




【コア国語６年　単元表】

章 サブテーマ 関連教科 ページ

1

2

文章読解 1 物語文① 場面・人物をとらえる 友人や家族との関わり 4

2 説明文① 指示語・接続語をとらえる 人間の体のしくみ 理科 10

3 物語文② 心情・情景をとらえる 友情の中で 16

4 説明文② 段落の要点・段落関係をとらえる 数字の歴史 算数 22

5 物語文③ 心情の変化をとらえる 心の交流 28

6 論説文① 事実と意見の関係をとらえる 環境を考える 理科 34

7 随筆文① 筆者の心情をとらえる 旅の中で 社会 40

8 論説文② 文章の構成をとらえる 言葉を考える 国語 46

9 物語文④ 表現をとらえる 仲間の中で 52

10 詩・短歌・俳句 表現技法・感動の中心をとらえる 心の動き 58

11 随筆文② 筆者の思いをとらえる 暮らしを考える 64

12 論説文③ 必要な情報をとらえる 宇宙を考える 理科 70

13 伝記 人物の生き方をとらえる 歴史上の人物 社会 76

14 説明文③ 説明文の要旨をとらえる 伝統文化に触れる 国語 82

15 物語文⑤ 物語文の主題をとらえる 大人との関わり 88

16 論説文④ 筆者の意見をとらえる 文化を考える 94

17 随筆文③ 随筆文の主題をとらえる 生き方を考える 100

18 論説文⑤ 論説文の要旨をとらえる 社会を考える 社会 106

☆ 思考力のとびら① 文章構成をつかもう 112

☆ 思考力のとびら② 理由をつかもう 114

☆ 思考力のとびら③ 具体例とまとめをつかもう 116

☆ 思考力のとびら④ 対比をつかもう 118

☆ 思考力のとびら⑤ 文章とグラフを読もう 120

言葉の力 ◆ 漢字・言葉① 漢字の形と音・送りがな 122

◆ 漢字・言葉② 同訓異字・同音異字・同音異義語 124

◆ 漢字・言葉③ 熟語の成り立ち 126

◆ 漢字・言葉④ 慣用句・ことわざ・故事成語 128

◆ 言葉のきまり① 文の組み立て 130

◆ 言葉のきまり② 動詞・形容詞・形容動詞 132

◆ 言葉のきまり③ 名詞・副詞・連体詞 134

◆ 言葉のきまり④ 助詞 136

◆ 言葉のきまり⑤ 助動詞 138

◆ 言葉のきまり⑥ 敬語 140

◆ 書く力の特訓① 142

◆ 書く力の特訓② 146

◆ 書く力の特訓③ 150

巻末資料集 152

単元

自学力が身につく使い方

もくじと学習の記録
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【コア国語５年　単元表】

章 サブテーマ 関連教科 ページ

1

2

文章読解 1 物語文① 場面・人物をとらえる 友人との関わり 4

2 説明文① 指示語・接続語をとらえる 自然と生命のしくみ 理科 10

3 物語文② 心情・情景をとらえる 大人との関わり 16

4 説明文② 段落の要点・段落関係をとらえる 図形の世界 算数 22

5 物語文③ 心情の変化をとらえる 家族との関わり 28

6 論説文① 事実と意見の関係をとらえる 身近な施設 社会 34

7 随筆文① 筆者の心情をとらえる 経験から学ぶ 社会 40

8 論説文② 文章の構成をとらえる 言葉とコミュニケーション 国語 46

9 物語文④ 表現をとらえる 出会い 52

10 詩・短歌・俳句 表現技法・感動の中心をとらえる 心の動き 58

11 随筆文② 筆者の感動をとらえる 自然の中で 64

12 論説文③ 必要な情報をとらえる 天気のしくみ 理科 70

13 伝記 人物の生き方をとらえる 偉業をなした人物 76

14 説明文③ 説明文の要旨をとらえる 古典の世界にふれる 国語 82

15 物語文⑤ 物語文の主題をとらえる 心の成長 88

16 論説文④ 筆者の意見をとらえる 情報社会を生きる 社会 94

17 随筆文③ 随筆文の主題をとらえる 人生の決断 100

18 論説文⑤ 論説文の要旨をとらえる 現代社会を考える 106

☆ 思考力のとびら 文章構成をつかもう 112

☆ 思考力のとびら 理由をつかもう 114

☆ 思考力のとびら 具体例とまとめをつかもう 116

☆ 思考力のとびら 対比をつかもう 118

☆ 思考力のとびら 文章とグラフを読もう 120

言葉の力 ◆ 漢字・言葉① 漢字の成り立ち 122

◆ 漢字・言葉② 和語・漢語・外来語 124

◆ 漢字・言葉③ いろいろな音読み・
特別な読み方をする漢字 126

◆ 漢字・言葉④ 同訓異字・同音異字・同音異義語 128

◆ 漢字・言葉⑤ 複合語 130

◆ 言葉のきまり① 指示語・接続語 132

◆ 言葉のきまり② 文の組み立て⑴ 134

◆ 言葉のきまり③ 文の組み立て⑵ 136

◆ 言葉のきまり④ 敬語 138

◆ 言葉のきまり⑤ 正しい文 140

◆ 書く力の特訓① 142

◆ 書く力の特訓② 146

◆ 書く力の特訓③ 150

巻末資料集 152

単元

自学力が身につく使い方

もくじと学習の記録

コア国語５年 単元表
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【コア国語４年　単元表】

章 サブテーマ 関連教科 ページ

1

2

文章読解 1 物語文① 学校生活 場面のようす 4

2 説明文① 季節の生き物 指示語・接続語 理科 10

3 物語文② 社会の中で 人物の気持ち 16

4 説明文② 数のひみつ 段落の要点・段落関係 算数 22

5 詩 心の動き 感動の中心 28

6 ずいひつ文① 子どもの頃の思い出 筆者の気持ち 34

7 説明文③ 世の中を知るために 事実と意見 社会 40

8 物語文③ スポーツに取り組む 人物の人がら 46

9 説明文④ 言葉を考える 筆者の考え 52

10 物語文④ ふしぎな体験 気持ちの変化 58

11 説明文⑤ 身近な科学 文章のつながり 理科 64

12 ずいひつ文② 生き方にふれる 筆者の意見 70

13 説明文⑥ 食べ物を知る 文章の構成 家庭 76

14 物語文⑤ 体験を通して感じる 物語文のまとめ 82

15 説明文⑦ 文化を考える 文章の要旨 社会 88

16 説明文⑧ 社会のしくみを考える 説明文のまとめ 社会 94

☆ 思考力のとびら 順番をつかもう 100

☆ 思考力のとびら 理由をつかもう 102

☆ 思考力のとびら 例とまとめをつかもう 104

☆ 思考力のとびら 問いと答えをつかもう 106

☆ 思考力のとびら 二つを比べよう 108

言葉の力 ◆ 漢字・言葉① 漢字の組み立て 110

◆ 漢字・言葉② 筆順・画数・漢字辞典の使い方 112

◆ 漢字・言葉③ 慣用句 114

◆ 漢字・言葉④ いろいろな意味をもつ言葉 116

◆ 漢字・言葉⑤ まちがえやすい漢字 118

◆ 漢字・言葉⑥ 熟語の組み立て 120

◆ 言葉のきまり① 指示語・接続語 122

◆ 言葉のきまり② 文の組み立て 124

◆ 言葉のきまり③ 修飾語 126

◆ 書く力のとっくん① 正しい文の書き方(1) 128

◆ 書く力のとっくん② 正しい文の書き方(2) 132

巻末資料集 134

単元

自学力が身につく使い方

もくじと学習の記録

コア国語４年 単元表



【コア国語３年　単元表】

章 サブテーマ 関連教科 ページ

1

2

文章読解 1 物語文① 友だちといっしょに 場面の様子 4

2 説明文① 動物たちの世界 こそあど言葉 理科 10

3 物語文② 家族の気持ち 人物の気持ち 16

4 説明文② どうしてその形？ つなぎ言葉 算数 22

5 詩 音楽の歌を読もう 感動の中心 音楽 28

6 物語文③ おとぎの国へ あらすじ 34

7 説明文③ いろいろな仕事 段落の内容 社会 40

8 物語文④ 自分の心に向き合って 人物の様子や行動 46

9 説明文④ 光のふしぎ　音のふしぎ 段落のまとまり 理科 52

10 物語文⑤ 心を通わせて 気持ちの変化 58

11 説明文⑤ 芸術ってなんだろう？ 文章のつながり 64

12 物語文⑥ 大人のすがた 物語文のまとめ 70

13 説明文⑥ みんながくらしやすい社会 筆者の考え 社会 76

14 説明文⑦ 広い世界を見てみよう 説明文のまとめ 82

☆ 思考力のとびら 順番をつかもう 88

☆ 思考力のとびら 問いと答えをつかもう 90

言葉の力 ◆ 漢字・言葉① 国語辞典の使い方 92

◆ 漢字・言葉② 送りがな 94

◆ 漢字・言葉③ 漢字の音と訓 96

◆ 漢字・言葉④ 漢字の意味と使い方 98

◆ 漢字・言葉⑤ 漢字の組み立て 100

◆ 漢字・言葉⑥ にた意味の言葉・反対の意味の言葉 102

◆ 言葉のきまり① こそあど言葉・つなぎ言葉 104

◆ 言葉のきまり② 文の組み立て(1) 106

◆ 言葉のきまり③ 文の組み立て(2) 108

◆ 言葉のきまり④ 表記・かかりうけ 110

◆ 書く力のとっくん① 正しい文の書き方(1) 112

◆ 書く力のとっくん② 正しい文の書き方(2) 118

巻末資料集 124

単元

自学力が身につく使い方

もくじと学習の記録

コア国語３年 単元表




