
仙台市立高砂小学校（４学年）

４学年の
重点目標

・もしも，どうしたい
・グループにまとめて整理しよう
○想像したことを音読で表そう「こ
われた千の楽器」
・図書館へ行こう
・漢字辞典の使い方

○説明のまとまりを見つけよう「ヤ
ドカリとイソギンチャク」
・たしかめながら話を聞こう
・みんなで新聞を作ろう

○人物の変化をとらえよう「走れ」
・お願いやお礼の手紙を書こう
・ことわざと故事成語

○表し方のちがいを考えよう「広
告を読みくらべよう」
・ローマ字の書き方
・本は友達

○詩を読もう「ふしぎ
/よかったなあ」

・学校についてしょうかいすること
を考えよう
○物語の題名の意味を考えよう
「一つの花」
・文の組み立てと修飾語

・山場のある物語を書こう
○くらしの中の「和」と「洋」につい
て調べよう「くらしの中の和と洋」

・聞いてほしいな、心に残っている
出来事
・つなぐ言葉の働き
○読んで考えたことを伝え合おう
「ごんぎつね」

・「ふるさとの食」を伝えよう
・じゅく語の意味を考える
・本をみんなにすすめよう

・百人一首の世界
・言葉で考えを伝える
○日本語の数え方について考え
よう「数え方を生みだそう」

・調べたことをほうこくしよう
・同じ読み方の漢字
○読んで感じたことを伝え合おう
「世界一美しいぼくの村」

・「言葉のタイムカプセル」を残そ
う

１ いつも気をつけよう ２ 漢字の組み立て ３ 字の形 ４ 平がなの筆使い ５ 文字の配列 ６ まとめ

1 わたしたちの県
・導入（オリエンテーション）
・日本地図を広げて
・県の広がり

2 住みよいくらしをつくる
・導入（オリエンテーション）
・水はどこから

・ごみのしょりと利用 3 自然災害からくらしを守る
・導入（オリエンテーション）
・地震からくらしを守る

4 郷土の伝統文化と先人たち
・導入（オリエンテーション）
・残したいもの　つたえたいもの

・郷土を拓いた人
～鎌田三之助と品井沼の干拓～

5 特色ある地いきと人々のくらし
・導入（オリエンテーション）
・すずりをつくるまち
～石巻市雄勝町～

・国際交流に取り組む町～塩竈市
～

・ 美しい景観を生かす町～松島
町～
・古いまちなみを生かすまち　～
登米市登米町～
（選択）

●学びのとびら
1 1億より大きい数を調べよう
（1）大きい数のしくみ
（2）10倍した数，1/10にした数
（3）かけ算
・まとめ
2 グラフや表を使って調べよう
（1）折れ線グラフ

（2）整理のしかた
・まとめ
3 わり算のしかた
（1）何十，何百のわり算
（2）わり算の筆算(1)
（3）わり算の筆算(2)
（4）暗算
・まとめ

4 角の大きさ表し方を調べよう
（1）角の大きさ
・まとめ
5 小数のしくみを調べよう
（1）小数の表し方
（2）小数のしくみ

（3）小数のたし算とひき算
・まとめ
●考える力をのばそう
●そろばん

6 わり算の筆算を考
えよう
（1）何十でわる計算

（2）2けたの数でわる筆算(1)
（3）2けたの数でわる筆算(2)
（4）わり算のせいしつ
・まとめ
●倍の見方

7 およその数の使い方や表し方を
調べよう
（1）およその数の表し方
（2）がい数を使った計算
・まとめ
●算数で読みとこう
8 計算のやくそくを調べよう
（1）計算のじゅんじょ
（2）計算のきまりとくふう
・まとめ

9  四角形の特ちょうを調べよう
（1）直線の交わり方
（2）直線のならび方
（3）いろいろな四角形
（4）対角線と四角形の特ちょう
・まとめ

10 分数をくわしく調べよう
（1）分数の表し方
（2）分母がちがう分数の大きさ
（3）分数のたし算とひき算
・まとめ
11 どのように変わるか調べよう
（1）変わり方調べ
・まとめ

12 広さの表し方を考えよう
（1）広さの表し方
（2）長方形と正方形の面積
（3）大きな面積の単位
（4）長方形のたての長さと面積の
関係
・まとめ

13 小数のかけ算とわり算を考え
よう                               （1）小
数のかけ算
（2）小数のわり算
（3）小数の倍
・まとめ
●どんな計算になるのかな？

14 箱の形の特ちょうを調べよう
（1）直方体と立方体
（2）面や辺の垂直・平行
（3）位置の表し方
・まとめ

●自分なりに予想してみよう！
1 あたたかくなると
・１年間の観察の計画
・植物の成長
・動物の活動
・記録の整理
2 動物のからだのつくりと運動
・からだが動くしくみ

・動物のほねときん肉
3 天気と気温
・１日の気温と天気
4 電流のはたらき
・電流のはたらき

・かん電池のつなぎ方
●学びをつなごう
・電気の特ちょうをまとめよう
5 雨水のゆくえと地面のようす
・雨水の流れ方
・水のしみこみ方
6 暑くなると
・植物の成長

・動物の活動
・記録の整理
●夏の星
○わたしの研究

7 月や星の見え方
・月の見え方
・星の見え方
8 自然のなかの水のすがた
・水のゆくえ

・空気中にある水
●学びをつなごう
・雨水のゆくえをたどろう
9 すずしくなると
・植物の成長
・動物の活動
・記録の整理
10 とじこめた空気と水
・とじこめた空気

・とじこめた水
11 物の体積と温度
・空気の体積と温度
・水の体積と温度
・金ぞくの体積と温度

12 物のあたたまり方
・金ぞくのあたたまり方
・空気のあたたまり方
・水のあたたまり方

●冬の星
13 寒くなると
・植物や動物のようす
・記録の整理
14 水のすがたと温度
・水を冷やしたとき

・水を熱したとき
・湯気とあわの正体
●学びをつなごう
・物のせいしつとすがたをまとめ
よう

15 生き物の１年をふり返って
・植物や動物のようす
・記録の整理
●学びをつなごう
・生き物と季節について考えよう
○学んだことをふり返ろう！

○にっぽんのうた　みんなのうた
　◇さくら さくら

○歌声ひびかせて
○ひょうしとせんりつ

○にっぽんのうた　みんなのうた
　◇まきばの朝
○めざせ楽器名人

○曲に合った歌い方
　◇とんび

○音のスケッチ ○かけ合いと重なり
○アンサンブルの楽しさ

○すてきな声で
○音楽今昔

○にっぽんのうた　みんなのうた
　◇もみじ
○わたしたちの表げん

○音のスケッチ ○ききどころを見つけて
○音のスケッチ

○いろいろな歌声を楽しもう ○歌声とリズム

◯絵の具のぼうけん，たのしさ発
見！
◯つけて，のばして，生まれる形

◯木々を見つめて
◯つないで組んで，すてきな形

◯つながれ，広がれ！　だんボー
ル
◯かみわざ！小物入れ

◯へんてこ山の物語 ◯どろどろカッチン ◯本から飛び出した物語 ◯わくわくネイチャーランド
◯飛び出すハッピーカード

◯何にかこうかな
◯キラキラワールド／学校もりあ
げマスコット（選択）

◯絵から聞こえる音
◯つくって，つかって，たのしんで

◯ほって表す不思議な花 ◯トントンつないで／ゆめいろらん
ぷ（選択）

〇集団行動
〇体ほぐしの運動
〇かけっこ・リレー

〇リズムダンス
〇多様な動きをつくる運動

〇体力・運動能力調査
〇高跳び
〇投の運動
〇幅跳び

〇浮いて進む運動
〇もぐる・浮く運動

〇もぐる・浮く運動 〇小型ハードル走
〇マット運動

〇鉄棒運動
〇ベースボール型ゲーム

〇ネット型ゲーム
〇跳び箱運動

〇ゴール型ゲーム（タグラグビー
など）

〇表現 〇多様な動きをつくる運動
〇ゴール型ゲーム（ラインサッ
カーなど）

〇ゴール型ゲーム（ラインサッ
カーなど）

〇体の成長とわたし
１　育ちゆくわたしたちの体

〇体の成長とわたし
２　思春期にあらわれる変化

〇体の成長とわたし
３　よりよく成長するための生活

１ ドッジボール
２ ぼくのへんしん
３ なにかお手つだいできることは
ありますか？

４ また来年も待ってるよ
５ ひびが入った水そう
６ 合い言葉は「話せばわかる！」

７ となりのせき
８ ふろしき
９ わたしの見つけた小さな幸せ
10 いっしょになって，わらっちゃだ
めだ

11 「もっこ」をせおって
12 一ぴきのセミに「ありがとう」

13 「ふれあいの森」
で

14 全校遠足とカワセミ
15 「あかいセミ」
16 うめのき村の四人兄弟
17 日曜日のバーベキュー

18 バルバオの木
19 ぼくらだってオーケストラ
20 ふるさとを守った大イチョウ

21 花さき山
22 紙しばいをつくって発表しよう
23 秋空にひびくファンファーレ
24 お母さんのせいきゅう書

25 ゆうきの心配
26 小さなお父さん

27 「ありがとう」の言葉
28 目ざまし時計
29 大きな絵はがき

30 世界の小学生
31 走れ江ノ電　光の中へ
32 花丸手帳～水泳・池江璃花子
選手
33 ポロといっしょ

34 点字メニューにちょうせん
35 雨のバスていりゅう所で

〇Hello, world!世界のいろいろな
ことばであいさつをしよう

〇Let's play cards.すきな遊びを
つたえよう

〇Let's play cards.すきな遊びを
つたえよう
〇I like Mondays.すきな曜日は何
かな？

〇What time is it?今、何時？ 〇What time is it?
今、何時？

〇Do you have a pen?おすすめ
の文房具セットをつくろう

〇Alphabetアルファベットで文字
遊びをしよう

〇Alphabetアルファベットで文字
遊びをしよう
〇What do you want?ほしいもの
は何かな？

〇What do you want?ほしいもの
は何かな？

〇This is my favorite place.お気
に入りの場所をしょうかいしよう

〇This is my day.ぼく・わたしの
一日

〇This is my day.ぼく・わたしの
一日

◎「防災博士になろう」

◎「調べてみよう宮城のおいしさ」

学校行事等
◯１学期始業式 ◯運動会

◯１学期終業式
◯２学期始業式

◯学習発表会 ◯修了式

学級活動

・学級目標をつくろう
・４年生になって
・場に応じた避難の仕方
・学級の係を決めよう

・クラブ活動　がんばるぞ！
・朝の会，帰りの会を考えよう
・係活動をパワーアップしよう

・室内での遊びをかんがえよう
・歯を大切にしよう
・地震から自分を守ろう

・お楽しみ会をしよう
・青空祭の計画
・青空祭の準備をしよう
・楽しい夏休み

・学級目標を振り返ろう
・自分の係を見直そう
・1学期をふりかえり，２学期の目
標を考えよう

・係活動パワーアップ大作戦
・みんなの図書室
・係活動を振り返ろう

・忘年会をしよう
・整理整とんをしよう
・二分の一成人式に向けて

・6年生を送る会の計画
・なかまづくりゲーム
・楽しい給食
・かぜに負けないからだ

・6年生を送る会の準備
・１年生を迎える会の計画

・学級目標達成集会をしよう
・４年生楽しかったね集会
・５年生になるわたし

児童会活動
◯１年生を迎える会 ・代表委員会① ・代表委員会② ◯青空祭り ・代表委員会③ ・代表委員会④ ◯６年生を送る会

・代表委員会⑤　⑥

クラブ活動 ①顔合わせ・年間計画 ②　③ ④ ⑤ ⑥⑦ ⑧　⑨反省

・あいさつについて話し合おう
・なかまづくりゲームをしよう
・運動会，わたしの目標

8月

学校の教育目標
　　自主性・創造性に富み，心豊かに
　　　　　　　たくましく生きる『高砂っ子』の育成

４学年の
学年目標

特
別
活
動

道徳

外国語活動

総合的な学習の
時間

1月 2月月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月

令和３年度     教科等年間指導計画一覧

考える　挑戦する　思いやる

図画工作

体育

保健

国語

書写

社会

算数

理科

音楽

・学習時にしっかり考え，自分の意見を持つことのできるようにする
・何事に対しても挑戦してみようという気持ちを持つことができるようにする
・友達の気持ちを考えた行動を取ることができるようにする

3月

○様々な環境問題について知り隊

・地球規模・身近なところ・地震 など

○私たち防災調べ隊

・校外学習 ・資料を使って探究活動

○分かったことをまとめ隊・伝え隊

・防災マップ作り ・まとめる活動と考察

○自分たちにできることを考え，実行し隊

・できそうなことは何か ・できることの実践

○仙台白菜について調べよう ○白菜について調べる


