
仙台市立高砂小学校（３学年）

３学年の
重点目標

・何をしているのかな
・くらべてみよう
○物語を音読しよう「すいせんの
ラッパ」
・図書館へ行こう
・国語じてんの使い方

○文章を読んで感そうをつたえ合
おう「自然のかくし絵」
・漢字の表す意味
・メモを取りながら話を聞こう

・調べて書こう、わたしのレポート
○「あらすじカード」を作ろう「はり
ねずみと金貨」
・ローマ字①
・慣用句を使おう

○書き手のくふうを考えよう「『ほ
けんだより』を読みくらべよう」
・本は友だち

○詩を読もう「紙ひ
こうき/夕日がせな
かをおしてくる」

・グループの合い言葉をきめよう
○人物につたえたいことをまとめ
よう「サーカスのライオン」
・くわしく表す言葉

・想ぞうを広げて物語を書こう
○パラリンピックについて調べよ
う「パラリンピックが目指すもの」

・ローマ字②
・話したいな，わたしのすきな時
間
・案内の手紙を書こう
・漢字の読み方
○想ぞうしたことをつたえ合おう
「モチモチの木」

・自分の考えをつたえよう
・本をしょうかいしよう

・俳句に親しむ
・心が動いたことを詩で表そう
・言葉でつたえ合う

○世界の家のつくりについて考え
よう「人をつつむ形ー世界の家め
ぐり」
・外国のことをしょうかいしよう
○物語のしかけをさがそう「ゆう
すげ村の小さな旅館－ウサギの
ダイコン」

・漢字の組み立てと意味
・「わたしのベストブック」を作ろう

１ 毛筆のきほん ２ 漢字の筆使い ３ 漢字の組み立て
４ 文字の配列

５ 平がなの筆使い ６ まとめ

1 わたしのまち　みんなのまち
・導入（オリエンテーション）
・学校のまわり
1 市の様子

2 はたらく人とわたしたちのくらし
・導入（オリエンテーション）
・市の様子

・農家の仕事／工場の仕事（選
択）

・店ではたらく人 ・いかす（第2単元全体）3 くらしを
守る　　　　　　　　　　　　　・導入
（オリエンテーション）

・火事からくらしを守る ・事故や事件からくらしを守る ・いかす（第3単元全体）
4 市のうつりかわり
・導入（オリエンテーション）

・市の様子と人々のくらしのうつり
かわり

●学びのとびら                     1
九九を見なおそう
（1）かけ算のきまり
（2）0のかけ算
（3）かける数とかけられる数
2 時こくと時間のもとめ方を考え
よう                                （1）
時こくと時間のもとめ方
（2）短い時間
・まとめ

3 同じ数ずつ分けるときの計算を
考えよう
（1）1人分の数をもとめる計算
（2）何人に分けられるかをもとめ
る計算
（3）0や1のわり算
・まとめ                           4 大
きい数の筆算を考えよう
（1）3けたの数のたし算
（2）3けたの数のひき算

（3）大きい数の筆算
・まとめ
●考える力をのばそう
5 長い長さをはかって表そう
（1）長いものの長さのはかり方
（2）長い長さのたんい
・まとめ
6 数をよく見て暗算で計算しよう
（1）暗算

7 わり算を考えよう
（1）あまりのあるわり算
（2）あまりを考える問題
・まとめ

8 10000より大きい
数を調べよう
（1）数の表し方

（2）10倍した数と10でわった数
・まとめ
9 大きい数のかけ算のしかたを
考えよう
（1）何十，何百のかけ算
（2）2けたの数に1けたの数をか
ける計算

（3） 3けたの数に1けたの数をか
ける計算
・まとめ
10 わり算や分数を考えよう
（1）大きい数のわり算
（2）分数とわり算
●どんな計算になるのかな？
11 まるい形を調べよう
（1）円
（2）球
・まとめ

12 数の表し方やしくみを調べよう
（1）1より小さい数の表し方
（2）小数のしくみ
（3）小数のしくみとたし算，ひき算
（4）小数のいろいろな見方
・まとめ                      13 重さ
をはかって表そう
（1）重さのくらべ方
（2）はかりの使い方
・まとめ

14 分数を使った大きさの表し方
を調べよう
（1）等分した長さやかさの表し方
（2）分数のしくみ
（3）分数のしくみとたし算，ひき算
・まとめ

15 □を使って場面を式に表そう
（1）□を使った式
・まとめ
16 かけ算の筆算を考えよう
（1）何十をかける計算
（2）2けたの数をかける計算

（3）暗算　　　　　　　　　　　・まと
め
●倍の計算
17 三角形を調べよう
（1）二等辺三角形と正三角形
（2）三角形と角
・まとめ

18 わかりやすく整理して表そう
（1）整理のしかたとぼうグラフ
（2）ぼうグラフの1めもりの大きさ
（3）表のくふう
・まとめ
●そろばん

●まずは「なんで？」を，さがして
みよう
1 春のしぜんにとび出そう
・生き物のすがた
2 たねをまこう
・たねまき
・めが出た後のようす

3 チョウを育てよう
・キャベツ畑のようす
・チョウの育ち方
・成虫のからだのつくり
●どれぐらい育ったかな
・植物の育ち方

・植物のからだのつくり
●トンボやバッタを育てよう
・トンボやバッタの育ち方
4 風やゴムで動かそう
・風のはたらき
・ゴムのはたらき

●花がさいたよ
○わたしの研究

●実ができたよ
5 こん虫を調べよう
・こん虫などのすみか
・こん虫のからだ

6 太陽とかげを調べよう
・太陽とかげ
・太陽のいちとかげの向き
7 太陽の光を調べよう
・日光のはたらき

・はね返した日光
・集めた日光
8 音を出して調べよう
・音が出るとき
・音の大きさ
・音のつたわり

9 物の重さをくらべよう
・物の重さ調べ
・物の重さくらべ

10 明かりをつけよう
・明かりがつくつなぎ方
・電気を通す物と通さない物
11 じしゃくにつけよう
・じしゃくにつく物

・じしゃくが鉄をひきつける力
・極のせいしつ
・じしゃくにつけた鉄

●つくってあそぼう
・おもちゃをつくろう
○学んだことをふり返ろう！

○すてきな声とリズム
○にっぽんのうた　みんなのうた
　◇春の小川

○にっぽんのうた　みんなのうた
　◇茶つみ
○楽ふとドレミ

○こんにちはリコーダー
○歌声ひびかせて

○音のスケッチ ○音のスケッチ ○めざせ楽き名人①
○せんりつの流れとへん化

○すてきな声で
○にっぽんのうた　みんなのうた
　◇うさぎ　◇ふじ山

○遊び歌めぐり
○アンサンブルの楽しさ

○ききどころを見つけて
○めざせ楽き名人②

○みんなで合わせて ○曲に合った歌い方
○音のスケッチ

○物語の音楽を楽しもう

◯絵の具と水のハーモニー
◯ふわふわ空気のつみ木

◯ねん土ランドへようこそ
◯ふくろの中には，何が…

◯ふしぎな乗りもの
◯にじんで広がる色の世界

◯つかってたのしいカラフルねん
土

◯光サンドイッチ
◯あみあみ大さくせん

◯でこぼこさん大集合 ◯集めて，ならべてマイコレクショ
ン
◯トントンくぎ打ち，コンコンビー
玉

◯未来にタイムスリップ
◯さわってわくわく

◯生まれかわったなかまたち ◯のこぎりひいてザク，ザク，ザ
ク
◯線と線が集まって

◯へん身だんボール
◯みんなでオン・ステージ！

〇集団行動
〇体ほぐしの運動
〇かけっこ・リレー

〇リズムダンス
〇多様な動きをつくる運動

〇体力・運動能力調査
〇幅跳び
〇投の運動

〇浮いて進む運動
〇もぐる・浮く運動

〇もぐる・浮く運動 〇小型ハードル走
〇マット運動

〇鉄棒運動
〇ネット型ゲーム

〇ベースボール型ゲーム
〇跳び箱運動

〇ゴール型ゲーム（手でボールを
扱うゲーム）

〇表現 〇多様な動きをつくる運動
〇ゴール型ゲーム（足でボールを
扱うゲーム）

〇ゴール型ゲーム（足でボールを
扱うゲーム）

〇けんこうな生活
１　けんこうというたからもの

〇けんこうな生活
２　けんこうによい１日の生活

〇けんこうな生活
３ からだのせいけつとけんこう

〇けんこうな生活
４　けんこうによいかんきょう

１ やさしい人 大さくせん
２ あいさつをすると
３ ヌチヌグスーシ゛（いのちのまつ
り）

４ ツバメの赤ちゃん
５ ゆうすけの朝
６ しょうたの手紙

７ いいち，にいっ，いいち，にいっ
８ きまりじゃないか
９ みさきさんのえがお
10 二つの声

11 ごみステーション
12 一本のアイス

13 三つの国 14 一さつのおくりもの
15 ホタルの引っこし
16 ぬれた本～リンカーン
17 なかよしだから

18 こうすけならだいじょうぶ
19 耳の聞こえないお母さんへ
20 一りん車にのれた

21 いただいたいのち
22 教えて！ なんでもそうだん室
23 ＳＬ公園で
24 ぼくのおべんとう

25 黄色いかさ
26 百羽のツル

27 六べえじいとちよ
28 じゃがいもの歌
29 ぼくのおばあちゃん

30 たまちゃん，大すき
31 しあわせの王子
32 おじいちゃん，おばあちゃん，
見ていてね
33 ふるさといいとこさがし

34 「あんぱんの日」～木村安兵
衛・英三郎
35 大通りのサクラなみ木

〇Hello!あいさつをして友だちに
なろう

〇How are you?ごきげんいか
が？

〇How many?数えてあそぼう 〇I like blue.すきなものをつたえ
よう

〇What do you like?何がすき？ 〇ALPHABETアルファベットとな
かよし

〇This is for you.カードをおくろう 〇What's this?これなあに？ 〇What's this?これなあに？ 〇Who are you?きみはだれ？ 〇Who are you?きみはだれ？

◎「高砂のよさを見つけよう
・つたえよう」

学校行事等
◯１学期始業式 ◯運動会

◯１学期終業式
◯２学期始業式

◯学習発表会 ◯修了式

学級活動

・学級目標をつくろう
・３年生になって
・場に応じた避難の仕方
・学級の係を決めよう

・朝の会，帰りの会を考えよう
・安全な登下校
・係活動をパワーアップしよう

・室内での遊びをかんがえよう
・歯を大切にしよう
・地震から自分を守ろう

・お楽しみ会をしよう
・楽しい夏休み
・青空祭の計画
・青空祭の準備をしよう

・学級目標をふりかえろう
・自分の係を見直そう
・1学期をふりかえり，２学期の目
標を考えよう

・係活動パワーアップ大作戦
・みんなの図書室

・忘年会をしよう
・整理整とんをしよう
・係活動を振り返ろう

・なかまづくりゲーム
・楽しい給食
・かぜに負けないからだ

・６年生を送る会の計画
・係活動フェスティバル

・３年生楽しかったね集会【計画】

・３年生楽しかったね集会

・１年生を迎える会の計画

・おそうじをがんばろう

・４年生になるわたし

児童会活動
◯１年生を迎える会 ・代表委員会① ・代表委員会② ◯青空祭り ・代表委員会③ ・代表委員会④ ◯６年生を送る会

・代表委員会⑤　⑥

・あいさつについて話し合おう
・なかまづくりゲームをしよう
・運動会，わたしの目標

8月

学校の教育目標
　　自主性・創造性に富み，心豊かに
　　　　　　　たくましく生きる『高砂っ子』の育成

３学年の
学年目標

特
別
活
動

道徳

外国語活動

総合的な学習の
時間

1月 2月月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月

令和３年度     教科等年間指導計画一覧

考える　協力する　最後までやりぬく

図画工作

体育

保健

国語

書写

社会

算数

理科

音楽

・学習時にしっかり考え，自分の意見を持つことのできる力を育成する
・学級内の様々な活動に，協力し合ってしっかりと取り組む力を育む
・途中で投げ出さず，最後まで丁寧に取り組む態度を養う

3月

学年テーマを決めよう

地域の商店街や町の様子を調べよう

地いきの川・梅田川

大豆を使った料理をつくろう

一年間をふりかえろう


