
２０１７年度（平成２９年度） 第 6 学年 全体計画（年間指導計画一覧表） 校番（ 30 ） 東村 小学校

○○○○　学力調査等における科大の定着に係る単元等 ★“21世紀型スキル＆倫理観”の育成に係る重点単元等
８月 時数

学習課題

学習対象

学習事項

単　　元

学習活動

★地域の危険な場所
について調べ，安全

マップにまとめる（思）
（主）（共）

儀式
（主）（共）

文化
体育
宿泊
奉仕

（思）（主）
（共）

健康安全

その他

地球と私たちのくらし（2）
★物の燃え方と空気（10）（思）
（主）（共）

動物のからだのはたらき（10） 植物のからだのはたらき（9） 生き物のくらしと環境（6）
私の研究（1）

私の研究（1）　★太陽と月の形（6）（思）（主）（共）　　　大地のつくり（8）　　　変わり続ける大地（5）　　　てこのはたらき（11）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★水溶液の性質とはたらき（1３）（思）（主）
（共）

★電気と私たちのくらし（14）（思）（主）（共）　　　　　　　　　　　　　　　　　　地球に生きる（9）

日本と世界の音楽に親しもう(4)

光の形・光のちょうこく・かがやく世界
（2）

★私の仕事と生活時間（2）（思）（共）
　　　　　　　　　　　　　　　　朝食から1日の生活を（10）

　　　　　　　　　　★夏をすずしくさわやかに（8）（思） 冬を明るく暖かく（６）

見つめて 広げて･形や色を楽しも
う(1)
感じて考えて（2）

★版から広がる世界（6）（思）
（主）（共）

表現運動（3）
体つくり運動（3）

★ボール運動（5）（思）（主）（共）
器械運動（3）

器械運動（4）
★ボール運動（5）（思）（主）（共）

思考力・判断力・表現力(思)

　問題を見出し他者と協働しながら解決したり，自分の考えを形成し伝えあったり，思いや考えを基に構想し，意味や価値を創造したりしている。

おもいやり

主体性・積極性（主） 共感力（共）

学習したことを生かして書こう
毛（6）

伝えられてきたもの（5）
日本で使う文字（２）
漢字の広場⑤（1）
表現を選ぶ（3）
天地の文（１）

未知へ（１）
★自然に学ぶ暮らし（６）（思）
（主）
漢字の広場⑥（1）
忘れられない言葉（6）

６年生のまとめ
毛（4）

カンジー博士の山登り（2）
春を待つ冬(2)
海の命(6)
★今，私は，ぼくは(6)（思）（主）
（共）

未来に向かって
毛（4）硬（１）

中学校へつなげよう(5)つないで，つないで，一つのお話
（１）
支度（１）
カレーライス（５）
漢字の広場①（１）
春のいぶき（1）
全国学力状況調査（１.５）

学習の見通しをもとう
学習の進め方
書くときの姿勢・筆記用具の持ち
方
毛（２）

笑うから楽しい（7）
★学級討論会をしよう（8）(思)
（主）（共）

字形を整えて書こう
毛（4）
硬（１）

漢字の形と音・意味（2）
本は友達（5）
漢字の広場②（1）
河鹿の屏風（1）
夏のさかり（2）

読みやすい紙面構成を考えよう
毛（4）

　相手の気持ちを考えながら自己を表現し，互いの存在や立場を尊重しようと
している。

140.5

２月 ３月
★ようこそ　私たちの町へ（12）（思）
（主）（共）

情報による文字の大きさと配列
情報を効果的に伝えるために
硬（2）

★卒業式+練習

避難訓練①

★終業式①

★比例と反比例（8)（思）（主）（共）
およその面積(2)
場合の数（5）

場合の数(4)
記録の整理(8)

量の単位(10)
活用(2)
　

★マテマランドの探検(16)（思）
（主）（共）

★小学校６年間のまとめ（12）（主）（共）
★もうすぐ中学生(7)（思）（主）（共）

★心をこめて表現しよう（8）（思）（主）（共）

(1)地域のパンフレットを作ろう（１５）　(2)米作りとお弁当箱に詰めよう（１０）

★豊かな歌声をひびかせよう（6）（主）（共） いろいろなひびきを味わおう(9) ★和音の美しさを味わおう（9）（主）（共） 曲想を味わおう(7) 詩と音楽を味わおう(7)

体つくり運動（４）
陸上運動(３)

体つくり運動（２）
★表現運動（５）（思）（共）

陸上運動（５）
水泳(５)

★水泳(６)（主）（共） 水泳（1） 体つくり運動（2）
陸上運動（2）

★クラブ① ★クラブ① ★クラブ① ★クラブ① ★クラブ①

★学習発表会+練習
発表会準備①

★終業式① ★始業式①

避難訓練①

82

55

70

35

35

105

175.5

50

50

105

89

35

35

秋の深まり（2）
『鳥獣戯画』を読む（6）
★この絵，私はこう見る（6）（思）
（主）
漢字を正しく使えるように（2）

算 数

理 科

身体測定①

★始業式①

避難訓練①

★修学旅行⑫

★委員会①
★一迎会①

★就任式，始業式①
★入学式②+練習①
入学式準備①

★歓迎遠足
★運動会+練習
運動会準備
芸術鑑賞

避難訓練① 交通安全教室

★プール掃除②

・基礎的な表現の能力を高め，音楽表現の喜びを
味わったり，鑑賞したりする力
・創造的に音楽にかかわり，様々な音楽経験を生
かして生活を明るく潤いのあるものにしようとする
態度
・作品の特徴をとらえ，表現の仕方について自分
の見方や感じ方を深め，味わう力
・親しみのある作品に接して，感動したり，良さや
美しさを感じ取ったりする態度

・衣食住や家族の生活など自分の生活経験と関連
づけ，解決方法を構想する力
・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，主体的に身近な生活に活用する力
・自分と家族，地域の人々との関わりを考えなが
ら，家庭生活をよりよくしようとする実践的な態度

体 育

（ 保 健 ）

音 楽

図画工作

★委員会①
★六送会①

育成する力(21世紀型“スキル＆倫理観”)
コミュニケーション能力

国 語

（ 書 写 ）

９月 １０月 １１月７月４月 ５月 ６月
・目的や意図に応じて課題を見出し，自分が考え
たことや伝えたいことを的確に話したり，相手の意
図や思いをつかみながら聞いたりする力
・目的や意図に応じ，考えたことなどを文章全体の
構成の効果を考えて文章に書く力
・目的に応じ，事実と感想，意見などの関係を押さ
え自分の考えを明確にしながら読む力

・言葉を通じて積極的に人や社会と関わり，自己を
表現し，他者の心を想像したり共感したりするなど
互いに理解を深め尊重しようとする態度

　人や集団と積極的に関わり，多様な表現を通じて，思考を深めようとしている。

各教科で育成する力（21世紀型“スキル＆倫理観） １２月 １月

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）

各教科等

各
　
教
　
科

・社会的事象の特色や相互の関連を協働しながら
調査する力
・地図や地球儀，年表などの各種の基礎的資料を
効果的に活用し，社会的事象の意味を多角的に
考える力
・社会的事象の課題を調べ，思考し判断したことを
表現する力
・社会の一員として，地域社会，日本に誇りと愛情
を持ち，世界の国々の人々と共に生きていこうとす
る態度

大昔のくらしと国の統一(10)　 　　 貴族の政治とくらし（8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今に伝わる室町の文化と人々のくらし（5）
江戸の社会と文化・学問（6）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武士による政治のはじまり（5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天下統一と江戸幕府（9）

明治の新しい国づくり（7）　　　　　国力の充実をめざす日本と国際社会（8）　　　　アジア・太平洋に広がる戦争（8）　　　　　新しい日本へのあゆみ
（9）

　★わたしたちの願いと政治のはたらき（10）（思）（主）　　　　　★世界の中の日本とわたしたち（8）（主）（共）
　　　　　　　　　　　　　　　　　★わたしたちのくらしと憲法（6）（思）（主）　　　　　★日本とつながりの深い国々
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）（思）（主）（共）

病気の起こり方（1） 病原体と病気（1） 生活の仕方と病気（2）
喫煙の害（1）

社 会

・様々な自然事象や化学的，物理的現象などにつ
いて，違いや共通点に着目して課題を見いだし，
予想や仮説をもとに実験や観察を通して，量的変
化や質的変化を調べ解決する力
・実験や観察を主体的に協力しながら進め，相手
の考えの良さに気づき，自分の考えを改善してい
こうとする態度

家 庭

その他
(自校の特色等）

・外国語を通じて，言語や文化について理解し，音
声や基本的な表現に慣れる力
・日本語との違いを知り，言葉の面白さや豊かさに
気付く力
・日本と外国との生活，習慣，行事などの違いを知
り，多様なものの見方や考え方があることに気付く
力
・異なる文化をもつ人々との交流を体験し，文化に
対する理解を深める力
・相手に配慮しながら外国語で表現し，積極的にコ
ミュニケーションを図ろうとする態度
・外国語やその背景にある文化への理解を深め，
尊重する態度

【思考力・判断力・表現力】課題に合っ
た方法を工夫して調べ，得られた情報
の中から取捨選択し，相手や目的に
応じて工夫し，効果的に伝える力
【共感力】地域の「もの」「こと」との関
わりを通して，自分の生活との関わり
を考えたり，人々の生き方への関心を
高め，自分の生き方を考えようとする
態度

特別の教科
道徳

・人の生き方についての考えを深め，相手の立場
に立って親切にする心【B(7)】
・人の生き方についての考えを深め，誰に対しても
公正・公平に接し，正義の実現に努める態度
【B(13)】

学校行事等

外 国 語 活 動

総合的な
学習の時間

学級活動

・自己の生き方についての考えを深め，よりよい学
校や学級運営に自己を生かす力
・学校や学級生活をよりよくするために話し合い，
自己の役割について考え，協力する力
・互いに理解し，思いやり，協力し合い，進んで学
校や学級のために働こうとする態度

・自らを律し，協力し，信頼し，切磋琢
磨し，友だちと喜びや苦労を分かち合
えるように実践する力
・互いの力を合わせ互いに役割や責
任を果たし合おうとすることについて努
力し，主体的に取り組むなどの主体的
実践的な態度

特
　
別
　
活
　
動

児童会等
（思）（主）

（共）

・自己の能力に適した課題の解決に向けて，活動
を工夫する力
・活動を工夫して各種の運動の楽しさや喜びを味
わう力
・各種の運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
・運動に進んで取り組み，協力して公正に運動を
する態度
・健康・安全に留意し，自己の最善を尽くして運動
をする態度

・分数の乗法と除法，円の面積，角柱の体積，縮
図や拡大図，対称な図形，比や比例，速さについ
ての意味を理解し活用する力
・関数の考え方を用いて数量の関係や文字を用い
て式に表すなど，協働しながら既習の内容を基に
統合的・発展的に考える力
・数理的な処理の良さに気付き，多様な考えを認
め合い，よりよく問題を解決しようとする態度

★クラブ① ★クラブ①

★対称な図形（１2）（思）
文字と式（4）
全国学力状況調査（1.5）

文字と式（4）
★分数のかけ算（13）（思）（主）
（共）

★分数のわり算（12）（思）（主）
（共）
どんな式になるか考えよう（2）
計算のまとめ（3）
円の面積(2)

円の面積（4）
★速さ（10）（思）

角柱と円柱の体積（7）
比（6）

比（3）
活用(2)
図形の拡大と縮小（12）
★比例と反比例（4)（思）（主）（共）

8

★委員会① ★委員会① ★委員会① ★委員会① ★委員会① ★委員会① ★委員会① ★委員会① ★委員会①

(1)歴史

(1)地域の歴史から学ぼう（１０）　(2)収穫を祝おう（６）　(3)地域の安全について調べよう（９） (1)学んだことをまとめよう（２０）

(1)地域の歴史　(2)食事と食料生産　 (1)地域の歴史・偉人　(2)自然の恵みと収穫　(3)地域の安全 (1)地域と自分

音楽朝会（隔週１回），音読朝会（隔週１回），ドリルタイム（毎日１０分），全校遊び（週２回），小小連携（今津，本郷），小中連携（大成館中歌声交流会）

★思いを形に生活に役立つ布製品（１４）（思）（主）（共） 　　　　　　　　★まかせてね今日の食事（１１）（主）（共） ★あなたは家族や地域の宝物（４）（共）

★ボール運動（５）（思）（主）（共）

せんねん　まんねん（1）
熟語の成り立ち（2）
たのしみは（3）
漢字の広場③（1）

効率のよい書き方のリズムを身につけよう
毛（6）
硬（1）

★未来がよりよくあるために（11）
（思）（主）（共）
漢字の広場④（1）
生活の中の言葉（2）
やまなし（8）

感じて考えて（4）
味わってみよう和の形（2）

いっしゅんの形から（4） ひらいてみると（4） くるくるクランク（6） 筆あと研究室（1）
★墨で表す（3）（主）（共）

ドリームプラン（4） 物語から広がる世界（5） １枚の板から（6）

飲酒の害（1）
薬物乱用の害（1）

地域のさまざまな保健活動（1）

★陸上運動(5)（思）（主）（共）
ボール運動（6）

器械運動（4）
体つくり運動（4）

★オリジナル物語を作ろう（４）
（思）（主）（共）

★「夢宣言」をしよう（３）（思）（主）（共）

あの子があぶないＤ（１）
多かったおつりＡ（４）
待ち合わせＢ（４）

あいさつ運動Ｂ（１）
星野君の二るい打Ｃ（３）
友のしょうぞう画Ｂ（３）

★母の病気Ｃ（５）
ひなん所と父の仕事Ｃ（３）
新しいシャープペンシルＡ（２）
公平なしんぱんＣ（２）

るみ子の夏休みＡ（３）
母さんの歌Ｄ（３）

敬老の日のプレゼントＢ（５）
代表委員が学校をつくるＣ（６）
私たちの学級文庫Ａ（１）
くずれ落ちた段ボール箱Ｂ（２）

よみがえれ，わたしたちの海Ｄ
（２）
ドリームＣ（１）
サタデーグループＣ（４）
日本のたからＣ（７）

アイライク…Ｃ（８）
★はげまし合いＡ（６）
隊員のいのちが大切だＤ（１）
美しい大空Ｄ（３）

私たちは池田先生を忘れないＤ（１） 車いすの尐女Ｂ（２）
ネチケットＣ（１）
★これって不公平？Ｃ（２）
父の仕事Ｃ（４）

地雷と聖火Ｃ（８）
空気入れのいらない自転車Ａ（１）
ひとふみ十年Ａ（５）

和太鼓調べＣ（７）
雨ニモマケズＡ（２）

アルファベットクイズをつくろう（３） アルファベットクイズをつくろう（１）
★友だちの誕生日を調べよう（３）
（思）（主）

友だちの誕生日を調べよう（１）
できることを紹介しよう（３）

できることを紹介しよう（１） ★道案内をしよう（３）（思）（主）
（共）

道案内をしよう（３） 友だちを旅行に誘おう（３） 友だちを旅行に誘おう（３） 1日の生活を紹介しよう（４）

(1)歴史　(2)食育 (1)歴史　(2)食育　(3)安全

★地域の歴史について調べ，分かったことや考
えたことをまとめる（思）(主）

★田植えやお弁当に食物を詰める活動を通し
て，食物栽培の大切さや関わる人々の思いに
ついて考える（思）（主）（共）

稲の世話をしながら，成長の様子
を記録する

★地域の方々と協力して米やさつまいもを収穫
し，収穫祭の計画を立てる（主）（共）

稲の世話をしながら，成長の様
子を記録する

(1)地域の歴史についての理解　(2)収穫への感謝　(3)地域の安全調べ(1)地域の歴史の紹介　(2)食への関心と食物栽培への理解　 (1)地域と自分との関わりや自己の成長の振り返り

歌声交流会に向けて
★卒業式に向けて（思）（主）
児童会目標について

米作りやさつまいもの1年間をまと
めたり，お世話になった地域の
方々に手紙を書く

★自分の成長をポートフォリオにまとめる（卒業アル
バム作り）（主）（共）

★自分と地域の関わりについてまとめる（思）
（主）

６年間を振り返って
春休みのくらし

★1学期の係活動・当番活動（主）
生活習慣について
児童会目標について

★運動会に向けて（主）
食事について
児童会目標について

水泳のきまり
★歌声交流会に向けて（主）
歯磨き指導
児童会目標について

夏休みのくらし
児童会目標について

★２学期の係活動・当番活動（主）
お金の使い方について
★修学旅行に向けて（主）（共）
児童会目標について

★安全な避難（主）
修学旅行を振り返って
学習発表会に向けて
児童会目標について

読書をしよう
校内美化について
★校内持久走大会に向けて（主）
児童会目標について

２学期の振り返り
冬休みのくらし
児童会目標について

★３学期の係活動・当番活動（主）
風邪の予防
児童会目標について


