
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）

こんなところが同じだね 聞き取りメモのくふう 漢字の広場② 新聞を作ろう 忘れもの パンフレットを読もう クラスみんなで決めるには 伝統工芸のよさを伝えよう 感動を言葉に ウナギのなぞを追って もしものときにそなえよう 書　まとめ

春のうた 話し方や聞き方から伝わること 一つの花 アンケート調査のしかた ぼくは川 書　平がなの筆づかい 漢字の広場④ 慣用句 冬の楽しみ つながりに気をつけよう 調べて話そう、生活調査隊 まちがえやすい漢字

白いぼうし 漢字の広場① つなぎ言葉のはたらきを知ろう カンジーはかせの都道府県の旅２ あなたなら、どう言う いろいろな意味をもつ言葉 リーフレットの書き方 短歌・俳句に親しもう（二） 自分だけの詩集を作ろう 書　まとめ 初雪のふる日

図書館の達人になろう 思いやりのデザイン 短歌・俳句に親しもう（一） 夏の楽しみ 書　字のかたち 漢字の広場③ 世界にほこる和紙 書　文字の配列 熟語の意味 書　資料

漢字の組み立て アップとルーズで伝える 要約するとき ランドセルは海をこえて ごんぎつね 百科事典での調べ方 漢字の広場⑤ 漢字の広場⑥ 学年のまとめ

漢字辞典の使い方 考えと例 書　漢字の組み立て 書　字のかたち 秋の楽しみ プラタナスの木 書　まとめ

春の楽しみ カンジーはかせの都道府県の旅１ 新聞を作ろう １学期のまとめ 書　文字の配列 書　文字の配列 ２学期のまとめ

書　いつも気をつけよう 書　漢字の組み立て クラスみんなで決めるには 感動を言葉に

書　漢字の組み立て お礼の気持ちを伝えよう

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）

地域でうけつがれてきたもの 昔から今へと続くまちづくり 選　地域の人々を病気から救う

オリエンテーション 県の地図を広げて 選　水はどこから オリエンテーション 選　水害にそなえるまちづくり 地域でうけつがれてきたもの オリエンテーション 選　沖縄の文化のよさを伝える オリエンテーション 選　昔のよさを未来に伝えるまちづくり 県をしょうかいするパンフレットをつくろう

オリエンテーション 選　くらしと電気 地震にそなえるまちづくり 選　雪にそなえるまちづくり 昔から今へと続くまちづくり 選　北海道で、いねを実らせる 焼き物を生かしたまちづくり 選　自然を生かしたまちづくり

ごみはどこへ １学期のまとめ 選　噴火にそなえるまちづくり オリエンテーション 選　地域に学校をひらく ２学期のまとめ 国際交流がさかんなまちづくり 学年のまとめ

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）

ペントミノ わり算の筆算 油分け がい数 垂直、平行と四角形 垂直、平行と四角形 面積 つないだ輪を切って くらべ方 小数と整数のかけ算、わり算 小数と整数のかけ算、わり算 立体

大きな数 折れ線グラフ 角 こわれた電たく 式と計算 整理のしかた 小数のしくみとたし算、ひき算 そろばん 立体 分数の大きさとたし算、ひき算

わり算の筆算 ２けたの数のわり算 １学期のまとめ 面積 変わり方 方眼で九九を考えよう 部屋分けパズル

くらべ方 ２学期のまとめ ４年のまとめ

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）

自分なりに予想してみよう！ あたたかくなると 電気のはたらき 暑くなると わたしの研究 月や星の見え方 とじこめた空気と水 物の体積と温度 物のあたたまり方 水のすがたと温度 水のすがたと温度 生き物の１年をふり返って

動物のからだのつくりと運動 電気のはたらき 学びをつなごう 夏の星 月や星の見え方 自然のなかの水のすがた 物のあたたまり方 冬の星 学びをつなごう 学びをつなごう

天気と気温 雨水のゆくえと地面のようす わたしの研究 学びをつなごう 寒くなると 学んだことをふり返ろう！

暑くなると すずしくなると

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）

校歌 歌声ひびかせて にっぽんのうたみんなのうた 曲に合った歌い方 めざせ 楽器名人 かけ合いと重なり 国歌「君が代」 音階をもとにして音楽をつくろう ききどころを見つけて 役わりをもとに音楽をつくろう 歌劇「魔笛から」

スキルアップ ひょうしとせんりつ 日本の楽器をたずねて 音楽ランド にっぽんのうたみんなのうた 音楽今昔 アンサンブルの楽しさ わたしたちの表げん いろいろな歌声を楽しもう 国歌「君が代」

にっぽんのうたみんなのうた 音楽ランド 役わりをもとに音楽をつくろう

にっぽんのうたみんなのうた

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（５） ３月（４）

しぜんの形 立ち上がれ！ねん土 ギコギコトントンクリエイター ここをつつんだら わすれられない気持ち おもしろだんボールボックス ひみつのすみか 光とかげから生まれる形 カードでつたえる気持ち ゴーゴードリームカー ポーズのひみつ ほってすって見つけて

絵具でゆめもよう まぼろしの花 色合いひびき合い まどをのぞいて

コロコロガーレ ようこそ！ゆめのまちへ

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 鉄棒運動 水泳 小型ハードル走 サッカー マット運動 多様な動きを作る運動 スキー スキー ソフトバレー

かけっこ・リレー 表現 三角ベースボール 水泳 小型ハードル走 幅跳び 体ほぐしの運動 跳び箱運動 バスケットボール 保・体の成長とわたし

新体力テスト 鉄棒運動 高跳び マット運動 多様な動きを作る運動 ソフトバレー

サッカー

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）

わたしのひらく日 絵はがきと切手 生きているしるし いのちをつなぐ岬 「正直」五十円分 泣いた赤おに 生き物と機械 思いやりのかたち わたしの大切なもの 梨の実－アンリ＝ファーブル 「まあ、いいか。」 神戸のふっこうは、ぼくらの手で

土曜日の学校 言わなきゃ ひとりぼっちのＹちゃん このままにしていたら スーパーモンスターカード 弟のふろ入れ 雨のバスていりゅう所で より遠くへ－谷　真海 みんなちがって、みんないい おじいさんの ごくらく ごくらく 朝がくると

「重いやり」って 目覚まし時計 学級会での出来事 わたしたちの校歌 つまらなかった ちょっと待ってよ 琵琶湖のごみ拾い 花さき山 ブラッドレ－のせい求書

みんな、待っているよ ぼくたちのバラ花だん 祭りだいこ

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）

地域の産業について調べよう

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）

音
楽

国
語

外
国
語 世界のいろいろな言葉であいさつをしよう／好きな曜日は何かな？／おすすめの文房具セットをつくろう／アルファベットで文字遊びをしよう／欲しいものは何？／お気に入りの場所を紹介／ぼく・わたしの１日

体
育

自然災害にそなえるまちづくり

くらしの見直しをよびかける
言葉を考えよう

学年探求課題「地域の産業・文化とそれに携わる人々の工夫や努力」

令和５年度　奥沢小学校　年間学習計画表　(４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。

1　　学　　期 2　　学　　期 3　　学　　期

わたしたちの県のまちづくり

地域の伝統文化にふれよう

図
工

音の動き方を生かし
てせんりつをつくろう

算
数

社
会

わたしたちの県のまちづくり 健康な暮らしとまちづくり

総
合

道
徳

理
科


