
A-(1)自主，
自律，自由と
責任

行書の書き方を学ぼう/4月
行書と仮名を交えて書こう/6月
根拠を吟味して書こう/9月
説得力のある提案をしよう/9月
生活に広げよう/10月
楷書と行書/11月
生活に広げよう/1月

地域調査の手法/6月
地域の在り方/12月

衣服の選択と手入れ/4月
私たちの消費生活/12月
責任ある消費者になるために/2月
家族・家庭と地域/3月

Unit 0 My Spring Vacation/4
月

A-(2)節度，
節制

行書の書き方を学ぼう/4月
楷書と行書/11月

さまざまな化学変化/4月
動物の体のつくりとはたらき/6月
大気の動きと日本の四季/11月
電流の性質/1月

体つくり運動/4月
体育理論/6月
体つくり運動/9月
生活習慣の健康への影響/11月
球技（ネット型）/1月
生活習慣の健康への影響/1月

生物育成の技術による問題解決
/4月

住まいの役割と安全な住まい方
/10月

A-(3)向上
心，個性の伸
長

短歌のリズムで表現しよう/4月
辞書に描かれたもの/5月
生活に広げよう/10月
いきいきと描き出そう/2月
わたしが一番きれいだったとき/2
月

カントリーロード，大きな古時計（ギ
ター）/5月
千の風になって/5月
My Melody/10月
受け継ごう！郷土の祭りや芸能/1
月
こきりこ（三味線）/1月
荒城の月（三味線）/1月

つくって味わう工芸/6月 ダンス/10月 衣服の選択と手入れ/4月

A-(4)希望と
勇気，克己と
強い意志

未来へ/4月
走れメロス/11月
坊っちゃん/2月

物質の表し方/4月 翼をください/4月
My Voice!/4月
夏の日の贈りもの/9月
Joyful Joyful/9月
生活や社会の中の音楽/9月

体育理論/4月
陸上競技/4月
水泳/6月
陸上競技（長距離走）/12月

エネルギー変換の技術による問題
解決/11月

生活を豊かにするために/6月 Unit 3 My Future Job/6月
Let’s Read 1/7月
History of Clocks/7月

A-(5)真理の
探究，創造

ハトはなぜ首を振って歩くのか/6
月
鰹節―世界に誇る伝統食/12月

式の計算/4月
文字式の利用/4月
連立方程式/4月
連立方程式の利用/6月
一次関数とグラフ/6月
一次関数と方程式/7月
一次関数の利用/9月
平行と合同/10月
証明/10月
三角形/11月
四角形/11月
場合の数と確率/1月
箱ひげ図/2月

物質の成り立ち/4月
物質の表し方/4月
さまざまな化学変化/4月
化学変化と物質の質量/5月
生物の体をつくるもの/5月
植物の体のつくりとはたらき/6月
動物の体のつくりとはたらき/6月
動物の行動のしくみ/7月
地球をとり巻く大気のようす/10月
大気中の水の変化/10月
天気の変化と大気の動き/11月
大気の動きと日本の四季/11月
電流の性質/1月
電流の正体/2月
電流と磁界/2月

Let's Create!/5月
My Melody/10月

学びの実感と広がり/4月
あなたの美を見つけて/4月
浮世絵はすごい/9月
文化の出会いがもたらしたもの/9
月
瞬間の美しさを形に/10月
なんでこれが美術なの？/11月
学びの言葉　岡本太郎/11月

エネルギー変換の技術の原理・法
則と仕組み/9月
エネルギー変換の技術による問題
解決/11月
社会の発展とエネルギー変換の
技術/3月

生活を豊かにするために/6月 Unit 2 Food Travels around
the World./5月
Let’s Read 1/7月
History of Clocks/7月
Unit 6 Research Your
Topic/10月

B-(6)思いや
り，感謝

手紙の効用/4月
依頼状やお礼状を書こう/11月
坊っちゃん/2月

歌い継ごう 日本の歌/2月
心通う合唱/2月

つくって味わう工芸/6月
暮らしやすさのデザイン/2月

Unit 5 Universal Design/10
月
Let’s Read 2/12月
A Glass of Milk/12月

B-(7)礼儀
楷書と行書/10月
依頼状やお礼状を書こう/11月

衣服の選択と手入れ/4月

B-(8)友情，
信頼

字のない葉書/5月
考えを比べながら聞こう/6月
走れメロス/11月

夢の世界を/4月
リズムゲーム/4月
リズムアンサンブル/4月
歌い継ごう 日本の歌/2月
心通う合唱/2月

瞬間の美しさを形に/10月

B-(9)相互理
解，寛容

辞書に描かれたもの/5月
黄金の扇風機／サハラ砂漠の茶
会/9月
人物を描写しよう/11月
「正しい」言葉は信じられるか/1月
話し合いで問題を検討しよう/1月

式の計算/4月
文字式の利用/4月
連立方程式/4月
連立方程式の利用/6月
一次関数とグラフ/6月
一次関数と方程式/7月
一次関数の利用/9月
平行と合同/10月
証明/10月
三角形/11月
四角形/11月
場合の数と確率/1月
箱ひげ図/2月

視点の冒険/4月
なんでこれが美術なの？/11月
学びの言葉　岡本太郎/11月

Unit 1 A Trip to Singapore/4
月
Unit 4 Homestay in the
United States/9月

技術 家庭 英語
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C-(10)遵法精
神，公徳心

近世の日本/5月
日本の近代化/1月

けがの防止と応急手当/5月
生活習慣の健康への影響/1月

私たちの消費生活/12月
責任ある消費者になるために/2月

C-(11)公正，
公平，社会正
義

C-(12)社会参
画，公共の精
神

生活を豊かにする文字/1月
文字のいずみ/12月
生活に広げよう/1月

近世の日本/5月
日本の地域的特色と地域区分/6
月
日本の諸地域/10月
地域の在り方/12月
日本の近代化/1月

連立方程式/4月
一次関数とグラフ/6月

夏の日の贈りもの/9月
Joyful Joyful/9月
生活や社会の中の音楽/9月

ひと目で伝えるための工夫/1月
暮らしやすさのデザイン/2月

けがの防止と応急手当/5月 社会の発展とエネルギー変換の
技術/3月

衣服の選択と手入れ/4月 Unit 5 Universal Design/10
月

C-(13)勤労

さまざまな化学変化/4月
大気の動きと日本の四季/11月
電流の正体/2月

生物育成の技術の原理・法則と仕
組み/4月
社会の発展と生物育成の技術/7
月

Unit 3 My Future Job/6月

C-(14)家族
愛，家庭生活
の充実

卒業ホームラン/6月 住まいの役割と安全な住まい方
/10月
家族・家庭と地域/3月

C-(15)よりよ
い学校生活，
集団生活の
充実

話し合いで問題を検討しよう/1月 夢の世界を/4月
リズムゲーム/4月
リズムアンサンブル/4月
Let's Create!/5月

球技（ベースボール型）/9月
ダンス/10月

C-(16)郷土の
伝統と文化の
尊重，郷土を
愛する態度

郷土のよさを伝えよう/6月 地域調査の手法/6月
日本の地域的特色と地域区分/6
月
日本の諸地域/10月
地域の在り方/12月

受け継ごう！郷土の祭りや芸能/1
月
こきりこ（三味線）/1月
荒城の月（三味線）/1月

手から手へ受け継ぐ/6月 生物育成の技術による問題解決
/4月

住まいの役割と安全な住まい方
/10月

C-(17)我が国
の伝統と文化
の尊重，国を
愛する態度

短歌を楽しむ/4月
行書と仮名を交えて書こう/6月
落葉松/10月
枕草子・徒然草/10月
平家物語/10月
鰹節―世界に誇る伝統食/12月
文字のいずみ/12月

近世の日本/5月
日本の諸地域/10月
日本の近代化/1月

夏の思い出/6月
荒城の月/6月
サンタ ルチア/6月
歌舞伎「勧進帳」/11月
長唄「勧進帳」から/11月

手から手へ受け継ぐ/6月
浮世絵はすごい/9月
文化の出会いがもたらしたもの/9
月
水と筆を操る/2月

C-(18)国際理
解，国際貢献

黄金の扇風機／サハラ砂漠の茶
会/9月
漢詩/10月

近世の日本/5月
日本の近代化/1月

夏の思い出/6月
荒城の月/6月
サンタ ルチア/6月
「アイーダ」から/10月
世界の諸民族の音楽/2月

浮世絵はすごい/9月
文化の出会いがもたらしたもの/9
月

Unit 1 A Trip to Singapore/4
月
Unit 2 Food Travels around
the World./5月
Unit 4 Homestay in the
United States/9月
Unit 7 World Heritage
Sites/1月

D-(19)生命の
尊さ

生物の体をつくるもの/5月
植物の体のつくりとはたらき/6月
動物の体のつくりとはたらき/6月
動物の行動のしくみ/7月

けがの防止と応急手当/5月 生物育成の技術の原理・法則と仕
組み/4月

D-(20)自然愛
護

日本の地域的特色と地域区分/6
月
日本の諸地域/10月

生物の体をつくるもの/5月
植物の体のつくりとはたらき/6月
地球をとり巻く大気のようす/10月
大気中の水の変化/10月
天気の変化と大気の動き/11月
大気の動きと日本の四季/11月

夏の思い出/6月
荒城の月/6月
サンタ ルチア/6月
夏の日の贈りもの/9月
Joyful Joyful/9月
生活や社会の中の音楽/9月

視点の冒険/4月
水と筆を操る/2月

生物育成の技術の原理・法則と仕
組み/4月
生物育成の技術による問題解決
/4月
社会の発展と生物育成の技術/7
月
エネルギー変換の技術の原理・法
則と仕組み/9月
社会の発展とエネルギー変換の
技術/3月

責任ある消費者になるために/2月 Unit 7 World Heritage
Sites/1月

D-(21)感動，
畏敬の念

天気の変化と大気の動き/11月 交響曲第５番 ハ短調/6月
指揮をしてみよう！/6月
「アイーダ」から/10月
歌舞伎「勧進帳」/11月
長唄「勧進帳」から/11月

学びの実感と広がり/4月
あなたの美を見つけて/4月
ジジジチカピカ　ポッポッパッ/9月

Unit 0 My Spring Vacation/4
月
Let’s Read 3/3月
Pictures and Our Beautiful
Planet/3月

D-(22)よりよ
く生きる喜び

歌い継ごう 日本の歌/2月
心通う合唱/2月

なんでこれが美術なの？/11月
学びの言葉　岡本太郎/11月


