
研究主題

佐賀小夏祭り

火災避難訓練 修学旅行 ワックス清掃

新入児体験入学 お別れ遠足
避難訓練 体力テスト 心肺蘇生法講習会 発育測定 児童会役員選挙 参観日 非行防止教室 租税教室 児童会役員選挙 ワックス清掃
始業式・入学式・対面式 防犯教室 道徳参観日 校内水泳大会 始業式 町陸上記録会

　　　　　　　　　　　　　　　　　第1学年　年間カリキュラム（生活ベース） 学校名（黒潮町立佐賀小学校）

学校教育目標
育てたい力

４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

学校行事

思いや願いを持つ 活動や体験をする 感じる・考える 表現する・行為する

町小中学校音楽祭 校内マラソン大会 始業式

参観日
　佐賀っ子解放まつり

発育測定 交通安全教室 宿泊学習 終業式 夏休み作品展 文化展 校内音楽発表 人権教育参観日
春の遠足 薬物乱用防止教室 ふれあい健診 参観日避難道確認 卒業写真 終業式 中学校体験入学

卒業証書授与式

さあはじめよう あいうえおのうた をへをつかおう おおきなかぶ あるけあるけ／おおきくなあれ かたかなをかこう まとめてよぶことば おとうとねずみチロ みみずのたいそう ことばをあつめよう かたちのにているかん字
春季大運動会 避難訓練 集団下校

ことばあそびうたをつくろう よう日と日づけ すきなきょうかはなあに おはなしをかこう

1年かんをふりかえろう

ひととつながることば あめですよ ちいさいっ かぞえうた なにに見えるかな ことばであそぼう

ほんがたくさん
みんなににはなそう
身の回りで見つけたものの中
から紹介するものを決め、相
手に聞こえるように話す。

きいてつたえよう
大事なことを落とさないように
聞き、グループの人に正しく伝
えることができる。

えにっきをかこう
経験したことから書くことを見
つけ、必要な事柄を考えて文
章に書く。

はっけんしたよ
観察した動植物の様子を伝え
るために必要な事柄を集め、
伝えたいことを明確にして書
く。

おもい出してかこう すきなおはなしはなにかなはなしたいなききたいな 小学校のことをしょうかいしよ

う
来年度の新入生に、小学校生
活を楽しみにしてもらえるよう
に経験したことに基づいて話
す事柄の順序を考えて話すこ
とができる。

子どもをまもるどうぶつた
ち

かいてみよう あいうえおのことばをあつめよう のばすおん かいがら むかしばなしをたのしもう

えんぴつをつかうときにたしかめよう ぶんをつくろう あひるのあくび かんじのはなし おはなしをよもう かたかなのかたち スイミー
こえをとどけよう ゛や゜がつくじ ことばあそび としょかんはどんなところ

よろしくね さとうとしお どうやってみをまもるのかな サラダでげんき

とんこととん こんなことしたよ
はをつかおう ちいさいゃゅょ

いろいろなふね

なつがやってきた いきものとなかよし たのしいあきいっぱいがっこうだいすき さがだいすき きれいにさいてね ふゆをたのしもう もうすぐ２ねんせいじぶんでできるよ

できるようになったよ　　　　　　

姿勢と持ち方・書き方 のうとにかこう　　　　　　　　 「まがり・おれ・おりかえし」 「むすび」　なまえをかこう ひらがなのひょう　「とめ・はらい・はね」 「おれ・まがり・そり」　　　　 文字のかたち　ひつじゅん かきぞめをしよう　　　　　 かくのながさとほうこう ひらがなとかん字のかきかた 「おもいでブック」を花さかじいさん」のうた

わかりやすくせいりしよう なんじなんぷん かたちづくりなかまづくりとかず なんばんめ のこりはいくつちがいはいくつ たしざん ひきざん どんなけいさんになるのかな どちらがひろい

10よりおおきいかず
どちらがおおいあわせていくつふえるといくつ

かたちあそび
身の回りにあるものの形に着
目し、図形の機能や形をとら
えたり、構成や分解をしたりし
て表現する。

おおきいかず

１ねんのふくしゅう

３つのかずのけいさん けいさんぴらみっど たしざんとひきざん

おんがくにあわせて リズムとなかよし ドレミとなかよし いいおとみつけて おとでよびかけっこ ようすをおんがくで ききあってあわせて
なんじ　なんじはん

どちらがながい
身の回りにあるものの長さに
着目して直接比較や間接比
較、任意単位による長さの比
べ方を考えたり、任意単位に
より長さを数値で表したりす
る。

どんなうたがあるかな

「校歌」 「ヒロシマのある国で」 「私のふるさと」 そつぎょうしきのうた
すきまちゃんのすきなすきま うつしたかたちから

やぶいたかたちからうまれたよ おってたてたら いろいろなかたちのかみから ひらひらゆれて いっぱいつかってなにしよう でこぼこはっけん！ いっしょにおさんぽ ごちそうパーティーをはじめよう
かきたいものなあに ちょきちょきかざり すなやつちとなかよし みてみてあのね ぺったんコロコロ ごちそうパーティーはじめよう！ おはなしからうまれたよ かざってなにいれよう のってみたいないきたいな

にょきにょきとびだせ
ごちそうパーティをはじめよう さわる ごちそうパーティーをはじめよう

ひもひもねんど カラフルいろみず ならべてならべて はこでつくったよ かみざらコロコロ

体つくり運動 ゲーム 表現リズム遊び 水泳 表現リズム遊び 走・跳の運動遊び 走・跳の運動遊び 機械・器具を使っての 機械・器具を使っての 体つくり運動 ゲーム

運動遊び 表現リズム遊び
機械・器具を使っての 走・跳の運動遊び 水遊び ゲーム 運動遊び 運動遊び

運動会のじゅんび
保健

　ゆうぐ

家族（父母） 復習①②（絵本）
おはじきゲーム ジャンケン
あいさつしよう 動いてみよう！ 数字（１～１０） 色(8色）・果物 天気・曜日 動物（12種） 果物（11種） 体（１０） 体（福笑い）

みんなのはなまる どんないちねんせいになるのかな かぼちゃのつる

ジャンケン

こんなときなんていうの ひつじかいのいたずら にゃんたくんとみけちゃん みんなでつかうばしょなのに 大すきなかぞく およげないりすさん はしの上のおおかみ ちいちゃんとブルくん いつもありがとう ぼくの花さいたけど

ぼんたとかんた 目じるしの木 はっぴょうかい けいじばんのらくがき

どきどきわくわくいちねんせい
学校生活を送ることの良さを考え、学校
生活を楽しくしようとする。

三学期の目標

二わのことり みんなのためにーフローレンス・ナイチンゲールー

がんばれポポ
まりちゃんとあさがお
種から育てたアサガオの生命
の循環を知り、生命のすばら
しさを感じる

ハムスターのあかちゃん
かけがえのない生命を大切に
しようとする。

きょうもげんき きんのおの 七つのほし 空のクレヨン 虫が大すきーアンリ・ファーブルー

ぼくのおとうさん わんぱくだいちゃん せかいが一つに とくとくとく
うさぎとかめ

学校のきまり 歯科保健指導 歯科保健指導 一学期の反省 音楽発表に向けて 給食指導 マラソン大会に向けて
1年生になって 学級のきまり 地震時の対応 係の仕事 二学期の目標 特別支援学級との交流 本をたくさん読もう 地震から身を守ろう

生活

音楽

図画工作

体育

外国語

道徳

学級活動

国語

算数

書写

運動会に向けて

自分を見つめて
3学期の始まりとともに、
自己の成長を自覚す
る。

休み時間の過ごし方 衛生に気をつけよう 夏休みの過ごし方 安全な登下校 不審者に対する避難の仕方 自分の家で地震が起きたら 二学期の反省

人間を大事に～自他ともに大切にすることができる～ ふるさとへの愛着と誇りを持ち、自ら社会を切り拓いていける児童の育成～主体的・対話的な授業づくりをめざして～

新１年生を迎える準備をしよう

家族を見つめて 卒業式に向けて
わたしぼくの成長 １年間の反省

なわとび

いて知ろう 地域の避難場所 雨の日の過ごし方 地震から身を守るには
給食のきまりにつ

歯科保健指導



研究主題

佐賀小夏祭り

　避難道確認 人権教育参観日

修学旅行

交通安全教室

てつぼう

　　　　　　　　　　　　　　　　　第2学年　年間カリキュラム（生活ベース） 学校名（黒潮町立佐賀小学校）

学校教育目標 人間を大事に～自他ともに大切にすることができる～ ふるさとへの愛着と誇りを持ち、自ら社会を切り拓いていける児童の育成～主体的・対話的な授業づくりをめざして～

育てたい力 思いや願いを持つ 活動や体験をする 感じる・考える 表現する・行為する

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

学校行事

４月 ５月 ６月 ７月 ９月

始業式・入学式・対面式 防犯教室 人権参観日 校内水泳大会 お別れ遠足

避難訓練 春季大運動会 避難訓練 発育測定 文化展 参観日 非行防止教室 租税教室 児童会役員選挙

始業式 児童会役員選挙 校内音楽発表会 校内マラソン大会 始業式 新入児体験入学

ワックス清掃

参観日 卒業証書授与式

春の遠足 集団下校 参観日 ワックス清掃 終業式 中学校体験入学 植樹体験

発育測定 終業式 夏休み作品展 卒業写真 参観日

火災避難訓練

体力テスト

国語

すきなこと、なあに こんなことをしているよ かんさつしたことを書こう 言いつたえられているお話を知ろう

声に出してみよう 組み合わせたことば

いくつ あつめられるかな 外国の小学校について聞こう かたかなで書くことば 本は友だち 空にぐうんと手をのばせ どうぶつのひみつをさぐろう

すきな場しょを教えよう

互いの話に関心を持ち、相
手の発言を受けて話をつな
ぐことができる

経験したことを分かりやすく
伝えるために、簡単な構成を
考えて、経験したことを伝え
る文章を書くことができる

身の回りの植物の様子を観
察して気付いたことを記録す
る文章が書ける

内容のまとまりがわかるよう
に書き表し方を工夫して文章
を作ることができる。

説明する事柄と説明する順
序を考え、説明する文章を書
くことができる

お話を読んで、おもしろいと
思ったところを友達と伝え合
い、共有することができる。

簡単な構成を考えるととも
に、内容のまとまりがわかる
ように書き方を工夫して、事
柄を紹介することができる。

伝えたいことに必要な事柄を
選び、自分が伝えたいことを
しょうかいすることができる。

しを読もう・いろんなおとのあめ 絵を見てお話を書こう あそび方をせつめいしよう おくりがなに気をつけよう むかし話をしょうかいしよう この人をしょうかいします

1年間の学しゅうをふりかえって

ことばを広げよう 「ことばのアルバム」を作ろう

文や文章の内容や表現に着
目し、よりよい表現について
考えることができる。

相手に伝わるように、話す事
柄を考え説明することができ
る

こくごのノートのつくりかた 名前を見てちょうだい 文しょうのちがいを考えよう うれしくなることばをあつめよう 主語とじゅつ語 これまでの学しゅうをふりかえって おばあちゃんに聞いたよ

風のゆうびんやさん 声やうごきであらわそう ことばで絵をつたえよう これまでの学しゅうをふりかえって はんたいのいみのことば 　ビーバーの大工事

「ありがとう」をつたえよう 　かさこじぞう

感謝の気持ちを相手に伝え
るために必要なことを考え、
手紙を書くことができる。

どんな本を読んだかな

としょかんへ行こう サツマイモのそだて方

かん字のかき方

植物の育て方の方法や、調
べ方を知る。

たんぽぽのひみつを

話す事柄の順序を考えて、
紹介したいことが聞き手に伝
わるように話すことができる。

見つけよう にたいみのことば なかまになることば

あなのやくわりを考えよう かん字のれんしゅう

互いの話に関心を持ち、相
手の発言を受けて話をつな
ぎながら、尋ねたり応答した
りするなどして、少人数で話
し合うことができる。

文章の内容と自分の体験と
を結びつけて考え、考えたこ
とを文章にまとめることがで
きる。

　あなのやくわり生活の中のことば

気もちを音読であらわそう

　ニャーゴ たからものをしょうかいしよう

読んだかんそうをつたえ合おう

お手紙

　たんぽぽ 同じところ、ちがうところ

書写
文字を書くしせい かんさつしたことを書こう 点画の名前 ひつじゅんのきまり ２年生のまとめ

書きやすいもち方 文字くらべ れんらくちょうを書こう 画の長さ 「とめ」「はね」「はらい」と「おれ」「まがり」 文字の中心 文字の形

「おれ」のむきと「はらい」のむき 画のつき方と交わり方 ありがとうをつたえよう 画のむきと、画と画の間 書きぞめをしよう かん字のなりたち

書いてあじわおう

生活 春だ今日から２年生 ぐんぐんそだてわたしの野さい どきどきわくわくまちたんけん 生きものなかよし大さくせん うごくうごくわたしのおもちゃ みんなでつかうまちのしせつ もっとなかよしまちたんけん

かけ算⑵ ４けたの数 たし算とひき算 はこの形

身の回りにある数量を、整理
する観点を決めて分類整理
し、グラフや一元表に表すこ
とができる。

単位の意味と測定の原理を
理解し、単位を用いて的確に
表現する力を養うとともに、
長さについて量の感覚を身
に付ける。

単位の意味と測定の原理を
理解し、単位を用いて的確に
表現する力を養うとともに、
体積について量の感覚を身
に付ける。

つながる広がるわたしの生活 あしたへジャンプ

グラフとひょう ひき算のひっ算 長さのたんい 水のかさのたんい 計算のくふう 長方形と正方形 かけ算⑴

数学的表現を用いて時刻や
時間の求め方を考える力を
養う。

ひっ算

たし算のひっ算 ３けたの数 時こくと時間 たし算とひき算の

長さのたんい

長いものの 分数

音楽

強さやはやさをかんじて リズムやドレミとなかよし

算数

きょくに合った歌い方 いい音見つけて おまつりの音楽 きょくのながれ くりかえしとかさなり みんなで合わせて

クリスマスソングを歌おう

「校歌」「君が代」 「ヒロシマのある国で」 卒業式の歌

図画工作

たのしいなおもしろいな ひみつのたまご しんぶんしとなかよし はさみのあーと たのしくうつして

にぎにぎねん土 ひかりのプレゼント くしゃくしゃぎゅっ ざいりょうからひらめき ときめきコンサート まどをひらいて わくわくすごろく つないでつるして

とろとろえのぐでかく おもいでをかたちに すてきなものいっぱい だんだんだんボール 見て見ておはなし ストローでこんにちは

ともだちハウス ともだち見つけた！

わっかでへんしん

　ドキドキしたよ

たのしかったよ
いろいろな材料から表したいものを
考え表現する。

機械・器具を使っての 表現リズム遊び

体育

体つくり運動 ゲーム 表現リズム遊び 水泳 表現リズム遊び 走・跳の運動遊び

ゲーム 運動遊び 運動遊び ボールけりゲーム

走・跳の運動遊び 機械・器具を使っての 機械・器具を使っての 体つくり運動 ゲーム

　ゆうぐ

運動遊び 水遊び

保健

動物(１２+１０種)
果物・野菜

(１１種+７種)
体

教室にあるもの
(文具)

家族(兄弟)
<<発表活動>>

復習①<<絵本>>
復習②<<絵本>>

すごろく
外国語

一日のあいさつ
おはじきゲーム

ジャンケン
動いてみよう！

ジャンケン
数字(１～２０)

と時計

色(８+４色)と形
<<七夕かざり>>
【６月・７月用】

天気・曜日

きつねとぶどう

道徳

るっぺどうしたの ぴょんたくんのゴール ぬれたボール おはかまいり お手紙書いたよ

あおいはりっぱな二年生 ねこがわらった 黄色いベンチ ぎおんまつり しあわせの王子

初めて下級生が入学してくることで自分
たちが、お世話をしてあげるという２年生
としての自覚を持つ。

たびに出て ポケット２つ 言えなかったことば とべないペンギンくん 自分できめたことだから－福原愛－

おばあちゃんのおふろ おじさんの手紙 なつこが生まれたころ 楽しいお正月 カメタのなみだ こんなときどうするの

キリンのみなみ

えんぴつは何さい いのちをかんじて わたしの学校 せかいはつながっている 森のともだち

みんなのニュースがかり あゆくんとカレーライス お月さまとコロ
事柄の良い所を、根拠を基に見つけ
られる。

自分できめたことを粘り強く
やりぬこうとする力を身に付
ける。

小さなど力のつみかさね－二宮金次郎－

だれにたくさんあげようかな

みんなが気もちよく ぐみの木と小鳥 ふわふわことばちくちくことば

学校のルール 町を支えてくれる人 地震が来たらどうするか 1学期を振り返って 学習習慣を見直そう

学級活動

目標をみんなでつくろう 運動会に向けて プール開きのめあて 学習習慣の見直し 夏休みの発表会をしよう 揺れが収まってもまだ続く危険とは
一人でいるとき大きな地震 その時あなたは？ 学級で起きている問題を解決しよう 楽しい冬休み 学習習慣を見直そう ６年生にありがとう １年間を振り返って

音楽発表会に向けて 火災避難の仕方 3学期の目標 ２年生の思い出作りをしよう 教室をきれいにしよう

運動会を振り返って 友だちとのかかわり

給食指導 安全に登下校しよう ただしいはみがき 夏休みの過ごし方 日直の仕事を見直そう

卒業式に向けて

お友達月間 なりたい３年生を考え、今から取り組むこ
とを友達の意見も参考にして、たくさん見
つける。

自分ができるようになったことを振り
返り、さらに伸ばしたい力や、そのた
めの方法を考える。

避難生活ってどんなもの 2学期の振り返りをしよう もうすぐ３年生家族へ感謝



研究主題

佐賀小夏祭り

避難道確認

交通安全教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　第３学年　年間カリキュラム（総合ベース） 学校名（黒潮町立佐賀小学校）

学校教育目標 人間を大事に～自他ともに大切にすることができる～ ふるさとへの愛着と誇りを持ち、自ら社会を切り拓いていける児童の育成～主体的・対話的な授業づくりをめざして～
育てたい力 課題の設定 情報の収集 整理・分析 まとめ・表現

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

学校行事

４月 ５月 ６月 ７月 ９月
始業式・入学式・対面式 道徳参観日 校内水泳大会 お別れ遠足
避難訓練 発育測定 児童会役員選挙 参観日音楽発表 児童会役員選挙

始業式 町小中学校音楽祭 校内マラソン大会 始業式 新入児体験入学
ワックス清掃

参観日 卒業証書授与式
春の遠足 参観日 ワックス清掃 終業式
発育測定 春季大運動会 避難訓練 終業式 夏休み作品展 文化展 卒業写真 人権教育参観日

火災避難訓練
体力テスト

国語

なにをしているのかな
互いの意見の共通点や相違点に着目し、同
意したり反応したりして反応を示しながら話
し合うことができる。

自然のかくし絵

調べて書こう、わたしのレポート
メモの取り方
知りたいことに応じた方法で調べ、書く内容
の中心を明確にして文章の構成を考えるこ
とができる。

「ほけんだより」をよみくらべよ
う
文章を読んで感じたことや共有し、一人一
人の感じ方に違いがあることに気付く。

漢字の組み立てと意味

くらべてみよう
目的を意識して経験などから観点を見つ
け、比較することができる。

漢字の表す意味 はりねずみと金貨 本は友だち 詩を読もう 想像を広げて物語を書こう ローマ字② 本をしょうかいしよう 心が動いたことを詩で表そう

グループの合い言葉をきめよ
う　目的や進め方を確認して話し合い、互
いの意見や共通点や相違点に着目して考
えをまとめることができる。

パラリンピックが目指す
もの
目的を意識して、中心となる語や文を見つ
けて要約できる。

話したいな、わたしのす
きな時間
話の中心や話す場面、目的を意識し、伝え
たいことを伝えるために話し方を工夫でき
る。

自分の考えをつたえよう
自分の考えとそれを支える理由を明らかに
して文章を書くことができる。

俳句に親しむ
外国のことをしょうかい
しよう
聞き手に伝わるように、話の組み立てを考
え、話し方を工夫することができる。

ゆうすげ村の小さな旅館
「わたしのﾍﾞｽﾄﾌﾞｯｸ」を
作ろう

すいせんのラッパ こそあど言葉 慣用句を使おう サーカスのライオン 漢字の読み方 言葉でつたえ合う

国語じてんのつかい方 モチモチの木

図書館へ行こう
図書館での本の探し方を知る

メモを取りながら聞こう
必要なことを記録し、大事なことを落とさず
聞くことができる。

ローマ字① 詳しく表す言葉
案内の手紙を書こう
相手に伝える必要があることを落とさずに
書き、相手や目的を意識した文や文章を整
えることができる。

人をつつむ形
　　－世界の家めぐり

総
合
的
な
学
習
の
時
間

なかよくえがおをふやす佐賀の町　～お年寄りを元気に～

知りたいな　佐賀のお年寄り ふやそうよ　佐賀のお年寄りの元気なえがお なかよくえがおをふやす佐賀の町

ひらがな 文字の大きさと字間 三年生のまとめ学習を始めよう 「横画」 しよう書写
書写の学び方 「縦画」「点」 「折れ」 筆順の決まり 「はらい」 「曲がり」と「そり」 実験したことを記録

地域の安全を守る 事故や事件から わたしたちの市の歩み かわる道具とくらし 市のうつりかわり

社会

わたしたちのまちと市
まちの様子
まちの様子を調べる学習問題について予想

し、学習の見通しを立てることができる。

市の様子
調査活動や地図帳などの資料を通して、必
要な情報を調べまとめる技術を身に付け
る。

はたらく人と
店ではたらく人と仕事
客の願いと店の工夫を関連付けて関係図
に表現する。

わたしたちのくらし 工場ではたらく人と仕事
オリエンテーション まもる

火事からまちを まちを守る 　オリエンテーション

農家の仕事（選択）

算数 長いものの長さの計り方と表し方

三角形と角 そろばん
かけ算 わり算 長いものの長さの計り方と表し方 あまりのあるわり算 大きい数のしくみ 大きい数のわり算 小数 分数 □を使った式 ぼうグラフと表

目的に応じてデータを整理する観点に着目
し、身の回りの事象について表や棒グラフ
を用いて考察したり、見出したことをわかり
やすく表したりする方法について考え、説明
することができる。

時こくと時間の表し方 たし算とひき算の筆算 暗算 かけ算の筆算（１） 円と球 重さのたんいとはかり方 かけ算の筆算（２） 考える力をのばそう
倍の計算

3年生のふくしゅう

理科

しぜんのかんさつをしよう こん虫の育ち方
昆虫の体のつくりについて調べ、得られた
結果をわかりやすく記録する。

ゴムや風の力
ゴムと風の力と物の動く様子に着目して表
に記録して比較する。

植物の育ち方（３）花
花が咲いた植物の育ち方について調べ、過
程や得られた結果をわかりやすく記録す
る。

動物のすみか
植物の育ち方（１）たね
まき
植物の育ち方について、差異点や共通点を
もとに問題を見出し、表現するなどして問題
解決する

植物の育ち方（４） 学びをリンク
花がさいたあと

葉・くき・根

おもちゃショーを
植物の育ち方（２） 音のふしぎ じゆうけんきゅう

地面のようすと太陽
太陽と地面の様子との関係を表や棒グラフ
等で表現することができる。

太陽の光
光を当てた時の明るさや温かさの実験の結
果を表やグラフにまとめて比較する。

電気の通り道
電気を通す実験の結果を表などにまとめて
比較し、共通点等を見つける。

じしゃくのふしぎ
じしゃくの性質の実験結果をもとに同じ内容
ごとに分類して表などにまとめて比較する。

ものの重さ

開こう

みんなで合わせて みんなで合わせて
ききどころをへんか

曲にあった歌い方 アンサンブルの楽しさ アンサンブルの楽しさ楽譜とドレミ 歌声ひびかせて せんりつの流れと 遊び歌めぐり

みつけて
おりづる ヒロシマのある国で

図画工作

ぬのをつないで わたしの６月の絵 あの日あの時の クリスタルアニマル

音楽

ひらいて広がる 空きようきのへんしん ことあから形・色
ゴムゴムパワー

ねん土マイタウン いろいろうつして

切ってかきだし 身近な自然の形
絵の具＋水＋ふで くるくるランド ふき上がる風にのせて 気持ち ペタパたひらくと

くぎうちトントン マグネットマジック
ふしぎな世界 クミクミミックス 土でかく ひもひもワールド「小さな自分」のお気に入り

カラフルフレンド くっつけて

ハンドベースボール

体育

体ほぐしの運動 はばとび 毎日の生活とけんこう うく・泳ぐ運動
タグラグビー うく・泳ぐ運動

からだで絵日記 レッツ　ダンス リレー
かけっこ 鉄ぼう運動 動きをつくる運動

小型ハードル走 ラインサッカー マット運動 とび箱運動 用具を使った運動

Unit2
How are you?

Unit3
How many?

Unit4
I like blue.

保健

Unit5
What do you like?

Unit6
ALPHABET

Unit7
This is for you.

Unit8
What's this?

Unit9
Who are you?

けんこうな生活

道徳
まどガラスと魚
電話のおじぎ
学校じまん集会

きっとできる
ー高橋尚子ー

貝がら
村を救った「長十郎梨」
たん生日おめでとう
電池が切れるまで

よわむし太郎 ふろしき
ぬれた本
親切の旅
すず虫

やくそくやきまりを守って
夜ふかししたら

金色の魚

ぼくがいるよ
ぶどう畑のたからもの
いいね！
森のげいじゅつてん

みんなのわき水
ブラッドレーの請求書
きよしのなやみ
あめ玉

落ちていたきっぷ
この一食のために

光るえんがわ 大自然のお客さん

拾ったりんご
百羽のツル

ふるさとの味
心と体が一つになって

治作と右平
母のせなか

青い目のお友だち

外国語
Unit1
Hello!

どこにいても地震の揺
れから身を守ろう バランスよく食べよう

ありがとう月間
２学期を振り返って

３学期の組織作り
防災学習のまとめ～お家
の人へのメッセージ

委員会活動を知ろう
もうすぐ4年生

１年間を振り返って学級活動 組織・目標づくり
南海地震が来たらどう
するの

友だち月間
友だちを大切に
言っていい事悪い事

学校月間
１学期を振り返って

２学期の組織づくり
頑張り月間
運動会の目標



研究主題

佐賀小夏祭り

避難道確認

交通安全教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　第4学年　年間カリキュラム（総合ベース） 学校名（黒潮町立佐賀小学校）

学校教育目標 人間を大事に～自他ともに大切にすることができる～ ふるさとへの愛着と誇りを持ち、自ら社会を切り拓いていける児童の育成～主体的・対話的な授業づくりをめざして～
育てたい力 課題の設定 情報の収集 整理・分析 まとめ・表現

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

学校行事

４月 ５月 ６月 ７月 ９月
始業式・入学式・対面式 道徳参観日 校内水泳大会 お別れ遠足
避難訓練 発育測定 児童会役員選挙 参観日 人権教育参観日 児童会役員選挙

始業式 文化展 町小中学校音楽祭 校内マラソン大会 始業式 新入児体験入学
ワックス清掃

参観日 卒業証書授与式
春の遠足 参観日
発育測定 春季大運動会 終業式 夏休み作品展 卒業写真 終業式

火災避難訓練
体力テスト

避難訓練

国語

もしも、どうしたい ヤドカリとイソギンチャク 走れ 広告を読み比べよう
文章を読んで感じたことや考えたことを共有し、
一人一人の感じ方に違いがあることに気付く。

「言葉のタイムカプセル」を残そう
言葉に使い方に注意しながら、相手や目的を
意識した文章表現になっているか確かめなが
ら文章が書ける。

ｸﾞﾙｰﾌﾟにまとめて整理しよう

たしかめながら話を聞こう
必要なことを記録したり質問したりしながら聞
き、聞きたいことの中心を捉える。

お願いやお礼の手紙を書こう
自分の考えとそれを支える理由や事例との関
係を明確にして、書き表し方を工夫できる。

学校についてしょうかいすることを考
えよう
話し合いの目的や必要性を意識して話し合い、
互いの意見の共通点や相違点に着目して、考
えをまとめられる。

くらしの中の和と洋
目的を意識して、中心となる語や文を見つけて
要約できる。

言葉で考えを伝える
自分の考えとそれを支える理由や事例との関
係を明確にして、書き表し方を工夫できる。

こわれた千の楽器 本は友だち つなぐ言葉の働き

詩を読もう 山場のある物語を書こう 聞いてほしいな，心に残っている出
来事
話の中心や話す場面、目的を意識し、伝えたい
ことを伝えるために話し方を工夫できる。

「ふるさとの食」を伝えよう
自分の考えとそれを支える理由や事例との関
係を明確にして、書き表し方を工夫できる。

百人一首の世界 調べたことをほうこくしよう
伝えたいことがよく伝わるように、相手や目的
に応じて話す中心を明確にして構成を考えるこ
とができる。

本をみんなにすすめよう 考え方を生みだそう 世界一美しいぼくの村

図書館へ行こう
必要な知識や情報を得ることに役立つことに気
付く。

みんなで新聞をつくろう
書く内容の中心を明確にし、内容のまとまりで
段落をつくったり、相互の関係に注意して構成
を考える。

ことわざと故事成語 ローマ字の書き方 一つの花 ごんぎつね じゅく語の意味を考える 同じ読み方の漢字

漢字辞典のつかい方 分の組み立てと修飾語

書写
毛筆の姿勢
画の長さと間かく

画の方向 筆順と字形 組み立て方（左右の部分） 4年生のまとめ

総
合
的
な
学
習
の
時
間

考えよう　安全な佐賀の町にするために　

見つけよう　佐賀をよくするすごい人 調べよう　佐賀の町の今 伝えよう　安全な佐賀の町にするために

ノートを書こう 組み立て方（上下の部分） いろいろな組み立て方 調べたことを伝える新聞を作ろう ひらがな 行の中心と行間

社会

県の地図を広げて 健康なくらしとまちづくり 水はどこから 水はどこから 自然災害にそなえるまちづくり
ごみはどこへ 地震にそなえるまちづくり

地域に見られる課題を把握して、その解決に向
けて考えたことや選択・判断したことを表現す
る。

焼き物を活かしたまちづくり 世界とつながる福岡県
地域で受けつがれてきたもの 昔から今へと続くまちづくり 吉田新田はどうやってできた わたしたちの県のまちづくり わたしたちの県のまちづくり 4年生の学習をふりかえろう

先人が当時の地域や人々の生活の向上に貢
献したことを考え、表現する。

調査活動や各種の具体的資料を通して、必要
な情報を調べまとめる技能を身に付けるように
する。

吉田新田はどこにあった

がい数の使い方と表し方 垂直、平行と四角形 分数 面積のはかり方と表し方 小数のかけ算とわり算 直方体と立方体

算数

大きい数のしくみ わり算の筆算(１) 角の大きさ 小数のしくみ わり算の筆算(２)
折れ線グラフと表
目的に応じてデータを集めて分類整理し、特徴
や傾向に着目して適切なグラフを選択し表すこ
とで判断したり結論について考察したりすること
ができる。

そろばん 倍の見方 計算のきまり 変わり方調べ
表などを用いて変化や特徴を考察し、その際
の表現や結果を振り返って、得られた結果を分
かりやすく表現できる。

ものの温度と体積
実験の結果をグラフで表現し、読み取る
図や絵を用いて表現する

季節と生物〔6〕冬 もののあたたまり方
実験の結果をグラフで表現し、読み取る
図や絵を用いて表現する

すがたを変える水
季節と生物〔7〕春のおとずれ

理科

季節と生物〔4〕夏の終わり
星や月〔1〕星の明るさや色
星の特徴についての問題を見いだす
星の位置変化を観察する方法
星の位置の観察の記録

雨水のゆくえ

アンサンブルの楽しさ ききどころを見つけて わたしたちの表げん
季節と生物〔2〕春 季節と生き物(秋) 星や月〔3〕冬の星

わたしたちの理科室

天気と気温
気温の変化の様子をグラフに表す
グラフから気温の変化を読み取る

電池のはたらき
自分の考えを図を用いて表現する。
電流の働きについて説明する。

とじこめた空気や水
体積変化を図や絵を用いて表現する。
学んだことを適用し、表現する。

季節と生物〔3〕夏

歌声ひびかせて 歌声ひびかせて ひょうしとせんりつ ひょうしとせんりつ 曲にあった歌い方 かけ合いと重なり 音楽今昔 音楽今昔

星や月〔2〕月と星の位置の変
化
星の特徴についての問題を見いだす
星の位置変化を観察する方法
星の位置の観察の記録

わたしたちの体と運動
体のつくりについて予想したことを用いて表現
できる。
生命を尊重する態度

図画工作

絵の具でゆめもよう コロコロガーレ まぼろしの花 ゆめのまちへようこそ
「折り鶴」 「ヒロシマのある国で」

ほってすって見つけて
光とかげから生まれる形 立ち上がれ！ねん土 おもしろアイディアボックス つなぐんぐん ﾄﾛﾄﾛｶﾁｺﾁﾜｰﾙﾄﾞ

音楽

わすれられないあの時 大すきな物語 ｷﾞｺｷﾞｺｸﾘｴｰﾀｰ すみですみか 森のげいじゅつ家 ｺﾞｰ!ｺﾞｰ!ﾄﾞﾘｰﾑｶｰ
「わたしのふるさと」

からだでかんしょう
つつんだアート

光のさしこむ絵 幸せを運ぶカード

体育

体ほぐしの運動 リズムダンス ポートボール 水泳運動 フラッグフットボール
たんけんに行こう かけっこ・リレー 高とび 鉄ぼう運動 キックベースボール

ソフトバレーボール 小がたハードル走 ゴールサッカー マット運動 とび箱運動 用具を使った運動
動きを作る運動

ボール投げ

保健 変化してきたわたしの体 大人に近づく体 体の中で起こる変化 すくすく育て　わたしの体

Unit5
Do you have a pen?

Unit6
Alphabet

Unit7
What do you want?

Unit7
What do you want?

Unit8
This is my favorite place.

Unit9
This is my day.

外国語
Unit1

Hello,world!
Unit2

Let's play cards.
Unit3

I like Mondays.
Unit4

What time is it?
Unit4

What time is it?

わり切れない気持ち 李さんのおひさまスープ フィンガーボール 新次のしょうぎ

道徳

目覚まし時計 おたまじゃくしの世話 お母さん泣かないで 真心を伝えるコミュニケーション ゆめはみるものではなく、かなえるもの　－澤 穂希－

言葉のまほう ごめんね、オオキンケイギク 文字を書く喜び 「正直」五十円分 明の長所

みんな、待っているよ 運動オンチのオリンピック 心と心のあく手 同じ仲間だから ヒキガエルとロバ げんたの消しごむ わたしにはゆめがある　－マーティン・ルーサー・キング・ジュニア－ ぼくの生まれた日

少しだけなら 朝がくると 絵葉書と切手 時計係 人間愛の金メダル すれちがい

ふるさとにとどけ、希望の舞　－羽生 結弦－ 日本の伝とう文化

もどらない本 雨のバス停りゅう所で 一まいの写真から 妙見山のちかい　－岩崎 弥太郎－

学級活動

4年生になって 地域の避難場所を確認しよう 雨の日の遊び方を考えよう 南海地震が来たらどうなるの？ 健康な生活習慣

花さき山

学級の問題を解決しよう 地域の防災に関わる人たち そうじの仕方を考えよう 3学期のめあてを考えよう 児童会役員選挙に向けて 4年生お別れ会をしよう

1学期のめあてを考えよう 運動会のめあてを考えよう 虫歯にならないために 夏休みの生活について考えよう 係の仕事を見直そう

学級の目標をつくろう 楽しく給食を食べよう 土砂災害について知ろう お楽しみ会をしよう 2学期のめあてを考えよう

「津波てんでんこ」について考えよう ゲーム大会を開こう 冬休みの生活について考えよう 風邪の予防について 地震への心構えについて考える

音楽祭へ向けて クリスマス会をしよう ぼく・わたしの長所を考えよう 大人になる体 もうすぐ5年生津波が心配！揺れたら急いで高台へ

係を決めよう 友だちのよさを考えよう 読書発表会をしよう



研究主題

佐賀小夏祭り

火災避難訓練 　避難道確認
体力テスト 修学旅行
交通安全教室

古文に親しむ

　　　　　　　　　　　　　　　　　第5学年　年間カリキュラム（総合ベース） 学校名（黒潮町立佐賀小学校）

学校教育目標 人間を大事に～自他ともに大切にすることができる～ ふるさとへの愛着と誇りを持ち、自ら社会を切り拓いていける児童の育成～主体的・対話的な授業づくりをめざして～
育てたい力 課題の設定 情報の収集 整理・分析 まとめ・表現 

１０月 １１月 １月 ２月 ３月

学校行事

４月 ５月 ６月 ７月 ９月
始業式・入学式・対面式 道徳参観日 校内水泳大会 お別れ遠足
避難訓練 発育測定 児童会役員選挙 参観日音楽発表 児童会役員選挙

始業式 町陸上記録会 町小中学校音楽祭 校内マラソン大会 始業式 新入児体験入学
ワックス清掃

参観日 卒業証書授与式
春の遠足 ふれあい健診 参観日 ワックス清掃 終業式
発育測定 春季大運動会 宿泊学習 終業式 夏休み作品展 文化展 卒業写真 人権教育参観日

避難訓練 集団下校

国語

ぼくらのもの 図書館へ行こう 環境問題について報告し
よう
集めた資料を活用し、引用したり図表やグラフ
などを用いたりして、自分の考えが伝わるよう
に書き表し方を工夫して書くことができる。

文の組み立てをとらえよう

詩を読もう

注文の多い料理店

伝えたい、心に残る言葉
反対の立場を考えて意見文を
書こう

古文のえがく四季
「弱いロボット」だからできるこ
と

手塚治虫この言葉、あなたならどう考え
る

筆者の伝えたいことをまと
めよう

問題を解決するために話
し合おう
意図を明確にしながら計画的に話し合い、考
えを広げたりまとめたりすることができる。

和語、漢語、外来語

心が動いたことを三十一音で
表そう

「わたしの文章見本帳」を作ろ
う

人物の思いを音読で伝えよう
知りたいことを聞き出そ
う
自分が聞こうとする意図に応じて

本は友だち 敬語の使い方
和の文化を受けつぐ
文章と資料を夢図ぶつけるなどして必要な情
報を見付け、説明することができる。

友達といっしょに、本をしょうか
いしよう 熟語を使おう 日本語と外国語

事実と考えを区別しよう
事実を客観的に書くととｔもに、その事実と考え
との関係を捉えて、事実と考えとを区別して書
くことができる。

漢字の成り立ち

世界で一番やかましい音

書き手の意図を考えよう
新聞記事をよみくらべよう
文章全体の構成を捉えたり、文章と図表など
を関連付けたりして要旨を把握して、書き手の
意図について考えることができる。

大造じいさんとがん
資料を見て考えたことを

話そう
自分の考えが明確に伝わるように、話の構成
を考え、資料と関係づけて話すことができる。

ひらがな(点画のつながり) 点画のつながりと接し方 分かりやすく効果的に伝える書き方委員会活
動を伝えるリーフレットを作ろう 行の中心(小筆) ５年生のまとめ ６年生におくる言葉を書こう書写 学習の準備をしよう　 組み立て方（にょう） 漢字どうしの大きさ ノートを書こう 目的に合った筆記用具

総
合
的
な
学
習
の
時
間

つながる　佐賀の産業

もっと知りたい佐賀の漁業 深めたい佐賀の産業 広めよう佐賀の産業

社会

日本の国土とわたしたちのくらし 未来を支える食料生産

日本の国土と世界の国々
国土の気候と地形の特
色
自然条件の特色と産業との関係に気付く。

自然条件と人々のくらし
自然条件の特色と産業との関係を整理し、気
づきや疑問を持つことができる。

米作りのさかんな地域
米づくりと自然条件との関係がわかる資料を
読み取り整理したり、米作りに取り組む人た
ち、米作りに関わる人たちの思いについて考
えることができる。

これからの食料生産
水産業について明らかにしたいことを整理した
り、調べたことをもとに、似ている点、ちがう点
を考え話し合うことができる。

自動車の生産に励む人々 日本の工業生産の今と未来 情報を伝える人々とわたし
たち

くらしと産業を変える情報通
信技術

水産業のさかんな地域 未来を作り出す工業生産 日本の工業生産と貿易・運輸 未来とつながる情報 国土の自然とともに生きる

自然災害とともに生きる 環境をともに守る

森林とともに生きる

算数

整数と小数 比例 小数のわり算 合同な図形 図形の角 分数と小数、整数の関係

分数のたし算とひき算 目的に応じてデーターを集めて分類整理し、
特徴や傾向に着目して適切なグラフを選択し
表すことで判断したり、結論について考察した

多角形と円周の長さ

表などを用いて変化や特徴を考察し、その際
の表現や結果を振り返って得られた結果を分
かりやすく表現できる。小数のかけ算 小数の倍 偶数と奇数，倍数と約数 単位量あたりの大きさ

平均 四角形と三角形の面積 割合 変わり方調べ 角柱と円柱

5年のふくしゅう

帯グラフと円グラフ

植物の実や種子のでき方 目的に応じてデーターを集めて分類整理し、
特徴や傾向に着目して適切なグラフを選択し
表すことで判断したり、結論について考察した
りすることができる。

人のたんじょう チャレンジ問題

直方体と立方体の体積

理科

天気と情報[１] 生命のつながり[１] 生命のつながり[２] 天気と情報[２] 生命のつながり[３] 流れる水のはたらきと土地の
変化

もののとけ方 ふりこの動き 電磁石の性質 生命のつながり[４] ５年生のまとめ
天気の変化 植物の発芽と成長 メダカのたんじょう 台風と防災

種子の発芽や植物の成長についての問題を
見出す。

自由研究 種子の発芽や植物の成長についての問題を
見出す。

自然条件の特色と水の働きとの関係を整理
し、気づきや疑問を持つことができる。

音楽の旅 子守歌 日本の民謡を 世界の声の音楽 豊かな表現を求めて

クラップフレンズ 和音のはたらきを せんりつをつくろう
花のおくりもの 茶色のこびん ハローシャイニング 和音にあわせて 組曲「カレリア」

ロマンス 君をのせて
訪ねて 風とケーナの わたしたちの表現赤とんぼ

聞きどころをみつけて 国歌

図画工作
絵の具スケッチ のぞいてみよう カードを使って 糸のこスイスイ

感じ取ろう 「折り鶴」 「ヒロシマのある国で」

音楽

夢色シンフォニー こいのぼり こきょうの人々 星笛 オーケストラのみりょく

ほり進めてすり重ねて
あんなところがこんなところ
に見えてきた

ミラクル！ミラーステージ 光と場所のハーモニー
使って楽しい焼き物 水から発見　ここきれい！ でこぼこの絵 消して書く わくわくプレイランド

「わたしのふるさと」

食べて元気！ごはんとみそ
汁

物を生かして住みやすく

言葉から思いを広げて
わたしのいい形 伝え合いたい思い心のもよう 形が動く　絵が動く 心に残ったあの時　あの場所 まだ見ぬ世界 立ち上がれ！ワイヤーアート

家庭

私の生活、大発見！ おいしい楽しい調理の力 ひと針に心をこめて 持続可能な暮らしへ物やお
金の使いかた

ミシンにトライ！ ミシンにトライ！
手作りで楽しい生活家族の時間

気持ちがつながる

手作りで楽しい生活

サッカー
体育

体ほぐしの運動 短きょり走 水泳 水泳 ハードル走
マット運動 リレー 鉄ぼうの運動 （ﾃｨｰﾎﾞｰﾙ・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ）

祭りだワッショイ

走りはばとび とび箱運動 ボール運動 体力を高める運動

外国語 Hello,friends. When is your birthday? What do you want to study? He can bake bread well. 

保健 心の健康

道徳

自分の番　いのちのバトン 紙作りの偉人 はじめての実験 一ふみ十年 魚の世界

けがの防止

ちゃんとやれよ健太 くずれ落ちた段ボール箱 百一さいの富士 ヘレンとともに
牛乳配り

だれにでもあるこんな心 木造校舎の思い出をむねに

Where is the post office? What would you like? Welcome to Japan. Who is your hero?

章太と孝治 流行おくれ 金曜日の班活動 かすみのハンカチ
バスと赤ちゃん 法やきまりはだれのもの グラウンドにひびく声 小さかったお返し 半助の投あみ

日本のよさを知って その思いを受けついで 友のしょう像画 時計台の鐘
ぼくは伴走者 銀のしょく台 ごめんねおばあちゃん 明日をひらく橋ぼくの名前よんで

誰もしらないニュース
イチロー選手のグローブ 礼儀作法にこめられた心

妹のカード
明日もまた生きていこう

卒業式に向けて

学級活動

５年生になって 言葉遣いと挨拶 宿泊学習を成功させよう １学期のふりかえり ２学期に向けて

組織・目標づくり 危機管理 津波てんでんこ 土砂災害について知る １年間の反省

地域の避難場所を知る 南海地震と津波について 避難訓練 夏休みの過ごし方 津波のからくり 南海地震に備えよう

避難経路 陸上記録会に向けて 友だち月間 冬休みの過ごし方 挨拶月間 学級の思い出

づくりをしよう

歯科指導 音楽祭に向けて ２学期の反省 ３学期に向けて 友だちの良い所

６年生になる心構え

運動会に向けて 津波非難の三原則

給食指導

地震対策

災害と情報 避難生活を考えよう 春休みの過ごし方



研究主題

佐賀小夏祭り

心肺蘇生法講習会

薬物乱用防止教室

火災避難訓練 避難訓練 　避難道確認 卒業写真

体力テスト

交通安全教室

図書館へ行こう

　　　　　　　　　　　　　　　　　第6学年　年間カリキュラム（総合ベース） 学校名（黒潮町立佐賀小学校）

学校教育目標 人間を大事に～自他ともに大切にすることができる～ ふるさとへの愛着と誇りを持ち、自ら社会を切り拓いていける児童の育成～主体的・対話的な授業づくりをめざして～

育てたい力 課題の設定 情報の収集 整理・分析 まとめ・表現

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

学校行事

４月 ５月 ６月 ７月 ９月

始業式・入学式・対面式 防犯教室 租税教室 校内水泳大会 お別れ遠足

避難訓練 道徳参観日 発育測定 児童会役員選挙 参観日音楽発表 非行防止教室 児童会役員選挙

始業式 町陸上記録会 町小中学校音楽祭 校内マラソン大会 始業式 新入児体験入学

ワックス清掃

卒業証書授与式

春の遠足 ふれあい健診 参観日 ワックス清掃 終業式 中学校体験入学 植樹体験

発育測定 終業式 夏休み作品展 文化展 卒業作品 人権教育参観日 参観日

春季大運動会 集団下校 修学旅行

国語

気持ちよく対話を続けよう
意図に応じて話の内容をとらえ対話を続けることができ
る

筆者の論の進め方を確かめよう 人間どうしの関係を考えよう 友だちの意見を聞いて考えよう 詩を読もう 物語を読んで
町の未来をえがこう
必要な情報を関係づけながら目的に応じて活用すること
ができる

世界に向けて意見文を書こう
事実と感想、意見を区別できる

読書とわたし さまざまないきかたについて考
えよう
人物の生き方や考え方から、自分の将来や生き方につ
いて考えることができる

「卒業文集」を作ろう
伝えたい思いや考えを文章にまとめることができる

原因と結果に着目しよう
原因と結果を把握して、目的に応じて書くことができる

話し合って考えを深めよう
互いの意見を分類したり整理したりできる

考えたことを伝え合おう
考えたことを短い言葉でまとめることができる

町の幸福論 心が動いたことを十七音で表そう

朗読で表現しよう
友だちの意見を聞いて考えよう
他の意見と自分の意見を比較して考えをまとめることが
できる

インターネットの議論を考えよう
複数の文章を読み比べてそれぞれの工夫を読み取るこ
とができる

防災ポスターを作ろう
興味を引くような表現の効果を考えて書き表し方を工夫
できる

修学旅行詩集作り ヒロシマのうた
聞いてほしい、この思い
聞き手の興味・関心に応じて表現を工夫し、攻勢を考え
ることができる

未来の向かって

書写 姿勢と筆記具　毛筆・鉛筆 <湖> <旅行> 筆順と字形 <中秋の名月> <あられ> 文字の大きさと配列 <希望><伝統を守る> <固い友情> 手書き文字で伝えよう <夢>

総
合
的
な
学
習
の
時
間

人権が守られる町になっているのかな

基本的人権の尊重は守られているのかな 人権が大切にされる世の中にするために取り組んでいる人々の思いを知る みんなが住みやすい町にするために

日本とつながりの深い国々
地球規模の課題の解決と国際
協力

近代国家をめざして　
社会

憲法と私たちの暮らし
日本国憲法の三原則の一つに基本的人権の尊重があ
ることに気付く

国づくりへの歩み 武士の政治が始まる 全国統一への動き

幕府の政治と人々の暮らし
江戸幕府は身分制度のもとで人々に対する支配の仕組
みを作ったことに気付く

私たちの暮らしを支える政治

大陸に学んだ国づくり
室町文化と力をつける人々
厳しい差別を受けていた人々が持っていた優れた技術
が生かされた庭園があることに気付く

新しい文化と学問
優れた技術や知識で解剖を行い、人体の説明をしたの
は厳しい差別を受けていた人だったことに気付く

明治の新しい国作り
明治になり身分制度がどのように変わったのか気付く

戦争と人々の暮らし

平和で豊かなくらしを目ざして
日本国憲法が公布され、平等な社会になったことに気付
く

円の面積の求め方を考えよう
角柱と円柱の体積の求め方を考
えよう

比例の関係をくわしく調べよう
順序良く整理して調べよう
事象の特徴に着目し、落ちや重なりのないように、図や
表に整理することができる

データの特徴を調べて判断しよう
目的に応じてデータを集めて分類整理することができる

算数の学習をしあげよう

およその面積と体積を求めよう

算数

つりあいのとれた図形を調べよう 数量やその関係を式に表そう
分数のかけ算を考えよう 分数の倍

形が同じで大きさが違う図形を調
べよう

分数のわり算を考えよう

割合の表し方を調べよう

私たちの生活と環境
人は環境と関わり、工夫して生活していることに気付く

植物の成長と 体のつくりとはたらき 生物どうしの関わり
月と太陽
月と太陽の位置関係について、多面的に調べることが
できる

ものの燃え方 日光の関わり 水の関わり

水溶液の性質
水溶液の性質や働きの違いを多面的に調べ、妥当な考
えを作り出すことができる

土地のつくりと変化
てこのはたらき
加える力の位置や大きさなどの条件とてこの働きとの関
係を多面的に調べることができる わたしたちの生活と電気

生物と地球環境
これまでの学習を振り返って、どのように生活していけば
いいのか、発表する

音楽

音の重なりとひびき 響き合いを生かして 演奏のみりょく 「折り鶴」 音楽のききどころ 豊かな表現を求めて

理科

私たちの国の音楽 音楽に思いを込めて

「ヒロシマの有る国で」
「私のふるさと」

雲で表す いっしゅんの形から
光の形 味わってみよう和の形 ドリームプラン １２年後のわたし

いっしゅんの形から

アミアミアミーゴ 筆あと研究所 版から広がる世界 １２年後のわたし
焼き物（海皿） 国際平和ポスター ひらいてみると

想像のつばさを広げて 動きをとらえて

家庭 見つめよう生活時間 朝食から健康な1日を 夏を涼しくさわやかに 思いを形にして生活を豊かに まかせてね今日の食事 冬を明るく暖かく あなたは家庭や地域の宝物

図画工作

水の流れのように わたしの大切な風景 くるくるクランク

ハードル走 とび箱運動 マラソン わたしたちの地球 バスケットボール

体育

体ほぐしの運動 フォークダンス 体力を高める運動 水泳 いろいろなスポーツ

マット運動 走り高跳び

病気の予防

外国語 Ｕ１．this is me ！ Ｕ２．Ｈｏｗ　ｉｓ　your school  life ？ Ｕ３．Ｌｅｔｓ　ｇｏ　ｔｏ Ｕ４．Ｓｕｍｍｅｒ　Ｖａｃａｔｉｏｎｓ

保健

Ｕ５．Ｗｅ　all live on the　 U6.Let think about U7.My best Memory U8.My future ,MyDream

道徳

おばあちゃんの指定席 達也の転校 さとるの夏、みきおの夏 高らかにひびけ 夢に向かって はじめてのアンカー ロレンゾの友達 花のき村と盗人たち 星への手紙 「がんばる」はぼくの宿題 未来を変える挑戦
‐スティーヴジョブズ‐
スティーブ・ジョブズの夢を実現させるための姿勢につい
て考える

星野君の二るい打 ひるがえる校章旗 太平洋の橋になりたい‐新渡戸稲造‐
国際社会で力を尽くす新渡戸稲造の生き方を貫いている
思いを知る

二つの「もったいない」ブランコ乗りとピエロ ヤリガンナ‐西岡常‐
先人たちが受け継いできた伝統文化の大切さを知る

自由だからこそ
自由に関する様々な意見から、自由に伴う責任につい
て考える

三六五×十四回分のありがとう
頂上はすぐそこに メジロ

心は変わる
自分の特徴を多面的・多角的にとらえ、自分自身を伸ば
していこうとする

車いすの少女 客には言わんのですか 最後のおくりもの 兵後さんのパラリンピック 地球の時間、ヒトの時間

苦い思い出 七十八円の命 この本のすべてを‐「解体新書」の誕生
‐
「解体新書」の誕生に挑んだ人々の熱意や苦難を知る

自由という名の席 ぼくの仕事は便所そうじ 青の洞門

手品師 章大と幸治‐かげぼうし‐

学級活動

組織づくり 運動会に向けて １学期のふりかえり 組織づくり 自分を見つめて 音楽祭に向けて ２学期の反省

掃除分担の見直し 南海地震に備えちょき 「ヒロシマのある国で」 津波から逃げる

地域の避難場所を知る 水泳に向けて 梅雨の時期の過ごし方 夏休みの過ごし方 修学旅行について 津波てんでんこ

津波から逃げる 歯科指導

組織づくり 学習発表会に向けて 卒業式に向けて

最上級生として 班長会の見直し 友だちの良いところ探し 縦割り班活動のふりかえり 下級生との関わり 陸上記録会に向けて 災害と情報 縦割り班活動の振り返り 新年の目標をたてよう 避難生活を考えよう １年間の反省

修学旅行の反省

これからの生活

マラソンをする際に 冬休みの過ごし方 これが大切我が家の備え 中学校に向けて 縦割り班活動の振り返り



【育てたい力】

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

学
校
行
事

入学式
歓迎遠足
ワクワク合宿
修学旅行
職場体験
PTA総会

家庭訪問
第１回生徒総会

夜間保護者懇談会
お年寄り訪問
佐中祭

夏期補習
キャリア講座
終業式
クラスマッチ
期末テスト

登校日
２学期始業式

防災訓練
運動会

中３炊き出し訓練 人権集会
夜間保護者懇談会
貫歩大会

終業式
期末テスト

始業式
防災参観日

３年期末テスト １・２年期末テスト
３年遠足
卒業式
修了式
離任式

道
徳

・この人生の主人公
・目標は小刻みに
・裏庭のできごと

・あなたはすごい力で生ま
れてきた
・アイツ
・いつわりのバイオリン
・半分おとな半分子ども

・釣りざおの思い出
・ヨシト
・あのハチドリのように
　ーワンガリ・マータイー
・木箱の中の鉛筆たち

・アップルロード作戦
・曙号の死
・島耕作　ある朝の出来事

・音を宿す
・夜のくだもの屋
・加山さんの願い
・ミスター・ヌードル
　　ー安藤百福ー

・美しい母の顔
・人に迷惑をかけなければ
いいのか？　・地下鉄で
・吾一と京造

・国際協力ってどういうこ
と？
・ネット将棋
・ある日のバッターボックス
・銀色のシャープペンシル

・午前１時４０分
・語りかける目

・旗
・終わりなき挑戦
　―成田真由美―

・よみがえった良心
・ふたりの子供たちへ
・言葉の向こうに

・ガジュマルの木
・二枚の写真

物語「シンシュン」
（考える力：読解力・想像
力）

説明「ダイコンは大きな
根？」「ちょっと立ち止まっ
て」（考える力：読解力・要
約・分類・構成・文章と図）
(見方・考え方)

聞き上手になろう（質問で
話を聞き出す：情報収集）

話し合いの展開を捉える
（話し合い）
話題や展開を捉えて話し
合おう（グループディスカッ
ション）

情報を的確に聞き取る
（表現する力：聞く〈要点〉）

思考のレッスン１「意見と根
拠」

情報整理のレッスン（比較・分
類）
情報を整理して書こう
（表現する力：書く「分かりやす
く説明する」）

根拠を示して説明しよう
（表現する力：書く・資料を引用してレ
ポートを書く）

社
会

世界の地域構成 日本の地域構成
世界の人々の生活と環境

世界のさまざまな地域（アジア
州、
ヨーロッパ州）

世界のさまざな地域（アフリカ
州）

・身近な地域の歴史
（情報収集し、地域を理解す
る）

人類の出現と文明のおこり
日本の成り立ちと倭の王権
大帝国の出現と律令国家の
形成
貴族社会の発展

世界の動きと武家政治の始ま
り
ユーラシアの動きと武家社会
の変化

結び付く民衆と下剋上の世界 世界のさまざまな地域（北アメ
リカ州・南アメリカ州）

世界のさまざまな地域（オセア
ニア州）
結びつく世界との出会い

天下統一への歩み

数
学

　方程式
・求めたい1量を文字を1つ
使って関係式を作り求める

空間図形

理
科

身近な生物の観察 植物のなかま 動物のなかま
いろいろな物質

いろいろな物質
気体の発生と性質

物質の状態変化 水溶液
光の性質

光の性質
音の性質

力のはたらき 火山 地震
地層

大地の変動

総
合

オリエンテーション 1年間の振り返り

音
楽

明るい歌声を響かせよう
「We'll Find The Way」

パートの役割「パフ」
「エーデルワイス」

詩と音楽のかかわり「魔
王」

日本の民謡
アジアの諸民族の音楽

筝曲「さくらさくら」
筝で創作

美
術

『鑑賞』
美術って何だろう？
感じたことを話し合おう

『彫』
写してあらわす版画の魅
力

『鑑賞』
風神雷神

形をまるごと感じてみよう 『鑑賞』
アジアをつなぐ仮面の舞

保
健
体
育

・集団行動
・体つくり運動

・スポーツテスト
・器械運動(マット・跳び箱)

・スポーツテスト
・水泳(クロール)

水泳(平泳ぎ) ・体つくり運動
・ダンス
・体育理論

・陸上競技(短距離・リレー)
・武道(剣道)

・武道(剣道)
・球技(バドミントン)
・保健(心身の発達と心の
健康)

・球技(バドミントン)
・保健(心身の発達と心の
健康)

・持久走
・球技(サッカー・バスケット
ボール)

・球技(サッカー・バスケット
ボール)

・球技(サッカー・バスケット
ボール)

技
術

ガイダンス
・生活や産業で利用されて
いる技術
・技術の進展と環境

設計・製作　　「杉材（一枚
板）による自由製作」
・使用目的や使用条件に
即した機能と構造

コンピュータの構成と情報
処理
・コンピュータの構成
・情報処理 のしくみ
・ディジタル化の方法と特
徴

応用ソフトウェア（ワード・
エクセル・プレゼンテーショ
ンソフト）による作品紹介
制作

家
庭

外
国
語

Welcome to Junior High
School
New School, New Friends

Our New Teacher
Club Activities

Friends in New Zealand A Japanese Summer
Festival
“All about Me” Poster

A Speech about My
Brother

Foreign Artists in Japan A Surprise Party
Think Globally, Act Locally

My Hero
Let’s Climb Mt. Fuji

Winter Vacation
This Year’s Memories

My Favorite Event This
Year

City Lights

・人権集会への取組を考
えよう（目的に応じた伝え
方を選択し、分かりやすく
表現する）

・学級の問題を解決しよう
・男女の相互理解

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度　　第１学年　年間カリキュラム(総合ベース）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒潮町立佐賀中学校

【学校教育目標】  人間を大事に～自他ともに大切にすることができる～     【研究主題】　ふるさとへの愛着と誇りを持ち、自ら社会を切り拓いていける生徒の育成～主体的に課題に向き合い、自分で考え、判断し、理論的に表現する生徒の育成～

国
語

詩「野原はうたう」
声を届ける・書き留める・
調べる

情報社会を生きる
「情報を集めよう・情報を
読み取ろう・情報を引用し
よう」（情報収集）

助言を自分の文章に生か
そう（書く）

構成や描写を工夫して書
こう
（表現：体験を基に随筆を
書く）

項目を立てて書こう（案内
文）
（表現する力：書く〈項目〉）
読み手の立場に立つ（推
敲）

思考レッスン２「原因と結
果」

話の構成を工夫しよう「好
きなものを紹介しよう」（話
す・聞く）（表現する力：話
す・構成）

　整数の性質・正負の数
・基準を設定し、基準との差を±で表現し処理する

　文字と式 比例と反比例
・表・式・グラフを用いて数量の関係を捉える
・関数関係とみなして未来を予測する

平面図形 データの分析と活用
・目的に応じてデータを収集して分析し、そのデータの
分布の傾向を読み取り、批判的に考察し判断する。

曲の構成
「主は冷たい土の中に」「浜辺の歌」
イメージと音楽のかかわり「春」

歌い継ごう、日本の歌「赤とんぼ」
全校合唱

表情豊かに合唱しよう

『絵』
見て描く楽しみ

『絵』
心安らぐ私の風景

『デザイン』
絵文字がしゃべりだす

材料と加工法
・材料の特徴と利用方法
・材料に適した加工法

・構想の表示方法（等角図・ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ図等）を知り製作
図をかく

・部品加工、組み立て及び仕上げ

家庭・家族と子どもの成長
・家庭のはたらき
・家庭の仕事を支える社会
・私たちの家庭生活と地域

健康と食生活
・食事の役割
・生活習慣と食事
・中学生に必要な栄養

健康と食生活、食品の選択と保存
・食品と栄養素
・食事の計画
・生鮮食品・加工食品、表示

食品の選択と保存、調理をしよう
・食品の選択・購入と保存
・調理の計画、基本
・食品の安全と情報
・肉の調理
・魚の調理、野菜の調理

・新年の抱負を考えよう
・進路について考えよう

・自分たちの１年間の成長
を伝えよう
・３年生に感謝の気持ちを
伝えよう ・心の健康につい
て

・１年生を振り返る

地域の食材と食文化
・受け継がれる食文化
・日本人の伝統的な食文化
・食生活と環境との関わり

学
級
活
動

・中学生になって
・学級組織をつくろう
・学級スタートの会をしよう
・学級目標づくり

・生徒総会に向けて～より
よい学校生活や校風をつく
る～
・生徒総会へ向けて学級と
しての意見を考えよう
・防災学習～南海地震と
は～

・防災学習～津波から命を
守る
・期末テストに向けて

・１学期の振り返りと夏休
みの過ごし方・運動会の取
組を考えよう・学校図書館
の意義とその利用

・学級組織づくり
・運動会の取組を振り返ろ
う
・学校生活の見直し

・人権集会への取組を振り
返ろう
・貫歩大会について考えよ
う
・学級組織づくり
・期末テストに向けて

・クリスマスコンサートに向
けて
・２学期の振り返り
・冬休みの生活

佐賀地域を知ろう（佐賀地域のよさ、課題）

意識の差をなくすにはどうしたらいいだろう

防災への意識の差をなくすにはどうしたらいいだろう（災害発生前に必要なこと）

佐賀に住む人たちの意識を一つに

課題の設定 情報の収集 整理・分析 まとめ・表現



【学校教育目標】　　　　　

【育てたい力】

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

学
校
行
事

PTA総会
職場体験
ワクワク合宿
修学旅行
遠足

家庭訪問
生徒総会

夜間保護者懇談会
佐中祭
お年寄り訪問

夏期補習
キャリア講座
終業式
クラスマッチ
期末テスト

始業式
登校日

運動会
防災訓練

中三炊き出し訓練
人権集会
夜間保護者懇談会

終業式
期末テスト

防災参観日
始業式

三年期末テスト

離任式
修了式
卒業式
三年遠足
一、二年期末テスト

道
徳

・リクエスト
・スダチの苗木
・山寺のびわの実

・独りを慎む
・誰かのために
・優しいうそ
・監督がくれたメダル

・卒業文集最後の二行
・原稿用紙
・襟裳のこと
・ぶれない心―松井秀喜―

・ひまわり
・ライバル
・ピヨ子

・席を譲られて
・てんびんばかり
・アイツの進路選択
・月明りで見送った夜汽車

・母と子のロードレース
・ドナー
・元さんと二通の手紙
・虹の国―ネルソン・マンデ
ラ―

・風に立つライオン
・二人の弟子
・ほっちゃれ
・カントとルソー

・ある元旦のできごと
・海と空―樫野の人々―

・ベビーカー論争
・運命の木―姫路城の大柱
―

・高砂丸とポトック川のこと
・千年先のふるさとへ
・招集通知―あなたが裁判
員になるとき

・ジョーペンハウアーとニー
チェ
・二度とない人生だから

・情報整理のレッスン（情報
の信頼性）

２視野を広げて
・思考のレッスン（具体化・
抽象化）

４状況の中で
・聞き上手になろう（質問で
相手の思いに迫る）

５自らの考えを
・多角的に分析して書こう

・文章の種類を選んで書こ
う（修学旅行記を編集する）
〈書く〉

・説得力のある構成を考え
よう（スピーチで社会に思い
を届ける）

・論理の展開を整える〈推
敲〉

・話し合いを効果的に進め
る

社
会

第一次世界大戦と民族独
立の動き

大正デモクラシー
恐慌から戦争へ
日本の民主化と冷戦
第二次世界大戦と日本の
敗戦

日本の民主化と冷戦
世界の多極化と日本
冷戦の終結とこれからの日
本

私たちが生きる現代社会
現代につながる伝統と文化
わたしたちがつくるこれから
の社会

民主主義を支える日本国憲
法
憲法が保障する基本的人
権
私たちの平和主義

民主政治と日本の政治
三権分立のしくみと私たち
の政治参加

地方自治と住民参加
消費生活と経済活動
企業の生産のしくみとはた
らき

市場のしくみとはたらき
金融のしくみと財政の役割

暮らしを支える社会保障
これからの日本経済の課題

国際社会の平和を目指して
国際社会が抱える課題と私
たち
私たちが未来の社会を築く

持続可能な未来へ

数
学

平方根 二次方程式 二次方程式 関数　ｙ＝ax2
・表・式・グラフを相互に関
連付けて考察し表現する

相似な図形 円 三平方の定理 標本調査
・情報手段を用いて無作為に標
本を抽出して標本調査を行い、
母集団の傾向を推定し判断す
る

入試に向けて

理
科

力の合成と分解
水中の物体に加わる力

物体の運動 仕事とエネルギー
生物の成長とふえ方

遺伝の規則性と遺伝子
生物の多様性と進化

生物どうしのつながり
自然を循環する物質

水溶液とイオン 化学変化と電池
酸・アルカリとイオン

天体の動き 月と惑星の運動 宇宙の中の地球 自然環境と人間
科学技術と人間
これからの私たちの暮らし

総
合

オリエンテーション

音
楽

ポピュラー音楽のよさを味
わおう
「Yesterday」

花の街 音楽の特徴とその背景
「ブルタバ」
「帰れソレントへ」

打楽器のための小品 平調「越天楽」
ルールを守って音楽を楽し
もう

美
術

『鑑賞』
原寸大で鑑賞しよう
鳥獣花木図屏風

『絵』
形と色の挑戦

『デザイン』
季節感のある暮らしを楽し
む

『デザイン』
夢を形にするデザイン

『鑑賞』
ゲルニカ，明日への願い

『鑑賞』
平螺鈿背円鏡

『鑑賞』
中学校美術，最後の時間に

保
健
体
育

・集団行動
・体つくり運動
・体育理論

・スポーツテスト
・器械運動
(マット・跳び箱)

・スポーツテスト
・水泳(クロール・平泳)

・スポーツテスト
・水泳(背泳ぎ・バタフライ)

・ダンス ・球技(・バレーボールバドミ
ントン)

・陸上競技
(走り高跳び)
・保健(健康な生活と病気の
予防)

・保健(健康な生活と病気の
予防)　　　　　　　　　　　　　・
球技(卓球)

・武道(剣道)
・陸上(持久走)

・武道(剣道)
・陸上(持久走)

・球技
(バスケットボール)

技
術

ネットワークと情報利用の
仕組み
・ネットワークの構成
・安全な情報利用

著作権・情報モラル
情報の活用
・情報通信ネットワーク上の
ルールやマナー

ディジタル作品の設計、制作・
表現、発信・メディアの特徴とそ
の利用・作品の設計と制作・作
品の発表、発信

家
庭

幼児とのふれあい
・ふれあい体験の前に
・ふれ合い体験をする
・体験を振り返る

Sports for Everyone Haiku in English Animals on the Red List My Activity Report
A Mother’s Lullaby

ラジオの災害情報
Be Prepared and Work
Together

A Legacy for Peace
グラフや表の活用
Discover Japan

世界で働く人へのインタ
ビュー
Beyond Borders

Let’s Have a Mini Debate
・ディベート

Power Your Future A Graduation Gift from
Steve Jobs

・防災・安全への関心を高め、
防災に取り組む意識を持つ。

・資料から情報を読み取る。

学
級
活
動

・最上級生になって
・学級組織をつくろう
・学級目標づくり
・進路について考えよう

・生徒総会に向けて
～よりよい学校生活や
校風をつくる～
・卒業生から学ぶ
・防災学習～南海地震とは
～

・心の健康について
・期末テストに向けて～自
分にふさわしい学習方法を
考えよう～
・防災学習
～津波から命を守る～

・男女の相互理解
・運動会の取り組みを考え
よう
・１学期の振り返りと夏休
　みの過ごし方
・学校図書館の意義とその
利用

・情報化社会におけるモラ
ル
・運動会の取り組みを振り
返ろう
・学校生活の見直し

・人権集会への取り組みを
　考えよう（目的に応じた伝
え方を選択し、分かりやすく
表現する）

・学級組織づくり
・人権集会への取り組み
・人権集会への取り組みを
振り返ろう
・貫歩大会への取り組み

・進路希望先の再検討
・クリスマスコンサートに向
　けて
・２学期の反省と冬休みの
　生活

・理想の実現について考え
　る
・受験の心構え
・心の健康について

・卒業までの計画を立てよう
・お別れクラスマッチについ
て
・卒業までの計画を立てよう

・学級お別れ会を開こう
・中学生活を振り返る

　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度　　　　　　　　　第３学年　年間カリキュラム表　(総合ベース）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒潮町立佐賀中学校

人間を大事に～自他ともに大切にすることができる～　　　【研究主題】　ふるさとへの愛着と誇りを持ち、自ら社会を切り拓いていける生徒の育成～主体的に課題に向き合い、自分で考え、判断し、理論的に表現する生徒の育成～

国
語

１深まる学びへ
・評価しながら聞く〈聞く〉

・報道文を比較して読もう ・合意形成に向けて話し合
おう（課題解決のために会
議を開く）

７価値を生み出す
・情報を読み取って文章を
書こう（グラフを基に小論文
を書く）

外
国
語

多項式

歌い継ごう、日本の歌
「花」
「風の中の青春」

全校合唱
世界の諸民族の音楽

表情豊かに合唱しよう
心通う合唱

『工芸』
手づくりに込める思い

『彫刻』
ともにつくる喜び（共同制作）

コンピュータ制御
・プログラムの作成
・コンピュータを利用した計測・制御の基本的な仕組み

幼児の生活と遊び
・幼児の体の発達、心の発達
・幼児の心身の発達と家族の役割
・幼児の遊びと発達、遊びを支える

これからの私と家族
・中学生と家族との関わり
・これからの私と家族との関係

佐賀っ子の生き方とは佐賀地域の現状を知ろう（地域の特産物） 佐賀地域の魅力を全国に発信しよう(特産物弁当で佐賀をアピール）

地域の人の思いを受け継いで～魅力ある町を目指して～

課題の設定 情報の収集 整理・分析 まとめ・表現



【学校教育目標】　　　　　

【育てたい力】
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