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調布市立染地小学校 
校長 大柳 ひろみ 
第 6 学年 学年だより５月１５日 
６年 1 組 担任 高木 佑輔 

 

★５/１７（日）までに，一週間の学習課題が終わったか，課題一覧表を見て，
✔しましょう。教科ごとにそろえて茶封筒に課題を入れてください。 

★今週は，学習に取り組む時間を示しました。（３０分集中作戦！）学校再開
に向けて生活のリズムを整えていきましょう。 

★２０分の休憩で，縄跳びやストレッチなど運動に取り組むと，頭がすっき
りします。自しゅく生活で落ちた体力を少しずつ高めていきましょう。 

 

 曜日 月 火 水 木 金 

日付 5/1８ 5/1９ 5/２０ 5/２１ 5/２２ 

音読 
漢字 

□音読「朝のリレー」（音読集しおさい）  
□漢字スキルノート２私・若・姿 
 

□音読「朝のリレー」（音読集しおさい）  
□漢字スキルノート２裏・宅・胸・蔵 
□漢字スキル 1 テスト練習 p4 

□音読「朝のリレー」（音読集しおさい） 
□漢字スキルノート２存・疑・棒 
□漢字スキル 1 めざせパーフェクトp5 

□音読「朝のリレー」（音読集しおさい） 
□漢字スキルノート２めざせパーフェクトｐ9-10 
□漢字スキル 1 テスト 

□音読「朝のリレー」（音読集しおさい） 
 

１ 
8:40 
9:10 

□総合 
・学力調査問題 国語 （★） 
（終わっている人）→自主課題学習   

□国語 教科書 ～p27 
「春はあけぼの」 
・ワークシート（★） 
（「私の枕草子」を書くために，言葉マップを作る。） 

□体育 
「体つくり運動」 
・運動取組カード（★） 
 

□理科教科書 p12-13      
ものの燃え方④「火が消えるのは？」動画② 
・ワークシート（★） 
（ものが燃える前と後の空気のちがいについて予想し，
結果を動画で確かめる。） 

 
 

２ 
9:30 

10:00 

□総合 
・学力調査問題 算数 （★） 
（終わっている人）→自主課題学習   

□算数 教科書 p13 4 
「対称な図形」⑥ 
・プリント（★） 
（線対称な図形を書く。） 

□算数 教科書 p1４ 1 
「対称な図形」⑦ 
・プリント（★） 
（点対称な図形の意味を理解する。） 

□国語 教科書 ～p27 
「春はあけぼの」 
・ワークシート（★） 
（「私の枕草子」をすいこうする。） 

３ 
10:30  
11:00 

□体育 
「体つくり運動」 
・運動取組カード（★） 

□音楽 
・プリント（提出しなくてよい） 
（ハッピーバースデーをリコ
ーダーで吹いてみる。） 

□国語 教科書 ～p27 
「春はあけぼの」 
・ワークシート（★） 
（言葉マップをもとに「私の枕草子」を書く。） 

□社会 教科書 p18-19 
「憲法とわたしたちの暮らし」 
・ワークシート（★） 
（基本的人権について調べる。） 

４ 
11:20 
11:50  

□社会 教科書 p12-13 
「憲法とわたしたちの暮らし」 
・ワークシート（★） 
（日本国憲法について調べる。） 

□社会 教科書 p1４-1５     
「憲法とわたしたちの暮らし」 
・ワークシート（★） 
（学習の見通しをもつ。） 

□社会 教科書 p16-17     
「憲法とわたしたちの暮らし」 
・ワークシート（★） 
（国民主権について調べる。） 

□算数 教科書 p15 2 p16  1 
「対称な図形」⑧ 
・プリント（★） 
（点対称な図形の性質を調べる。） 

５ 
1:30  
2:00 

□国語 教科書 p22-26 
「春はあけぼの」 
・音読カード 
（声に出して音読する。３回） 

□理科 p6-7       
ものの燃え方③「燃えると？」動画① 
・ワークシート（★） 
（燃えると空気はどうなるか予想し，動画で結果を確かめる。） 

□道徳「ぬくもり」教科書 p19-22 
・ワークシート（★） 
（資料を読んで自分の長所を知り，伸
ばすことの大切ついて考える。） 

□外国語 教科書 p10 
「This is me ！」 
・プリント（★） 
（自己紹介スピーチメモを作る。） 

□図工 
・画用紙 
（自画像をかく。） 

６
2:20 
2:50 

□算数 教科書 p13 4 
「対称な図形」④⑤ 
・プリント（★） 
（線対称な図形を書く。） 

□家庭科 わたしの生活時間 
・ワークシート（★） 
（臨時休校中の生活時間を考える。） 
 

 □図書「読書」 □図工 
 

 

 

 

 

 

 

★★★★ ★★★ ★★ ★ 
□自分からすすんで，時間通りに，
集中して，学習に取り組んだ！ 

□お家の人に言われて，時間通りに，
学習に取り組んだ！ 

□お家の人に言われて，学習に取り
組んだ！ 

□お家の人に言われたけど，あまり学習に取り
組めなかったので，来週はがんばる！ 

 

【ふりかえり】１週間の生活をふりかえって，★に丸をつけましょう。目指せ★４つ！ 例 ★★★★    ※（★）は，提出する課題です。 

※自主課題学習 

午前中は，登校時間をふまえて，

自分で課題を決めて取り組もう。 

NHK for school ふしぎエンドレス 
「燃えると？」動画① 「火が消えるのは？」動画② 
クリックすると動画を見ることができます。 

 

【学習支援ソフト「ミライシード」について】 

〇染地小専用のログイン画面 

https://miraiseed.benesse.ne.jp/see

d/start/3mc5tHLa 

※ミライシードは補助教材であり、必ず

取り組まなければならないものではあ

りません。詳しくは，安心・安全メール

をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1586946393/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmFtZS1pbGx1c3QuY29tLz9wPTc1NjA-/RS=^ADBpA8NaoqY349OSwFR3GMcsu.YEks-;_ylt=A2RCAwPZj5Ve0GoATACU3uV7
http://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110442_00000
http://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110441_00000
http://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110441_00000
http://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110442_00000
https://miraiseed.benesse.ne.jp/seed/start/3mc5tHLa
https://miraiseed.benesse.ne.jp/seed/start/3mc5tHLa


【５月１８日（月）提出物一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科  単元名 ✔ 

音読  音読カード              提出しません。  

漢字 1 漢字スキルノート  

国語 2 「５年生で習った漢字」 カラーテスト  

3 「風景 純銀もざいく」   ワークシート  

4 「あの坂をのぼれば」  ワークシート  

5 「あの坂をのぼれば」  ワークシート  

6 「図に表して考えよう」 ６年 1 組・私マインドマップ ワークシート  

算数 7 「６年生へのステップ」 カラーテスト  

8 ★「６年生のじゅんび １」 小プリント  

9 ★「対称な図形」①   プリント  

10 ★「対称な図形」②   プリント  

11 ★「対称な図形」③   プリント  

社会 12 （クイズにちょうせん！表）（日本国憲法って何だろう？裏）カラーテスト  

13 ★「ともに生きる暮らしと政治」ワークシート  

14 ★「憲法とわたしたちの暮らし」ワークシート  

理科 15 「私たちの生活と環境」 ワークシート  

16 「ものの燃え方」    ワークシート  

17 「ものの燃え方」    ワークシート  

英語 18 「This is me !」     ワークシート  

道徳 19 「まどかさんからの手紙」   ワークシート  

家庭科  家庭科ノート   次週も使うため提出しません。  

体育  運動取組カード 次週も使うため提出しません。  

 

① 提出する前にもう一度，課題が終わったか，✔しましょう。 ※★印は，丸付けが必要な学習課題です。 

② 課題は，教科ごとにそろえて，茶封筒に入れましょう。 

【学習動画コンテンツ一覧】NHK for school 
★学習環境（パソコン・タブレット端等）が整っていない場合は，スマートフォ

ン等で動画が見られるように，ご協力をお願いします。 

★動画を見ることが難しい場合は，学校へご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理科の学習コンテンツ】※クリックすると動画が見られます。 

動画クリップ ふしぎエンドレス６年生 

動画①「ろうそくの燃え方と空気」 

・ろうそくの火が燃える様子を観察する。 

※5/13,14 の学習を補う内容と 

なっています。 

動画①「燃えると？」 

・燃えると空気はどうなるか予想し，確かめ

る。【5/19 の学習動画】 

動画②「火が消えるのは？」 

・集気びんの中で最初は燃えていた火が消え

るのはどうしてか予想し，確かめる。 

【5/21 の学習動画】 

※５月１８日～２１日の学習で活用してください。 

ふしぎ情報局理科６年 ふしぎいっぱい６年生 

動画①「物を燃やすもの」 

・物が燃えるときには，空気中の酸素

が必要であることを知り，酸素の性

質を調べる。 

動画①「燃える」 

・物が燃えるときには，空気（酸素）が関

係していることに気付く。 

動画②「燃えると出るのは」 

・物が燃えると，酸素に変わって二酸

化炭素が発生することを知り，その

性質を調べる。 

動画②「燃えると・・・」 

・物が燃えると，酸素が別の気体 

に変わることに気付く。 

 

※同じ内容が学べる動画となっています。復習として活用してください。 

【社会科の学習コンテンツ】 

社会にドキリ 

動画①「日本国憲法」 

※5/18 の学習に活用できる動画 

動画②「国民主権」 

※5/20 の学習に活用できる動画 

※復習として活用してください。 

 

 

 

http://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301108_00000&p=box
http://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110441_00000
http://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110442_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/rika6/?das_id=D0005110261_00000
http://www.nhk.or.jp/rika/fushigi6/?das_id=D0005110061_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/rika6/?das_id=D0005110262_00000
http://www.nhk.or.jp/rika/fushigi6/?das_id=D0005110062_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/syakai_dokiri/?das_id=D0005120501_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/syakai_dokiri/?das_id=D0005120502_00000

