
仙台市立高砂小学校（５学年）

５学年の
重点目標

・この言葉，あなたならどう考える
・事実と考えを区別しよう
○人物の思いを音読で伝えよう
「だいじょうぶ だいじょうぶ」
・図書館へ行こう

○筆者の伝えたいことをまとめよ
う「動物たちが教えてくれる海の
中のくらし」
・漢字の成り立ち
・知りたいことを聞き出そう

・環境問題について報告しよう
○山場で起こる変化について考
えよう「世界でいちばんやかまし
い音」
・文の組み立てをとらえよう

○書き手の意図を考えよう「新聞
記事を読み比べよう」
・本は友達

○詩を読もう「紙風
船／水のこころ」

･問題を解決するために話し合お
う
・敬語の使い方
○物語のおもしろさを解説しよう
「注文の多い料理店」

・古文に親しむ
○和の文化について調べよう「和
の文化を受けつぐ－和菓子をさ
ぐる」

・伝えたい，心に残る言葉
・和語，漢語，外来語
○朗読で表現しよう「大造じいさ
んとがん」

・反対の立場を考えて意見文を
書こう
・友達といっしょに，本をしょうか
いしよう

・古文のえがく四季
・心が動いたことを三十一音で表
そう
・熟語を使おう
○テクノロジーの進歩について考
えよう「「弱いロボット」だからでき
ること」

・資料を見て考えたことを話そう
・日本語と外国語

○伝記を読んで感想文を書こう
「手塚治虫」
・「わたしの文章見本帳」を作ろう

１ いつも気をつけよう ２ 字の形 ３ 書くときの速さ ４ 漢字の組み立て ５ 文字の配列 ６ まとめ

1 わたしたちの国土 　　　　　・導
入（オリエンテーション）
・世界の中の国土　　　　　　　・国
土の地形の特色

・低い土地のくらし／高い土地の
くらし（選択）　　　　　　　　・国土
の気候の特色

・あたたかい土地のくらし／寒い
土地のくらし（選択）
2 わたしたちの生活と食料生産
・導入（オリエンテーション）
・くらしを支える食料生産

・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

3 わたしたちの生活と工業生産
・導入（オリエンテーション）
・くらしを支える工業生産

・自動車をつくる工業　　　　　　・
工業生産を支える輸送と貿易
・これからの工業生産とわたした
ち

4 情報化した社会と産業の発展
・導入（オリエンテーション）
・情報産業とわたしたちのくらし

・情報を生かす産業　　　　　　・情
報を生かすわたしたち

5 わたしたちの生活と環境
・導入（オリエンテーション）
・自然災害を防ぐ

・わたしたちの生活と森林
・環境を守るわたしたち
・いかす（第5単元全体）

●学びのとびら　　　     1 整数と
小数のしくみをまとめよう
2 直方体や立方体のかさの表し
方を考えよう

3 変わり方を調べよう(1)
4 かけ算の世界を広げよう

5 わり算の世界を広げよう
●小数の倍

●どんな計算になるのかな？
6 形も大きさも同じ図形を
調べよう

7 図形の角を調べよう
8 整数の性質を調べよう

9 分数と小数，整数の関係を調
べよう　　　　　　　●考える力をの
ばそう　　　　　　　　●算数で読
みとこう　　　　　　　　　　　　　10
分数のたし算，ひき算を広げよう

11 ならした大きさを考えよう
12 比べ方を考えよう(1)

13 面積の求め方を考えよう 14 比べ方を考えよう(2)
15 割合をグラフに表して調べよう

16 変わり方を調べよう(2)
17 多角形と円をくわしく調べよう

18 立体をくわしく調べよう
●考える力をのばそう
●算数で読みとこう
●5年のふくしゅう

●計画しよう！ためしてみよう！
1 天気の変化　　　　　　　　　・雲
と天気　　　　　　　　　　・天気の
予想　　　　　　　　　　　・明日の
天気を予想する

2 植物の発芽と成長　　　・種子
が発芽する条件　　　　　・種子の
発芽と養分　　　　　　　　　・植物
が成長する条件

3 魚のたんじょう　　　　・メダカを
飼う　　　　　　・たまごの変化

○わたしの研究 4 花から実へ 　　　　・花のつくり
・花粉のはたらき　　　　　　　　 5
台風と天気の変化
・台風の動きと天気の変化

・わたしたちのくらしと災害
6 流れる水のはたらき
・川原の石　　　　　　　　　　　　・
流れる水のはたらき

・わたしたちのくらしと災害
・川の観察　　　　　　　　　　●学
びをつなごう　　　　　　　　　　・天
気とわたしたちのくらしを考えよう

7 物のとけ方　　　　　　・物が水
にとけるとき　　　　　　　・物が水
にとける量　　　　　　　　　　・水に
とけた物をとり出す
●学びをつなごう　　　　　　　　　・
水について考えよう

8 人のたんじょう　　　　・人の生
命のたんじょう
●学びをつなごう
・生命のつながりを考えよう

9 電流がうみ出す力　　　・電磁
石の性質　　　　　　　・電磁石の
強さ　　　　　　・電磁石を利用した
物　　　　　　●学びをつなごう
・電流のはたらきについて考えよ
う

10 ふりこのきまり　　　　・ふりこ
の１往復する時間
○学んだことをふり返ろう！

○歌声とリズム ○にっぽんのうた　みんなのうた
　◇こいのぼり
○和音や低音のはたらき

○声のひびき合い
○めざせ楽器名人

○音のスケッチ ○オーケストラのみ
りょく

○にっぽんのうた　みんなのうた
○わたしたちの表現

○音楽の旅
　◇子もり歌

○豊かな表現を求めて ○豊かな表現を求めて
　◇冬げしき
　◇スキーの歌

○音のスケッチ ○ききどころを見つけて ○変そう曲を楽しもう

〇季節を感じて　　　　　〇みんな
でたのしく，「はい、ポーズ」

〇形を集めて　　　　　　　　〇糸
のこの寄り道散歩

〇同じもの、たくさん　　　〇動き
の不思議

〇わたしのおすすめ ①見つけて！　ワイヤードリーム
②コロがるくんの旅　（①②から
選択）

〇あったらいい町、どんな町 〇地球は大きなキャンバスだ
〇比べてみよう進め！　ローラー
大ぼうけん

①色を重ねて広がる形　　②だん
ボールで、試して、つくって
（①②から選択）

①Myキャラが動き出す
②そっと見てね、ひみつの景色
（①②から選択）

・これまでの学習を家庭科につな
げよう　　　　　　　１ 家族の生活
再発見

２ クッキングはじめの一歩 ３ ソーイングはじめの一歩
４ 整理・整とんで快適に

５ できるよ，家庭の仕事 ６ ミシンでソーイング ７ 食べて元気に ８ 生活を支えるお金と物 ９ 暖かく快適に過ごす着方
１０ 暖かく快適に過ごす住まい方

１１ いっしょにほっとタイム

〇集団行動
〇体ほぐしの運動
〇短距離走・リレー

〇表現
〇フォークダンス
〇体の動きを高める運動

〇体力・運動能力調査
〇ハードル走

〇クロール
〇平泳ぎ

〇安全確保につな
がる運動

〇マット運動
〇走り高跳び

〇走り幅跳び
〇鉄棒運動

〇ボール運動（ベースボール型） 〇跳び箱運動 〇体の動きを高める運動 〇ボール運動（ゴール型） 〇ボール運動（ゴール型）

〇心の健康　　　　　　　　　　１
心の発達
２　心と体のつながり

〇心の健康
３　不安やなやみがあるとき

〇けがの防止
１　事故やけがの防止
２　学校や地域でのけがの防止

〇けがの防止
３　交通事故の防止
４　犯罪被害の防止
５　けがの手当

１「ありがとう上手」に
２ いつも全力で～首位打者イチ
ロー  　　　　　　　　　　　　   ３ 見
えた答案

４ 遠足の子どもたち     ５ 駅前
広場はだれのもの
６ お父さんは救急救命士

７ ひさの星           ８ 転校生が
やってきた               ９ ノンス
テップバスでのできごと
10 一ふみ十年

11 おばあちゃんが残したもの
12 かれてしまったヒマワリ

13 ペンギンは水の
中を飛ぶ鳥だ

14 これって「けんり」？これって
「ぎむ」？
15 そういうものにわたしはなりた
い～宮沢賢治
16　卵焼き
17「折り紙大使」～加瀬三郎

18 オーストラリアで学んだこと
19 名医，順庵
20　ベートーベン

21 わたしのボランティア体験
22 流行おくれ
23　心のレシーブ
24 コースチャぼうやを救え

25 正月料理     　　　　　　  26 く
ずれ落ちただんボール箱

27 感動したこと，それがぼくの作
品～パブロ・ピカソ

28 親から子へ，そして孫へと
29 大きなじこをよぶ「ヒヤリ・ハッ
ト」

30 クマのあたりまえ  31 同じ空
の下で　　　　　   32 友の命
33 一本松は語った

34 イルカの海を守ろう
35 バトンをつなげ

1 Hello, friends. 2 When is your birthday?  3 What do you want to study? Check Your Steps 1 4 He can bake bread well. 5 Where is the post office? 6 What would you like? Check Your Steps 2 7 Welcome to Japan.  8 Who is your hero? Check Your Steps 3

◎「情報活用（chromebook）」 ◎「福祉と暮らしていこう」 ◎「プロジェクト米」  

学校行事等

◯１学期始業式 ○野外活動 ◯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

・朝・帰りの会のプログラムを考えよう

・委員会活動にチャレンジしよう

・５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

・学級活動年間計画を立てよう

・クラブ活動を楽しくしていこう

・室内での遊びをかんがえよう

・野外活動の班や係を決めよう

・野外活動がんばるぞ！

・男女の協力

・有意義な夏休みにしよう

・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

・図書室を学習に生かそう

・係活動パワーアップ大作戦

・忘年会をしよう

・持ち物の整理整頓

・係活動を振り返ろう

・新しい年をみんなで祝おう

・楽しい給食

・かぜの予防

・６年生を送る会を準備しよう

・なかまづくりゲーム

・係活動フェスティバル

・学級目標達成集会をしよう

・５年生楽しかったね集会

・最上級生になるわたし

児童会活動
◯１年生を迎える会
・委員会活動①②

・代表委員会① ・委員会活動③
・代表委員会②

◯青空祭り
・委員会活動④

・委員会活動⑤
・代表委員会③

・委員会活動⑥　⑦ ・委員会活動⑧ ・委員会活動⑨
・代表委員会④

・委員会活動⑩ ◯６年生を送る会
・委員会活動⑪
・代表委員会⑤　⑥

クラブ活動 ①顔合わせ・年間計画 ②　③ ④ ⑤ ⑥⑦ ⑧　⑨反省

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

５学年の
学年目標

・高学年の自覚を持たせ，学習や運動，行事等に積極的に取り組ませていく
・お互いの心を思いやり，助け合う心を育てる
・体力づくりや勤労・奉仕的作業に積極的に取り組ませ，やり遂げた喜びを感じさせる
・基礎学力をしっかりつけ，進んで学ぶ態度を養う
・自然・社会事象に目を向けさせ，情操を養う

・あいさつについて考えよう

・学級目標をふりかえろう

・なかまづくりゲームをしよう

・運動会の係分担を決めよう

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

総合的な学習の
時間

特
別
活
動

令和３年度     教科等年間指導計画一覧
認＝認め合う　　仁＝仁義を持って
任＝責任を持って行動する

図画工作

家庭

体育

保健

道徳

外国語

国語

書写

社会

算数

理科

音楽

福祉ってなんだろう？・イメージマップ

福祉体験をしてみて，自分の考えを持

とう

福祉を受けている人の話を聞こう。

・ＶＴＲ・ゲストティーチャー・意見の交流

福祉サービスについて調べよう。

・探究課題②の設定・課題の探究・情報の収集とまとめ

福祉を受ける人とともに生きるため

に，何ができるかを考えよう。

学校の中や周辺で，福祉のために整備されているところを探そう。発表会（chromebook）

オリエンテーション

身につけたい力 イメージマップ作成

課題①設定～探究～ミニ発表会

①障害者スポーツを知る②どんなスポーツなのか調べる


