
２０１９年度（平成３１年度）第 ５ 学年 年間指導計画一覧表                                                 校番（ ５２ ）        駅家東小学校 

育成する力(21世紀型“スキル＆倫理観”) 考え力 考 未来力 未 つながり力 つ 

めざす子ども像 
（“21世紀型スキル＆倫理観”を身に 
付けた当該学年の児童・生徒の姿） 

・物事の良さや問題点について，他の例を引用して比較したり，異なる視野から見たりして，考え
たことを表現することができる。 

・将来の夢の実現に必要な道筋や目標について，情報を集めたり考えたりしている。 
・必要な情報を取捨選択し，活用することができる。 

・集団をリードする立場として，集団全体の状況を把握し，自分の役割を果たすことができる。 
・自分の考えをもち，相手が納得できるように話したり，他者の意見を共感的に聞いたりすることができる。 
・目標を定め，達成のために必要な条件を考え，積極的に課題解決することができる。 

紫字…学力調査の課題の改善に係わる単元等    赤字…ふるさと学習    緑…研究教科・領域等      ★“21世紀型スキル＆倫理観”の育成に係る重点単元等 

各 教 科 等 学年重点目標・内容等 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 時数 

各 
 

教 
 

科 

国 語 
・様々な事象や体験を通して課題を設定し，目的に応じて自分の考
えや伝えたいことなどについて，的確に話したり，文章全体の構
成の効果を考えて書いたりする力 

・目的に応じ，相手の意図をつかみながら聞き，計画的に話し合う
力 

・目的に応じ，内容や要旨をとらえ，読書を通して考えを広めたり
深めたりしようとする態度 

教えて，あなたのこと① 
ふるさと・あめ玉・５年
生の学習に生かそう③ 
なまえつけてよ④ 
漢字の広場１① 
 

春の空② 
★新聞を読もう③考  
漢字の成り立ち② 
★見立てる・生き物は円
柱形⑦考 つ 

漢字の広場２① 
古典の世界② 

★きいて，きいて，きい
てみよう⑥考 つ 
敬語③ 
★広がるつながるわた
したちの読書⑤ 考  
漢字の広場３① 
夏の夜① 

★次への一歩-活動報告
書⑧考 未 

 

 からたちの花① 
カンジー博士の暗号読 
解① 
日常を十七音で③ 
和語・漢語・外来語② 
★明日をつくるわたし
たち・意見が対立したと
きには⑧つ 未 

漢字の読み方と使い方
② 
★大造じいさんとガン
⑦ 
考 つ 
漢字の広場４① 
秋の夕暮れ① 
 

★天気を予想する・グラ
フや表を読む⑦考  
★グラフや表を用いて
書こう⑦考 つ 

同じ読み方の漢字・文の
組み立て② 
★百年後のふるさとを
守る⑦考  
古典の世界① 
分かりやすく伝える③ 

詩の楽しみ方を見つけ
よう② 
★想像力のスイッチを
入れよう・直接対面しな
い★相手とのやり取り
では⑤考  
漢字の広場５① 
見るなのざしき① 
複合語② 

★すいせんします⑥つ 
未 
冬の朝② 
ＣＤＴ① 
★わらぐつの中の神
様・方言と共通語⑦考  

★１まいの写真から⑥
考 つ 
漢字の広場６① 
６年生になったら① 

142 

( 書 写 ) 
ほ先の動きと点画のつ
ながり１④ 

ほ先の動きと点画のつ
ながり２④ 

すばやく書き留めるた
めに（硬筆）① 

自分の文字を見つめる
② 

 部分の組み立て方１ 
（にょう）④ 

部分の組み立て方２③ 用紙に対する文字の大
きさ③ 

筆記具の選たく（硬筆）
① 

書きぞめ④ 
 

５年生のまとめ⑤ ハンコの作り方① 
５年生のまとめ（硬筆）
① 

30 
（3） 

社 会 
・我が国における社会的事象の特色や意味を考え，課題を把握して
社会への関わり方を選択・判断する力 

・社会的事象にみられる課題について関心を深め，我が国に対する
愛情をもとうとする態度  

★世界から見た日本⑪
未 

さまざまな土地のくら
し⑪未 

★米作りのさかんな地
域 ⑫考 未 

  ★水産業のさかんな地
域⑨考 未  

★これからの食料生産
⑤考  
 

★自動車工業のさかん
な地域⑪考 未 

 

★日本の工業の特色⑨
考 未 

★情報をつくり，伝える
⑦つ 未 
★情報化社会を生きる
⑤つ 未 

★環境とわたしたちのくらし⑥未 

★森林とわたしたちのくらし⑥考 

未 

★自然災害から人々 を
守る⑧考 未 100 

算 数 
・整数や小数・分数の計算や面積や体積，単位量や割合について筋
道を立てて考える力 

・問題解決の過程で，自らの考えと他者との考えを比較・検討する
ことで多面的に考えていく態度 

整数と小数のしくみ④ 
図形の角と合同⑯ 

体積⑬ 比例③ 
★小数のかけ算⑭ 考  
つ   

★小数のわり算⑬ 
どんな計算になるか考
えよう① 

 整数の性質⑪ 
 

★分数のたし算とひき
算⑪ 考  つ  
活用① 
図形の面積⑬ 

平均⑦ 
★単位量あたりの大き
さ⑨ 考  未  

分数と小数，整数⑦ 
□や△を使った式④ 

★割合とグラフ⑱ 
 考  未  

ＣＤＴ① 
正多角形と円⑪ 
★分数のかけ算とわり
算⑥ 考  つ  

 

角柱と円柱⑦ 
活用②  
5年のまとめ③ 175 

理 科 
・予想や仮説などをもとに質的変化や量的変化，時間的変化に着目
して解決の方法を発想する力 

・見いだした問題を協働的，計画的に粘り強く追究し，生命を尊重
する態度 

天気の変化⑨ ★植物の発芽と成長⑭
考 未 

★魚のたんじょう⑪ 
未 つ 

 

わたしの研究①  わたしの研究① 
花から実へ⑦ 
 

★台風と気象の変化⑤ 
       考 未  
 

★流れる水のはたらき
⑭ 考 未  
 

物のとけ方⑮ 
 

★人のたんじょう⑧ 
        未 つ 
学びをつなごう① 

★電流が生み出す力⑪ 
          考  

★ふりこのきまり⑦ 
考 未 

たくさんの発見をした
ね① 

105 

音 楽 
・基礎的な表現の能力を身につけるとともに，様々な音楽に親しみながら，基礎
的な鑑賞の能力を高め，音楽の良さを見出す力 

・創造的に音楽にかかわり，音楽活動への意欲を高め，音楽経験を生かして生
活を明るく潤いのあるものにする態度 

ゆたかな歌声をひびか
せよう③ 

  

★いろいろな音のひび
きを味わおう⑧ 考  
つ  

 和音の美しさを味わお
う② 

 和音の美しさを味わお
う⑤ 

★曲想を味わおう⑩未  
つ  

 

詩と音楽を味わおう⑤ 
 

日本と世界の音楽に親
しもう⑤ 

★心をこめて表現しよ
う④ 未  つ   

★心をこめて表現しよ
う⑤ 未  つ  

★心をこめて表現し
よう③ 未  つ  

50 

図 画 工 作 
・形や色，質感，奥行き，動きから想像力豊かに発想し，材料を選択し，様々
な用具を活用して表現を工夫する力 

・自分たちの作品や我が国や諸外国の作品等から，よさや美しさを感じ取る心 

心のもよう② 
 

カードを使って④ ・糸のこすいすい④ 
 

★物語から広がる世界
⑥考 

 ★じっと見つめてみる
と⑥考 

あんなところでこんな
ところで② 

★彫り重ねて表そう⑥
考 

大事なことを伝えたい
④ 
コマコマアニメーショ
ン② 

何をかいているのかな
② 
使って楽しい焼き物④ 

★まだ見ぬ世界⑥考 消して書く② 

50 

家 庭 

・衣食住や家族の生活等について，日常生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技能を身に付
け，見出した生活課題と自分の生活経験を関連付けながら，多角的に捉え，考察したことに
ついて根拠や理由を明確に分かりやすく表現する力 

・実習・観察・実験，調査，交流活動を行い，家庭生活をゆたかなものにするために，その結
果等から必要な情報を取捨選択し，実践しようとする態度 

★わが家にズームイ
ン！⑤ つ  

おいしい楽しい調理の
力⑥ 

★ひと針に心をこめて
⑨    考  未 

  ★食べて元気！ 
 ご飯とみそ汁⑩ 

考  未  

★めざそう買い物名人
⑥ 考  未 

物を生かして住みやす
く⑨ 
 

 
 

・★ミシンにトライ！ 
手作りで楽しい生活⑥ 
          考  

★ミシンにトライ！ 
手作りで楽しい生活⑤ 
         考  

★ミシンにトライ！ 
手作りで楽しい生活④ 
         考 60 

体 育 ・各種運動の楽しさや喜びを味わいながら，活動の特性に応じた基
本的な技能を身に付け，体力を高める力 

・健康・安全面や他社との協力，公正な姿勢に留意しながら，自己
の最善を尽くして運動をする態度 

短距離走リレー④ 
ネット型⑥ 

走り高跳び・幅跳び③ 
新体力テスト③ 

鉄棒運動④ 
 

水泳⑪  表現フォークダンス④ 
表現⑥ 
 

体ほぐしの運動，体力を
高める運動⑧ 
 

バスケットボール型⑦ 
ハードル走⑥ 

マット運動⑥ 跳び箱運動⑦ ゴール型⑦  

82 

( 保 健 )   心の健康④        けがの防止④  8 

外 国 語 活 動 
・言語や文化について体験的に理解を深める力 
・外国語を通じて，言語やその背景にある文化を尊重し，積極的に
コミュニケーションをとろうとする態度 

HF1-1 Hello！① 
HF1-2 
★I’m happy.①つ 
HF1-3 
How many？④ 

HF1-4 
Ilike apples.⑤ 

HF1-5 
★What do you like？④
つ 考 

HF1-6 
What do you want？① 

 HF1-6 
What do you want？④
HF1-7 
What’s this？④ 

HF1-9 
★What would you like？
④未 

新4-6 Alphabet④ 
WC1-1 
Hello,everyone② 
 

WC1-3 
What do you have on 
Monday?③ 
WC1-5 
She can run fast.He can 
jump high.② 

WC1-5 
She can run fast.He can 
jump high.③ 

WC1-7 
Where is the 
treasure?③ 

WC1-9 
Who is your hero?⑤ 
 50 

総合的な 
学習の時間 

【考え力】広範囲な事象を多様な角度で捉え，社
会と自己の生き方を関連付けて思考する力 

【未来力】探究的な学習を通して，自分の課題を明
確にし，得られた情報の中から適切な情報を整
理・分析する力 

【つながり力】自分と違う意見を尊重しながら積極
的に話し合いに参加し，協力して活動しようとする
態度 

【社会参画力】 地域の活動に積極的に参加し 
ようとする態度 

学習課題 『自分見つけの旅に出よう』 
『自分見つけの旅に出よ

う』 
『自分見つけの旅に出よ

う』 
『自分見つけの旅に出よ

う』  『自分見つけの旅に出よ
う』 

『自分見つけの旅に出よ
う』 

『自分見つけの旅に出よ
う』 

『自分見つけの旅に出よ
う』 

『自分見つけの旅に出よ
う』 

『自分見つけの旅に出よ
う』 

『自分見つけの旅に出よ
う』 

 

学習対象             
学習事項             

単 元 いろいろな人の生き方を知ろ
う 

体験学習の計画を立てよ
う 

体験学習の計画を立てよ
う 

昔の人の生き方を知ろう  体験学習の成果発表会をし
よう 

体験学習の成果発表会を
しよう 

体験学習の成果発表会を
しよう 

住みよい町について考え
よう 

やさしい地域作りを自分た
ちで実践しよう 

やさしい地域作りを自分
たちで実践しよう 

やさしい地域作りを自分
たちで実践しよう 

学習活動 

地域にある福祉施設を見
学したり，調べたりする
⑥つ 

インターネットや資料を活用
して，宿泊地について必要な
情報を集める④つ 
 

★集めた情報をもとに活動計
画を話し合う⑥未 

地域の人々 と一緒にふるさと
踊りを楽しむ。②つ 

 体験学習で感じたことや学ん
だことなどを分かりやすく整
理してまとめる⑧つ 

体験学習で感じたことや学ん

だことなどを分かりやすく整

理してまとめる⑨つ 
 

体験学習で感じたことや学ん
だことなどを分かりやすく整
理してまとめる⑦つ 

 

★共に生きる住みよい町に
するために，自分たちにで
きることをグループで話し合
う⑤未 

★自分たちで考えた「やさし
い地域づくり」（バリアフリーマ
ップづくり）を実践すると共
に，少しでも多くの人に伝え
る。⑦未 

★自分たちで考えた「やさし
い地域づくり」（バリアフリーマ
ップづくり）を実践すると共
に，少しでも多くの人に伝え
る。⑨未 

 

★自分たちで考えた「や
さしい地域づくり」（バリア
フリーマップづくり）を実
践すると共に，少しでも多
くの人に伝える。⑦未 

 

特別の教科 
道徳 

・正しいと判断したことは，自信をもって行う心【Ａ（１）】 
・友達と互いに理解し，信頼し，助け合う心【Ｂ（１０）】 
・自分でやろうと決めた目標に向かって，強い意思をもち，粘り強くやり抜く心【Ａ（５）】 
・約束や社会のきまりの意義を理解し，それらを守ろうとする態度 

【Ｃ（１１）】 
・自然のすばらしさ不思議さを感じ取り，自然や動植物を大切にしょうとする態度【Ｄ（１９）】 

のび太に学ぼうD(22) 
「命」D(19) 
あいさつ運動B(9) 

マンガ家 手塚治虫
A(4) 
名前のない手紙C(13) 
やさしいユウちゃん
B(7) 
 

古いバケツB(10) 
たのむよ，班長C(16) 
サタデーグループC(14) 
和太鼓調べC(17) 

母さんの歌D(21) 
ぼくの夏休み大作戦
A(1) 
いつもの避難訓練A(3) 

 通学路C(12) 
のりづけされた詩A(2) 
ヘレンと共にーアニ
ー・サリバンーA(5) 

折れたタワーB(11) 
うばわれた自由A(1) 
美しい夢―ゆめぴりか
ーC(17) 

流行おくれA(3) 

ひとふみ十年D(20) 
父の仕事C(14) 
家族のためにC(15) 

ありがとうの心B(8) 
ペルーは泣いている
C(18) 

ふぶきの中で「ありがと
う」C(16) 

くずれおちたダンボー
ル箱B(7) 
「太陽のようなえがお」
が命をつなぐD(19) 

すれちがいB(11) 
知らない間のできごと
B(10) 

天から送られた手紙
A(6) 

これって不公平？C(13) 

住みよいマンション
C(12) 

マインツからの便り
C(18) 

かぜの電話D(22) 

 
 

特 
 
別 
 
活 
 
動 

学級活
動 

・高め合える集団形成のために，学級の良さや課題を見出し，発見
した課題の解決のために話し合い，合意形成を図ったり，意思決
定したりして，実践する力 

・集団生活を通し，自分の役割を把握し，責任をもって実行したり，
望ましい人間関係を築こうとしたりする態度・ 

★５年生になって つ   
★１学期の係活動，当番
活 つ  
★委員会活動の役割に
ついて考えよう つ  
★学級会の進め方つ 
 

★掃除の仕方を知ろう 考   
★学級目標を決めようつ  
健康によい食事について話
し合おうつ  
★仲良し集会を開こうつ 

★仲良し集会を開こう
つ 
★友達発見つ  
★縦割り班での役割に
ついて考えよう考  
★身の回りの安全考 

★体験活動の計画を立
てよう未  つ  
★学級会を開こうつ 
１学期を振り返って 

 ★２学期の係活動・当番
活動 つ  
★運動会のテーマを決
めようつ  
 

★社会見学について話
し合おう  つ  
学習発表会に向けて 
★健康なからだづくり
について考えよう考 

読書をしよう 
マラソン大会に向けて 
★学級会を開こうつ 
 

★感謝して食べよう考 
お楽しみ会をしよう 
２学期の振り返り 

 ★３学期の係活動，当
番活動 つ  
児童会役員選挙に向け
て つ 
安全な避難 

★学級会を開こう  つ  

★６年生を送る会に向けて 考  

★リーダーとしての準備をしよう

未  つ 

★ゲーム集会を成功させよう考  

つ  

★ゲーム集会を成功させよう考  

つ 

 
係活動・当番活動の振り返り 
１年間を振り返って 

 

 
学校行事

等 

異学年と協働し，集団をリードする立場として，
集団全体の状況を把握し，自分の役割を果たす
力 

・各行事の意義を理解し，協働生活をすることで，
望ましい人間関係を構築する力 

・自主的・実践的な集団生活をと通して，身に付
けたことを生かして，他者や地域と積極的にか
かわろうとする態度 

儀式協 

★始業式 就任式①   
★入学式練習① 
入学式② 

     
 

    閉校式① 

★卒業証書授与式全体練習③ 

卒業証書授与式準備② 

★卒業証書授与式② 片付け① 

離退任式① 

１
90 

文化・体育 
宿泊・奉仕 
批 未 つ 

★春の遠足⑤  プール掃除① 
 

芸術観賞② 
 

 ★体験活動⑱ ★応援練習① 
運動会全体練習④ 
運動会準備① 
★学区合同運動会⑥ 

社会見学② 
★校内発表会④ 
★学習発表会① 
ばらの町福山国際音楽祭 

 マラソン大会①    

健康安全協 

歯科検診① 聴力検査① 
視力検査①  
内科検診①  

耳鼻科検診① 
 

交通安全教室① 
★犯罪防止教室① 
避難訓練① 
眼科検診① 

身体測定①  喫煙防止教室① 不審者対応避難訓練① 身体測定① 
 
 

 避難訓練①   

児童会等批 未 つ 
委員会① 委員会①  

★かがやき集会① 
委員会① 委員会①  委員会① 

 
委員会① 委員会①  

★児童会行事② 
委員会① 委員会① 委員会① 

 
委員会① 
★６年生を送る会① 

その他             
 
その他（自校の特色等） 

             

 

35 

70 

35 


