
A-(1)自主，
自律，自由と
責任

小さな発見を詩にしよう/4月
小学校の学習を振り返ろう/4月
楷書の書き方を確かめよう/4月
飛べ　かもめ/5月
根拠を明確にして書こう/9月
中心を明確にして話そう/9月
案内や報告の文章を書こう/10月
行書の書き方を学ぼう/10月
少年の日の思い出/12月
視点を変えて心情を描こう/12月
ニュースの見方を考えよう/1月
心に残る出来事を表現しよう/1月
トロッコ/2月

物質のすがたとその変化/9月 Let's Search For Tomorrow/2月
心通う合唱/2月

絵や彫刻との出会い/4月 材料と加工の技術による問題解決
/6月
情報の技術の原理・法則と仕組み
/12月

家庭分野のガイダンス/4月
日常食の調理と地域の食文化/9
月
消費者の権利と責任［環境］/9月
生活の課題と実践/2月

A-(2)節度，
節制

伊曽保物語/10月
行書の書き方を学ぼう/10月

いろいろな気体とその性質/7月
水溶液の性質/7月
ゆれる大地/1月
火をふく大地/2月
語る大地/2月

We'll Find The Way/4月
その先へ/4月
My Voice!/4月

体つくり運動/4月
調和のとれた生活/6月
心身の発達と心の健康/11月
体つくり運動/3月

情報の技術の原理・法則と仕組み
/12月

家庭分野のガイダンス/4月
食事の役割と中学生の栄養の特
徴/4月
中学生に必要な栄養を満たす食
事/6月

A-(3)向上
心，個性の伸
長

風の五線譜/4月
楷書の書き方を確かめよう/4月
小さな発見を詩にしよう/4月
月夜の浜辺/9月
心に残る出来事を表現しよう/1月
生活に広げよう/1月
わたしの中にも/2月

We'll Find The Way/4月
その先へ/4月
My Voice!/4月
聖者の行進/5月
リコーダー LESSON１/5月

絵や彫刻との出会い/4月
見つめると見えてくるもの/5月
材料に命を吹き込む/3月

心身の発達と心の健康/1月 Unit 3 Club Activities/5月

A-(4)希望と
勇気，克己と
強い意志

風を受けて走れ/1月
わたしの中にも/2月

正の数・負の数の利用/6月 朝の風に/9月
君をのせて/9月

見つめると見えてくるもの/5月 陸上競技/4月
水泳/6月
器械運動/9月
陸上競技（長距離走）/12月

技術分野のガイダンス/4月 Unit 6 A Speech about My
Brother/9月
Unit 9 Think Globally, Act
Locally/11月
Unit 11 This Year’s Memories/1
月

A-(5)真理の
探究，創造

さんちき/5月
調べて分かったことを伝えよう/7
月
私のタンポポ研究/9月

正の数・負の数/4月　正の数・負
の数の計算/4月　正の数・負の数
の利用/6月　文字を使った式/6月
文字式の計算/6月　方程式/7月
方程式の利用/9月　関数/10月
比例/10月　反比例/10月　比例，
反比例の利用/11月　直線と図形
/11月　移動と作図/11月　円とお
うぎ形/12月　立体と空間図形/1
月　立体の体積と表面積/2月　ヒ
ストグラムと相対度数/2月　データ
にもとづく確率/2月

自然の中にあふれる生命/4月
植物の特徴と分類/5月
動物の特徴と分類/5月
いろいろな物質とその性質/6月
いろいろな気体とその性質/7月
水溶液の性質/7月
物質のすがたとその変化/9月
光による現象/5月  音による現象
/5月  力による現象/5月  身近な
大地/1月  ゆれる大地/1月  火を
ふく大地/2月  語る大地/2月

ジョーズのテーマ/6月
指揮をしてみよう！/6月
Let's Create!/6月
リズムゲーム/9月
リズムアンサンブル/9月
リズムチャレンジ/9月
My Melody/9月
箏曲「六段の調」/1月
虫づくし，姫松，「六段の調」から
“四段”，さくらさくら（箏）/1月
My Melody/1月

暮らしに息づく土の造形/11月
広がる模様の世界/5月

技術分野のガイダンス/4月
材料と加工の技術の原理・法則と
仕組み/4月
材料と加工の技術による問題解決
/6月

B-(6)思いや
り，感謝

視点を変えて心情を描こう/12月 双方向のあるコンテンツのプログ
ラミングによる問題解決/2月

中学生に必要な栄養を満たす食
事/6月

Let’s Read 2/3月
City Lights/3月

B-(7)礼儀

中心を明確にして話そう/9月
生活に広げよう/9月
案内や報告の文章を書こう/10月
生活に広げよう/12月
文字のいずみ/12月
生活に広げよう/1月

箏曲「六段の調」/1月
虫づくし，姫松，「六段の調」から
“四段”，さくらさくら（箏）/1月
My Melody/1月

武道/10月 Unit 0　Welcome to Junior High
School/4月
Unit 1 New School, New Friends/4
月
Unit 2　Our New Teacher/5月

B-(8)友情，
信頼

持続可能な社会の実現に向けて
/4月

We'll Find The Way/4月
その先へ/4月
My Voice!/4月

心身の発達と心の健康/11月 Unit 8 A Surprise Party/10月

B-(9)相互理
解，寛容

詩の心―発見の喜び/4月
話を聞いて質問をしよう/6月
オオカミを見る目/6月
ニュースの見方を考えよう/1月
話し合いで理解を深めよう/1月

正の数・負の数/4月　正の数・負
の数の計算/4月　正の数・負の数
の利用/6月　文字を使った式/6月
文字式の計算/6月　方程式/7月
方程式の利用/9月　関数/10月
比例/10月　反比例/10月　比例，
反比例の利用/11月　移動と作図
/11月　円とおうぎ形/12月　立体と
空間図形/1月　立体の体積と表面
積/2月　ヒストグラムと相対度数/2
月　データにもとづく確率/2月

鑑賞との出会い/6月
美のタイムトラベル/6月
折って，切って，巻いて/9月
学びの言葉　松任谷由実/9月

技術 家庭 英語
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C-(10)遵法精
神，公徳心

古代までの日本と世界/6月
中世の日本と世界/1月

情報の技術の原理・法則と仕組み
/12月

C-(11)公正，
公平，社会正
義

C-(12)社会参
画，公共の精
神

中世の日本と世界/1月 デザインや工芸との出会い/9月
文字っておもしろい/10月

体育理論/4月
心身の発達と心の健康/1月

社会の発展と材料と加工の技術
/11月
双方向のあるコンテンツのプログ
ラミングによる問題解決/2月

C-(13)勤労

さんちき/5月
生活に広げよう/1月

水溶液の性質/7月 日本の民謡/10月
生活や社会の中の音楽/10月
アジアの諸民族の音楽/10月
ソーラン節/10月

社会の発展と材料と加工の技術
/11月

C-(14)家族
愛，家庭生活
の充実

浜辺の歌/11月
赤とんぼ/11月
歌い継ごう 日本の歌/11月

家庭分野のガイダンス/4月

C-(15)よりよ
い学校生活，
集団生活の
充実

話し方はどうかな/4月
話を聞いて質問をしよう/6月

ヒストグラムと相対度数/2月 聖者の行進/5月
リコーダー LESSON１/5月
朝の風に/9月
君をのせて/9月
Let's Search For Tomorrow/2月
心通う合唱/2月

体育理論/6月
球技（ゴール型）/1月

材料と加工の技術の原理・法則と
仕組み/4月
双方向のあるコンテンツのプログ
ラミングによる問題解決/2月

日常食の調理と地域の食文化/9
月
消費者の権利と責任［環境］/9月
生活の課題と実践/2月

Unit 0　Welcome to Junior High
School/4月
Unit 2　Our New Teacher/5月
Unit 3 Club Activities/5月

C-(16)郷土の
伝統と文化の
尊重，郷土を
愛する態度

日本の姿/4月 日本の民謡/10月
生活や社会の中の音楽/10月
アジアの諸民族の音楽/10月
ソーラン節/10月

なぜか気になる情景/6月
文字っておもしろい/10月

日常食の調理と地域の食文化/9
月
消費者の権利と責任［環境］/9月

C-(17)我が国
の伝統と文化
の尊重，国を
愛する態度

調べて分かったことを伝えよう/7
月
移り行く浦島太郎の物語/10月
伊曽保物語/10月
竹取物語/10月  矛盾/10月
生活に広げよう/12月
文字のいずみ/12月
生活に広げよう/1月

日本の姿/4月
探してみよう！私たちと歴史とのつ
ながり・歴史を学ぶにあたって/5
月
私たちと歴史/6月
古代までの日本と世界/6月
中世の日本と世界/1月

正の数・負の数/4月
移動と作図/11月

浜辺の歌/11月  赤とんぼ/11月
歌い継ごう 日本の歌/11月
雅楽「平調 越天楽」/12月
箏曲「六段の調」/1月
虫づくし，姫松，「六段の調」から
“四段”，さくらさくら（箏）/1月
My Melody/1月

鑑賞との出会い/6月
美のタイムトラベル/6月
屏風，美のしかけ/1月

Unit 5 A Japanese Summer
Festival/6月
Unit 7 Foreign Artists in Japan/9
月

C-(18)国際理
解，国際貢献

オオカミを見る目/6月
矛盾/10月 世界の姿/4月
世界各地の人々の生活と環境/5
月
古代までの日本と世界/6月
世界の諸地域/11月
中世の日本と世界/1月

日本の民謡/11月
生活や社会の中の音楽/10月
アジアの諸民族の音楽/10月
ソーラン節/11月

鑑賞との出会い/6月
美のタイムトラベル/6月

Unit 1 New School, New Friends/4
月
Unit 4 Friends in New Zealand/6
月
Unit 6 A Speech about My
Brother/9月
Unit 7 Foreign Artists in Japan/9
月
Unit 9 Think Globally, Act
Locally/11月
Unit 10 Winter Vacation./1月

D-(19)生命の
尊さ

碑/7月 自然の中にあふれる生命/4月
植物の特徴と分類/5月
動物の特徴と分類/5月

主人は冷たい土の中に/5月 調和のとれた生活/6月 食事の役割と中学生の栄養の特
徴/4月

D-(20)自然愛
護

私のタンポポ研究/9月 持続可能な社会の実現に向けて
/4月

正の数・負の数の計算/4月
比例，反比例の利用/11月

自然の中にあふれる生命/4月
植物の特徴と分類/5月
身近な大地/1月
ゆれる大地/1月
火をふく大地/2月
語る大地/2月

春/6月
浜辺の歌/11月
赤とんぼ/11月
歌い継ごう 日本の歌/11月

美術との出会い/4月
なぜか気になる情景/6月
自然の美しさから生まれた/9月
暮らしに息づく土の造形/11月
広がる模様の世界/5月

D-(21)感動，
畏敬の念

ジョーズのテーマ/6月
指揮をしてみよう！/6月
Let's Create!/6月  魔王/9月  雅
楽「平調 越天楽」/12月

鑑賞との出会い/6月
美のタイムトラベル/6月
自然の美しさから生まれた/9月
屏風，美のしかけ/1月

Let’s Read 1/12月
Let’s Climb Mt. Fuji/12月

D-(22)よりよ
く生きる喜び

風を受けて走れ/1月 Let's Search For Tomorrow/2月
心通う合唱/2月

体育理論/4月


