
A-(1)自主，
自律，自由と
責任

幸福について/9月　観察・分析し
て論じよう/9月　故郷/11月　今の
思いをまとめよう/1月

私たちの課題/2月 今を生きる私へ/10月　あなたへ
明日への巣立ち/1月

技術分野の学習を終えて/2月 幼児の生活と家族/6月　生活の課
題と実践/9月

Unit 5 A Legacy for Peace/10月

A-(2)節度，
節制

自然界のつり合い/1月　人間と環
境/2月

体つくり運動/4月　感染症の予防
と健康を守る社会の取り組み/4月
体つくり運動/9月　環境の健康へ
の影響/11月

幼児の生活と家族/9月　家庭分野
の学習を終えて/2月

A-(3)向上
心，個性の伸
長

俳句を作って句会を開こう/4月
編集して伝えよう/6月　生活に広
げよう/1月

My Melody/10月　謡「敦盛」から
/11月　夕やけ　こやけ（尺八）/11
月

私の色　みんなの色/9月　今を生
きる私へ/10月

水泳/ダンス/6月

A-(4)希望と
勇気，克己と
強い意志

Amazing Grace/9月　きみとともに
/9月　指揮をしてみよう！/9月

今を生きる私へ/10月 陸上競技/器械運動/4月　水泳/
ダンス/6月

Unit1　Sports for Everyone/4月
Unit 5 A Legacy for Peace/10月
Let’s Read 3/2月　A Graduation
Gift from Steve Jobs/2月

A-(5)真理の
探究，創造

文字のいずみ/12月 式の展開と因数分解/4月　式の計
算の利用/5月　平方根/5月　根号
をふくむ式の計算/6月　平方根の
利用/6月　二次方程式/6月　二次
方程式の利用/7月　関数とグラフ
/7月　関数y=ax2の値の変化/9月
いろいろな事象と関数/9月　図形
と相似/10月　平行線と線分の比
/10月　相似な図形の計量/11月
相似の利用/11月　円周角と中心
角/12月　円の性質の利用/12月
直角三角形の３辺の関係/1月　三
平方の定理の利用/1月　標本調
査/2月

生物のふえ方と成長/4月　遺伝の
規則性と遺伝子/4月　生物の種類
の多様性と進化/5月　水溶液とイ
オン/6月　電池とイオン/6月　酸・
アルカリと塩/7月　力の合成と分
解/9月　物体の運動/9月　仕事と
エネルギー/10月　多様なエネル
ギーとその移り変わり/10月　エネ
ルギー資源とその利用/10月　地
球から宇宙へ/11月　太陽と恒星
の動き/11月　月と金星の動きと見
え方/12月　自然界のつり合い/1
月　さまざまな物質の利用と人間
/1月　科学技術の発展/2月　人間
と環境/2月　持続可能な社会をめ
ざして/3月

風にのって/6月　Let's Create!/6
月　My Melody/10月　ポピュラー
音楽　ポピュラー音楽のジャンル
/1月　ルールを守って音楽を楽し
もう！/1月　生活や社会の中の音
楽/1月

イメージを追い求めて/5月　仏像
に宿る心/6月

計測・制御のプログラミングによる
問題解決/4月　社会の発展と情報
の技術/12月　技術分野の学習を
終えて/2月

Let’s Read 2 Power Your uture/1
月

B-(6)思いや
り，感謝

恩返しの井戸を掘る/7月　いつも
のように新聞が届いた－メディアと
東日本大震災/1月

歌い継ごう　日本の歌/2月　心通
う合唱/2月

魅力を伝えるパッケージ/1月　心
がほっと　なごむもの/1月

幼児の生活と家族/6・9月

B-(7)礼儀
場面に応じて話そう/9月 能「敦盛」/11月　沖縄の伝統芸能

「組踊」に親しもう/11月
球技（ネット型）/武道/9月

B-(8)友情，
信頼

百科事典少女/5月　初恋/10月

B-(9)相互理
解，寛容

二つのアザミ/4月　効果的に文字
を書こう/4月　形/5月　百科事典
少女/5月　評価しながら聞こう/6
月　初恋/10月　話し合いで意見を
まとめよう/1月

式の展開と因数分解/4月　式の計
算の利用/5月　平方根/5月
根号をふくむ式の計算/6月　平方
根の利用/6月　二次方程式/6月
二次方程式の利用/7月　関数とグ
ラフ/7月　関数y=ax2の値の変化
/9月　いろいろな事象と関数/9月
図形と相似/10月　平行線と線分
の比/10月　相似な図形の計量
/11月　相似の利用/11月
円周角と中心角/12月　円の性質
の利用/12月　直角三角形の３辺
の関係/1月　三平方の定理の利
用/1月　標本調査/2月

私の色　みんなの色/9月 これからの家族と地域/1月

C-(10)遵法精
神，公徳心

これからの社会をどんな社会にし
たい？/7月　私たちと現代社会/7
月　個人の尊重と日本国憲法/7月
国民主権と日本の政治/10月
私たちの生活と経済/11月

ポピュラー音楽　ポピュラー音楽の
ジャンル/1月　ルールを守って音
楽を楽しもう！/1月　生活や社会
の中の音楽/1月

社会の発展と情報の技術/12月

C-(11)公正，
公平，社会正
義

個人の尊重と日本国憲法/7月　国
民主権と日本の政治/10月

技術 家庭 英語
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C-(12)社会参
画，公共の精
神

効果的に文字を書こう/4月 現代の日本と私たち/6月　これか
らの社会をどんな社会にしたい？
/7月　私たちと現代社会/7月　個
人の尊重と日本国憲法/7月　国民
主権と日本の政治/10月　私たち
の生活と経済/11月　私たちと国際
社会/1月　私たちの課題/2月

エネルギー資源とその利用/10月
さまざまな物質の利用と人間/1月
科学技術の発展/2月　人間と環境
/2月　持続可能な社会をめざして
/3月

ブルタバ（モルダウ）/4月　社会を
映し出す音楽/4月　ボレロ/4月
曲のよさをプレゼンしよう/4月

笑顔が生まれる鉄道デザイン/6月
さまざまなアートに触れよう/12月
心がほっと　なごむもの/1月

感染症の予防と健康を守る社会の
取り組み/4月　環境の健康への影
響/11月

計測・制御のプログラミングによる
問題解決/4月　社会の発展と情報
の技術/12月　技術分野の学習を
終えて/2月

これからの家族と地域/1月　家庭
分野の学習を終えて/2月

Unit 4 Be Prepared and Work
Together/9月
Unit 6 Beyond Borders/11月

C-(13)勤労
何のために「働く」のか/12月　文
字のいずみ/12月

私たちの生活と経済/11月 仕事とエネルギー/10月

C-(14)家族
愛，家庭生活
の充実

最後の一句/2月 幼児の生活と家族/6・9月　これか
らの家族と地域/1月　家庭分野の
学習を終えて/2月

C-(15)よりよ
い学校生活，
集団生活の
充実

話し合いで意見をまとめよう/1月
生活に広げよう/1月

現代の日本と私たち/6月 風にのって/6月　Let's Create!/6
月　Amazing Grace/9月　きみとと
もに/9月　指揮をしてみよう！/9
月　歌い継ごう　日本の歌/2月
心通う合唱/2月

球技（ネット型）/武道/9月　球技
（ゴール型）/11月　球技（ベース
ボール型）/1月

生活の課題と実践/9月

C-(16)郷土の
伝統と文化の
尊重，郷土を
愛する態度

能「敦盛」/11月　沖縄の伝統芸能
「組踊」に親しもう/11月　世界の諸
民族の音楽/2月　私たちが受け継
ぐ郷土の祭りや芸能/2月

笑顔が生まれる鉄道デザイン/6月
私の色　みんなの色/9月　日本の
世界文化遺産/9月

C-(17)我が国
の伝統と文化
の尊重，国を
愛する態度

俳句の読み方、味わい方/4月　編
集して伝えよう/6月　万葉・古今・
新古今/11月　おくのほそ道/11月
生活に広げよう/1月

開国と近代日本の歩み/4月　二度
の世界大戦と日本/5月　現代の日
本と私たち/6月　これからの社会
をどんな社会にしたい？/7月　私
たちと現代社会/7月

花/4月　花の街/4月　My Voice!
/4月　能「敦盛」/11月　沖縄の伝
統芸能「組踊」に親しもう/11月　謡
「敦盛」から/11月　夕やけ　こやけ
（尺八）/11月

仏像に宿る心/6月　日本の世界文
化遺産/9月

Unit 2　Haiku in English/5月

C-(18)国際理
解，国際貢献

恩返しの井戸を掘る/7月　論語
/11月

開国と近代日本の歩み/4月　二度
の世界大戦と日本/5月　現代の日
本と私たち/6月　個人の尊重と日
本国憲法/7月　私たちと国際社会
/1月

ブルタバ（モルダウ）/4月　社会を
映し出す音楽/4月　ボレロ/4月
曲のよさをプレゼンしよう/4月　ポ
ピュラー音楽　ポピュラー音楽の
ジャンル/1月　ルールを守って音
楽を楽しもう！/1月　生活や社会
の中の音楽/1月　Let It Be/1月
帰れソレントへ/1月　世界の諸民
族の音楽/2月　私たちが受け継ぐ
郷土の祭りや芸能/2月

あの日を忘れない/4月 体育理論/1月 Unit 0　Three Interesting Facts
about Languages/4月
Unit 6 Beyond Borders/11月

D-(19)生命の
尊さ

生命は/4月　絶滅の意味/6月　レ
モン哀歌/生ましめんかな/2月

生物のふえ方と成長/4月
遺伝の規則性と遺伝子/4月
生物の種類の多様性と進化/5月
自然界のつり合い/1月
さまざまな物質の利用と人間/1月
人間と環境/2月
持続可能な社会をめざして/3月

あの日を忘れない/4月 感染症の予防と健康を守る社会の
取り組み/4月
環境の健康への影響/11月

Let’s Read 1 A Mother’s
Lullaby/7月
Unit 4 Be Prepared and Work
Together/9月

D-(20)自然愛
護

絶滅の意味/6月 私たちと国際社会/1月 生物のふえ方と成長/4月　遺伝の
規則性と遺伝子/4月　生物の種類
の多様性と進化/5月　酸・アルカリ
と塩/7月　エネルギー資源とその
利用/10月　地球から宇宙へ/11月
太陽と恒星の動き/11月　月と金
星の動きと見え方/12月　自然界
のつり合い/1月　さまざまな物質
の利用と人間/1月　科学技術の発
展/2月　人間と環境/2月　持続可
能な社会をめざして/3月

花/4月　花の街/4月　My Voice!
/4月　能「敦盛」/11月　沖縄の伝
統芸能「組踊」に親しもう/11月　謡
「敦盛」から/11月　夕やけ　こやけ
（尺八）/11月

環境の健康への影響/11月 技術分野の学習を終えて/2月 Unit 3 Animals on the Red List/6
月
Let’s Read 2 Power Your
Future/1月

D-(21)感動，
畏敬の念

地球から宇宙へ/11月　太陽と恒
星の動き/11月　月と金星の動きと
見え方/12月

ブルタバ（モルダウ）/4月　社会を
映し出す音楽/4月　ボレロ/4月
曲のよさをプレゼンしよう/4月
Amazing Grace/9月　きみとともに
/9月　指揮をしてみよう！/9月

学びの探求と未来/4月　学びの言
葉　井浦新/4月　あの日を忘れな
い/4月　仏像に宿る心/6月　さま
ざまなアートに触れよう/12月　あ
なたへ　明日への巣立ち/1月

D-(22)よりよ
く生きる喜び

幸福について/9月 Let It Be/1月　帰れソレントへ/1
月　歌い継ごう　日本の歌/2月
心通う合唱/2月

学びの探求と未来/4月　学びの言
葉　井浦新/4月　あの日を忘れな
い/4月　あなたへ　明日への巣立
ち/1月

体育理論/1月 Unit1　Sports for Everyone/4月
Let’s Read 1 A Mother’s
Lullaby/7月


