
３．国語科年間単元題材配列表

第１学年 第２学年 第３学年

月 週 題 材 （時間） 書写 週 題 材（時間） 書写 週 題 材 （時間）

１ オリエンテーション(1) １ オリエンテーション(2) 行書の １ オリエンテーション（1）
話し合いの進め方 (3) 明日(2) 書き方(1) 握手（5）

４ ２ 野原はうたう 朗読(4) ２ ２
アイスプラネット(5) 行書の筆

３ 国語辞典の使い方(2) ３ づかい(1) ３ 説得力のある考えを述べよう
にじの見える橋(4) 批評文を書く （5）

４ ４ インタビューをしよう 毛筆行書 ４
話し言葉と書き言葉(2) (3) 「旅情」(2)

５ ５ 友達をみんなに紹介しよう スピ ５ 五重の塔はなぜ倒れない ５ 俳句の可能性（2）
ーチ(5) か(4) 毛筆行書

６ ダイコンは大きな根？(5) ６ 道順を説明する(4) 「温故知 ６ 俳句を書く （2）
新」(2) 修学旅行記をつくる(7)

７ わかりやすく説明しよう 視点を ７ やさしい日本語(5) ７
決めて書く（6） 毛筆行書

６ ８ ちょっと立ち止まって(5) ８ 「美しい ８ 月の起源を探る（説明）（5）
お礼状を書く(3) 花」(2)

９ 漢字の組み立てと部首(3) ９ ９
文法－言葉のまとまり（2） 言葉を選ぼう(2) ひらがな 漢語・和語・外来語（1）

10 豊かな言葉 はじめての詩（4） 10 印象に残る説明をしよう を書く(2) 10 漢字の造語力 （1）
７ 読書紹介をする 学級読書会に向 プレゼンテーションをす 話し合いを効果的に進めよう

11 けて(2) 11 る(3) 毛筆行書 11 (5)
江戸からのメッセージ 今に生か メディアと上手に付き合 「自然を

12 したい江戸の知恵(4) 12 うために(3) 守る」(2) 12 読書生活をデザインしよう（2）

13 星の花が降るころに(5) 13 読書感想を書く(3) 短歌を構 13 挨拶（2）
成を考え

14 大人になれなかった弟たちに…… 14 盆土産(4) て書く(3) 14 故郷（7）
９ (5)

15 15 字のない葉書(3) 学習のま 15
シカの「落ち穂拾い」－フィール とめ(1) 夏草－「おくのほそ道」から(6)

16 ドノートの記録から（5） 16 新しい短歌のために(4) 16

17 音読を楽しもう いろは オリエンテー 17 意見を書く(4) 17 音読を楽しもう 古今和歌集
歌(1) ション（１） 仮名序（2）

18 七夕に思う－語り継がれ 硬筆 字 18 ディベートを楽しむ(8) 18 君待つと－万葉・古今・新古
10 読み継がれてきたもの(1) 形の整え （4）

19 蓬莱の玉の枝－「竹取物 方（2） 19 19 文法－を生かして伝え合う・
語」から(7) 硬筆 筆 君は「最後の晩餐」を知っている 読み味わう（2）

20 順のきま 20 か(4) 20
今に生きる言葉(5) り（1） 枕草子(3) ネット時代のコペルニクス－

21 硬筆 縦 21 新枕草子を書く(2) 21 知識とは何か－知識とは何か
漢字の音訓(2) 罫用紙の （5）

22 書き方（2）22 平家物語・扇の的(4) 22
11 文法－文の組み立て(2) 硬筆 横

23 罫用紙の 23 仁和寺にある法師(3) 23 論理の展開に着目して読もう
流氷とわたしたちの暮ら 書き方（2） 新聞の社説を比較する(4)

24 し(5) 硬筆 原 24 漢詩の風景(3) 24
稿用紙の

12 25 話題をとらえて話し合お 書き方（2）25 話し合って考えを広げよう パネ 25 課題解決に向けて話し合おう
う バズセッションをす 硬筆 行書の ルディスカッションをする(4) 社会への提案をまとめる（7）

26 る(5) 特徴（１） 26 文法－自立語(3) 26

27 百人一首を楽しむ(1) 毛筆のル 27 文法－自立語(3) 27 学びて時にこれを習ふ－「論
ールとき モアイは語る－地球の未来(4) 語」から（6）

28 少年の日の思い出(7) まり（2） 28 28
１ 毛筆基本的な 走れメロス(4)

29 筆づかい「天 29 29 慣用句・ことわざ・故事成語(3)
文法－単語の性質(3) 地」（１） 表現の仕方を工夫して書こう 視

30 毛筆楷書 30 点を変えて物語を書く(4) 30 自分の魅力を伝えよう 記者
調べたことを報告しよう 「登頂成 文法－付属語(5) 会見型スピーチをする（5）

31 レポートにまとめる 功」（ 1） 31 31
(7) 毛筆楷書 方言と共通語(1)

２ 32 「風かお 32 文体を工夫して書く(4) 32 文法－文法のまとめ（2）
言葉を探検する ポスタ る」（ 1） 言葉の力(2) 漢字の造語力（2）

33 ーセッションをする(6) 毛筆楷書 33 ゼブラ(2) 33 日本文学の流れ（1）
「山紫水 敬語(2） 未来へ向かって書く（7）

34 明」（ 1） 34 34 アラスカとの出会い
３ 詩に親しむ(3) 硬筆 手紙の 身近な人の「物語」を探る(4) わたしを束ねないで

35 学習を振り返って(1) 書き方（2） 35 学習を振り返って(1) 35 学習を振り返って（1）


