
４月(２１) ５月(2１) ６月(２８) ７月(２１) ８月(７) ９月(２８) １０月(２１) １１月(２８) １２月(２１) １月（１１） ２月（２８） ３月（１０）

よく聞いてじこしょうかい 書　漢字の筆づかい 気もちをこめて「来てください」 仕事のくふう、見つけたよ わたしと小鳥とすずと 書　漢字の筆づかい はんで意見をまとめよう 食べ物のひみつを教えます たから島のぼうけん ありの行列 これがわたしのお気に入り モチモチの木

どきん もっと知りたい、友だちのこと 漢字の広場③ 符号など 夕日がせなかをおしてくる へんとつくり 漢字の広場④ ことわざ・故事成語 冬のくらし つたわる言葉で話そう コンピュータのローマ字入力 学年のまとめ

きつつきの商売 きちんとつたえるために 書　漢字の筆づかい 夏のくらし 山小屋で三日間すごすなら ローマ字 書　漢字の筆づかい 漢字の意味 詩のくふうを楽しもう これがわたしのお気に入り わたしたちの学校じまん

図書館たんていだん 漢字の広場② まいごのかぎ 書　漢字の筆づかい ポスターを読もう ちいちゃんのかげおくり 書　漢字の組み立て 短歌を楽しもう カンジーはかせの音訓かるた 書　まとめ

国語辞典を使おう 書　漢字の筆づかい 俳句を楽しもう はじめて知ったことを知らせよう 書　漢字の筆づかい 書　漢字の筆づかい すがたをかえる大豆 書　文字の配列 漢字の広場⑥

漢字の広場① 言葉で遊ぼう こそあど言葉をつかいこなそう 鳥になったきょうりゅうの話 修飾語を使って書こう 科学読み物での調べ方 漢字の広場⑤ 書　まとめ

春のくらし こまを楽しむ 引用するとき 書　漢字の筆づかい 秋のくらし 食べ物のひみつを教えます 三年とうげ ２学期のまとめ

書　毛筆のきほん 全体と中心 書　漢字の筆づかい １学期のまとめ 書　漢字の筆づかい 書　平がなの筆づかい

漢字の音と訓 書　漢字の筆づかい 仕事のくふう、見つけたよ はんで意見をまとめよう たから島のぼうけん

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

２学期のまとめ

オリエンテーション まちの様子 市の様子 店ではたらく人と仕事 選　工場ではたらく人と仕事 オリエンテーション 火事からまちを守る 事故や事件からまちを守る オリエンテーション かわる道具とくらし 市のうつりかわり

オリエンテーション 選　農家の仕事 ３学期のまとめ

4月（15） ５月(15) ６月(20) ７月(15) ８月（5） ９月(20) 10月(15) 11月(20) 12月(15) 1月（８） 2月(２０) 3月（７）

ひき算のヒミツ たし算とひき算 わり算 あまりのあるわり算 10000より大きい数 円と球 重さ １／２に分けよう タイルは何まい ２けたの数のかけ算 □を使った式と図 算数を使って考えよう

かけ算のきまり まほうじん 長さ なみ木道 かけ算とわり算の図 分数 小数 そろばん ３年のまとめ

時こくと時間 表とぼうグラフ １学期のまとめ かけ算の筆算 三角形 オリンピックにちょうせん カレンダーを使って考えよう

２学期のまとめ

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

太陽とかげを調べよう 春のしぜんにとび出そう チョウを育てよう わたしの研究 花がさいたよ 太陽の光を調べよう 風やゴムで動かそう じしゃくにつけよう つくってあそぼう 音を出して調べよう 物の重さをくらべよう

春のしぜんにとび出そう たねをまこう どれくらい育ったかな 花がさいたよ こん虫を調べよう 風やゴムで動かそう じしゃくにつけよう 音を出して調べよう 物の重さをくらべよう 学んだことをふり返ろう！

明かりをつけよう チョウを育てよう トンボやバッタを育てよう 実ができたよ

わたしの研究 太陽の光を調べよう

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

小さな世界 ア ラム サム サム 楽ふとドレミ 歌声ひびかせて にっぽんのうたみんなのうた めざせ 楽き名人 遊び歌めぐり 曲に合った歌い方 アンサンブルの楽しさ ききどころを見つけて 音楽ランド

ア ラム サム サム にっぽんのうたみんなのうた にっぽんのうたみんなのうた いろいろな声で表現して遊ぼう せんりつの流れとへん化 にっぽんのうたみんなのうた 音楽のスケッチ めざせ 楽き名人 みんなで合わせて にっぽんのうたみんなのうた

こんにちは リコーダー 音楽ランド 遊び歌めぐり 国歌「きみがよ」 物語の音楽を楽しもう 校歌

校歌 国歌「きみがよ」

ききどころを見つけて

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

しぜんの色 くるくるランド 切ってかき出しくっつけて み近なしぜんの形・色 「小さな自分」のお気に入り くぎうちトントン 空きようきのへんしん ことばから形・色 ゴムゴムパワー マグネットマジック マグネットマジック いろいろうつして

切ってかき出しくっつけて わたしの６月の絵 ペタパタひらくと 空きようきのへんしん ことばから形・色 ゴムゴムパワー ねん土マイタウン ひもひもワールド

ふき上がる風にのせて 土でかく

ぬのをつないで

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

体ほぐしの運動 リズムダンス 新体力テスト ティーボール 鉄棒運動 鉄棒運動 高跳び 体ほぐしの運動 跳び箱運動 スキー スキー プレルボール

かけっこ・リレー 表現 保　けんこうな生活 水泳 小型ハードル ラインサッカー マット運動 ポートボール 多様な動きを作る運動

新体力テスト ティーボール 幅跳び 跳び箱運動 プレルボール

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

よろしくギフト たった一言 友だち屋 生きている仲間 きまりのない国 黄金の魚 百六さい、おめでとう、ひいばあちゃん かるた遊び ふろしき 長なわ大会の新記録 よわむし太郎 ヌチヌグスージー命の祭り

あいさつ名人 道夫とぼく 日曜日の公園で ヤゴきゅうしゅつ大作戦 大切なものは何ですか みんながくらしやすい町 なおとからのしつもん マサラップ 学校のぶどう 漢字に思いをこめて スーパーパティシエ物語

やめられない よごれた絵 持ってあげる？食べてあげる？ 孫の仕事に取り組むときに 水やり係 とくジーのおまじない 3年元気組 「わたしらしさ」をのばすために ありがとうの気持ちをこめて

マリーゴールド 目の前は青空 まわりを見つめて

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

身近な自然を探ろう

4月（３） 5月（３） 6月（４） 7月（３） 8月（１） 9月（４） 10月（３） 11月（４） 12月（３） １月（１） ２月（４） ３月（２）外
国
語 あいさつをして友達になろう　　／　　ごきげんいかが？　　／　　数えて遊ぼう　　／　　好きなものを伝えよう　　／　　何が好き？　　／　　アルファベットと仲良し　　／　　カードを贈ろう　　／　　これなあに？　　／　　きみはだれ？

3　　学　　期

まずは「なんで？」
を、さがしてみよう。

わたしたちのまちと市 はたらく人とわたしたちのくらし 地いきの安全を守る

図
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徳

令和３年度　奥沢小学校　年間学習計画表　(３年） ※授業研究や行事等により予定が変わる場合があることをご了承ください。

音
楽

理
科

社
会

1　　学　　期 2　　学　　期

国
語

算
数

わたしたちの市の歩み

絵の具＋水＋ふで=
いいかんじ！

学年探求課題「地域の自然環境とそれを守る人々総
合 環境にやさしい町（学校）にしよう

音のひびきや組み
合わせを楽しもう


