
 
 
 
 

 
日頃より本校の教育活動にご理解・ご協力ありがとうございます。 
５月末まで休校が延長されましたので、自宅で実施する課題を配布させていただきます。以前ま

での課題同様、家庭学習を進めていただくこととなります。若干量を増やしました。難しいところも
あると思いますので、教科書等を見て、少しでも新学期の学習を行ってもらえればと思います。 

また今回の課題は、後ほど提出していただきます。提出した課題も評価のための参考資料となる
ことがありますのでご承知おきください。 

休校が延びると、ついつい不規則な生活に陥りがちです。生活リズムを整え、学校にいるときと
同様に規則正しい生活が送れるよう、ご家庭でのサポートを引き続きお願いいたします。 

 
【20 日（水）または 21日（木）に提出する課題】 
・学習進行表⓪①② 
・短歌「たのしみは」（名前ペンで清書したもの） 
・キャリア・パスポート 

※４月中の課題や保健関係の書類等は持ってきません。 
 【日 時】 
   ５月２０日（水）・２１日（木） ８：３０～１７：００ 

【提出方法】 
  配布時（5 月 7 日・8 日）の封筒に、上記の「提出する課題」を入れ、学校玄関に用

意してある各学級のボックスにお入れください。 
    ＊４月中の課題や保健関係の書類等に関しては提出の必要はありません。 
  
  また、 【e ライブラリアドバンス】 に関してのプリントも配布いたします。 
    ①保護者向けプリント 
    ②児童向けプリント 
    ③ID カード 
    ＊今後学校で卒業するまで利用する個人データですので、大切に保管してください。 

   PC 等、インターネット環境が整っているご家庭は、ぜひ取り組んでみてください。 
 
 
本日配布した物（封筒の中身） 

・学年だより 

・学習進行表（２部：前半・後半） 

・国語プリント 

・短歌清書用紙（画用紙） 

・俳句清書用紙（画用紙） 

・社会プリント 

・理科プリント 

・音楽プリント 

・図工プリント（画用紙） 

・図工名札（画用紙） 

 

・保健プリント 

・英語プリント 

・ゆうちょ銀行にによる PTA 会費振替のお知らせ 

・令和２年度就学援助費支給申請書提出について 

・e ライブラリ保護者向けプリント 

・e ライブラリ児童向けプリント 

・e ライブラリ ID カード 

・保健の教科書（３組は個人保管） 

・キャリア・パスポート 

・原稿用紙 

 

 
令 和 ２ 年 5 月 7 日 

江東区立第一亀戸小学校 

第 ６ 学 年  学 年 便 り 

六・録・ロック 

★休校中の家庭学習について★ 

  学習進行表を見ながら、生活リズムを整えて、毎日、必ず課題に取り組みましょう。

家庭学習の仕方や内容は、下の表を参考にしましょう。 

国 

語 

※（１）～（12）の課題は全て「国語・休校中課題について」プリントを見てノートにやる。 
（１）「漢字の広場１」（5/11） 
（２）「話し言葉と書き言葉」（5/12） 
（３）「たのしみは」（5/13，14） 
  □清書用紙（短歌用・５行）に短歌を一首選んで清書をする。※4/20～21 提出 
（４）「文の組み立て」（5/15，18） ※後日解答をホームページにアップ予定 

□うつしまる⑦（答え合わせまで） 
（５）「天地の文」（5/19） 
（６）「夏のさかり」（5/20） 
  □清書用紙に俳句を一句選んで清書をする。※6月に提出 
（７）「熟語の成り立ち」（5/21，22） 

□うつしまる⑧「情報の伝え方」（正確度チェックまで）5/21 
□うつしまる⑨「提案する文章」（正確度チェック、丸付けまで）5/22 

（８）「漢字の広場２」（5/25） 
□うつしまる⑫「文末表現に注意しよう」（やってみよう、正確度チェック、ぬりえまで） 

（９）「漢字の広場３」（5/26） 
□うつしまる⑪「対応する言葉」（答え合わせ、正確度チェックまで） 

（10）「漢字の広場４」（5/27） 
□うつしまる⑬「引用のしかた」（やってみよう、正確度チェックまで） 

（11）「いかだ」（5/28） 
□うつしまるチャレンジ①「河鹿の屏風」原稿用紙 3枚（ていねい度チェックまで） 

（12）「平和のとりでを築く」（5/29） 
□うつしまるチャレンジ①「河鹿の屏風」原稿用紙 3枚（最後まで） 

（13）漢字スキル ※ばっちり身につく漢字の覚え方を見ながらやろう。丸つけまで。 
□①あかねこ漢字スキル P.14～P.27、P.65～P.70（1日１ページずつ進める。） 
□②漢字スキルノート P.16～P.29（スキルに対応した字を練習する。） 

（14）音読 
□ 1 週目笑うから楽しい 2 週目時計の時間と心の時間 3週目天地の文 

  □ 漢字スキル①～⑤ ※学習進行表にくわしく出ています。 

社 

会 

（１）「子育て支援の願いを実現する政治」 
  □①音読（毎回２回ずつ）  
（２）「震災復興の願いを実現する政治」 
  □①音読（毎回２回ずつ） 
（３）ワークシート 15 枚（学習する日付入り） 
  □①教科書を２回音読した後に、教科書を見ながらうめる。（見ないでもできる人は見

なくてもよい。）終わったら、切り取ってノートに貼る。 
※解答があるもの(5/27 分)は自己採点し、直し、練習（自学ノート）まで。 
※教科書の穴うめは、ワークシートの内容に入っています。 

（４）社会科資料集 
  □①読んで穴うめ P.16～P.19 
   ※前回と重複している部分もあるが、再度読んで確認する。 

登校日に、課題の確認、答え合わせをします。 

体
育 

（１）表現運動 ※準備運動をする。 
□① ホームページにアップされる動画を見て、リズムダンス「PARTY」をおどる。 
 ※動画を途中で止めたり、繰り返したりして、苦手なところを中心に練習する。 

（２）保健「病気の予防」 
 □① 音読（毎回２回ずつ） 
□② ワークシート 3枚 枠いっぱいにしっかり書く。 



算 

数 

（１）「２．文字と式」教科書 P24～32 
★学習の仕方★（ノートに書きます。） 

① □1 （□の問題）を写す。青線で囲む。 
② ①（◯の問題）を解く。（ノートに答えを書く。） 
  ※分からないときは、教科書の考え方を写す。 
③ 灰色の部分やまとめを写す。まとめは赤線で囲む。 
④ △1 （△の問題）に取り組む。 

※登校日に、ノートの確認や答え合わせをします。 
⑤ 計算スキルに取り組む。（学習進行表を見て） 

※下の方「早く終わったらやってみよう」もやる。 
⑥ 計算スキルの答え合わせをする。 

（２）「３．分数のかけ算」教科書 P34～48  
★学習の仕方★（ノートに書きます。） 

① □1 （□の問題）を写す。青線で囲む。 
② ①（◯の問題）を解く。（ノートに答えを書く。） 
  ※必ず数直線や面積図をかいて、考え方を説明する。 
 
 
 
 
 
 

※分からないときは、教科書の考え方を写す。 
③ 灰色の部分やまとめを写す。まとめは赤線で囲む。 
④ △1 （△の問題）に取り組む。 

※登校日に、ノートの確認や答え合わせをします。 
⑤ 計算スキルに取り組む。（学習進行表を見て） 

※下の方「早く終わったらやってみよう」もやる。 
⑥ 計算スキルの答え合わせをする。 

 

理 

科 

（１）「植物の成長と日光の関わり」 
  □①教科書をよく読み、実験の手順などの確認をする。 
  □②確かめよう、学んだことを生かそう P.34～P.35 ノートにやる。 
  □③音読 P.33 2 回 
（２）「植物の成長と水の関わり」 
  □①教科書をよく読み、実験の手順などの確認をする。 
  □②確かめよう、学んだことを生かそう P.70～P.71 ノートにやる。 
  □③音読 P.69 2 回 
（３）ワークシート 13 枚（学習する日付入り） 

□①教科書をよく読んで、教科書を見ながらうめる。（見ないでもできる人は見なくて
もよい。）終わったら、切り取ってノートに貼る。 

※解答があるもの(5/18、5/27 分)は自己採点し、直し、練習（自学ノート）まで。 
（４）ＮＨＫ for school(インターネットの動画サイト)の番組「ふしぎエンドレス」 
   ＵＲＬ：https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/ 
  □①学習進行表で見ることになっている日に見る。 
   ※理科の学習時間に見るのが望ましいが、その時間に見ることができない場合は、

その日の内に必ず見る。 
   ※以下の放送はＮＨＫの番組(テレビ)でも視聴可能。 

「でんぷんはどこから？実験計画編」5/12(火)、5/19(火) 9：45～9：55 
「でんぷんはどこから？考察編」  5/26(火)、6/2(火)  9：45～9：55 

  登校日に、課題の確認、答え合わせをします。 

英
語 

（１）教科書 
 □① 音読 P104～107 
□② アルファベット練習 P102～103（教科書に書き込む） 

 □③ 発音練習 QR コードをスマートフォン等で読み取って 10 回以上練習する。 
    ・数 P122  ・季節・曜日 P123  ・月 P123  ・色・形 P121 
    ・教科 P114 ・人の気持ち P110 
 □④ CROWN Jr. マイノートにアルファベットを練習する。 教科書 P129 を参考に。 
   ・Aa, Bb･･･と、大文字小文字をセットにして書く。4本の線を意識して書く。 

・必ず発音しながら何度も指書きをし、覚えたらえんぴつを持つこと。 
   □ ノート P89～に A（a）～E（e）を練習する。 
   □ ノート P89～に F（f）～J（j）を練習する。 
   □ ノート P89～に K（k）～O（o）を練習する。 

□ ノート P89～に P（p）～T（t）を練習する。 
□ ノート P89～に U（u）～Z（z）を練習する。 

（２）プリントに取り組む（日付が書いてあります） 
   □毎日取り組む同じ課題（やったらチェック） 
   □日付別で取り組む課題 
（３）NHK for School「基礎英語 0～世界エイゴミッション」①～⑥を視聴する。 
   パソコンで視聴：http://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140251_00000 
   テレビ(Ｅテレ) 毎週木曜午前 10:05～10:15 毎週土曜午後 6:50～7:00 

道
徳 

文章を読んで、道徳ノートに自分の考えを書く。下の部分の課題 ※自分で書き込みます。 
④それじゃ､ダメじゃん：自分のよさで､さらに伸ばしたいと思っていることはありますか。 
⑤言葉のおくり物：男女仲よく信頼し合って生活するには、どんなことが必要でしょうで

しょうか。 
⑥母の仕事：働くことの意義(働くこととは、どういうことなのか)を考えよう。 

図
工 

・教科書 P８、９「感じたままに花」の絵をかきます。画用紙を配りました。裏にワークシ
ートを印刷してありますので、かきこみながら、イメージを広げましょう。完成したら
名札もていねいに書いて、右下にはり付けてください。 

総
合 

（１）NHK for School「ど～する？地球のあした」→プレイリストから２つ選んで視聴。 
   パソコンで視聴：https://www.nhk.or.jp/sougou/dosuru/ 
   テレビ(Ｅテレ) での放送はありません。 
（２）NHK for School「Why？プログラミング」→プレイリストから２つ選んで視聴。 
   パソコンで視聴：https://www.nhk.or.jp/sougou/programming/ 
   テレビ(Ｅテレ) 毎週月曜午後 3:30～3:40  

自
主
学
習 

★取り組んでみましょう★ 
（１）プリント「自学の広場 チャレンジノート」を参考にして 

・Aメニュー、Bメニューに取り組んでみましょう。 
・自主学習のノートに 1ページ分取り組もう。 

（２）文部科学省ホームページリンク集活用して、学習してみるのもよいでしょう。 
「臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト（子供の学び応援サイト）」 
 ＵＲＬ： https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00641.html 

（３）みんなの学習クラブ タブレット版 ※６月１０日まで使えます。 
  ID:w361 パスワード：253788 
  ＵＲＬ： https://gctablet.gakuweb.jp/login/ 
（４）ラインズ eライブラリアドバンス ←※オススメ！ 
  今回紹介した家庭学習サービスです。スマートフォンでもできます。 
  ※くわしいことは、今回配布したプリントをご覧ください。 

 


