
６年生 自宅学習の課題 その３ 【訂正版】 

 ４月２７日（月）から 5月 1日（金） 

今週のコラボノートを使ったオンタイム授業は 

4月 28日（火）１０：００～ 【国語】 ～「帰り道」 どんな話だったのかな～    です。 

（※どうしてもその時間に取り組めなくても、構いませんが、どんな意見があったかは、確認しましょう。） 

先週のオンタイム授業【理科】には多くの参加者がありました。【離任式の手紙】の参加者は少なめでしたね。 

オンタイム授業も、課題提出も「必ず行うもの」です！！  

みんなが提出したものについて、どうやってフィードバックできるか、今、先生達で模索中です。 

良い考えやノートは課題配信で紹介していくほか、4 月 13 日から提出物をきちんと出せている人と出せていない人の評価・チェ

ックもしています。課題のやり方や提出の仕方が分からなかったら、コラボで質問してください。学校での授業が始まった時に、全員

の履修範囲がそろっているようにします。これも、コロナに打ち勝つための、取り組みです。今からでも提出、がんばろう！！ 

 

※ここをクリック、等で音楽が聴けなかったり、リンク先に行けなかったりした時があるようです。そんな時は次にできることで課題を進めてください。 

 

訂正されたのは、理科課題の教科

書のページです。次ページ以降、

確認してください。 



 国語 社会 算数 理科 他教科 

２７（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰り道 音読 

～どんな話だったのかな？～ 

P３０・３１音読をします。 

本文の黙読もして、書かれて

ある場面・状況を理解します。 

⇩ここをクリックしてください。 

森絵都さんのページ 

森絵都さんってこんな人です。 

 

漢字練習 27 日 

（異・純・射・背） 

漢字練習 28 日 

（舌・乱・域・蔵） 

 

 

 

 

 

 

 教科書 P２２３ 

…【6 年】4 月 27 日の算

数のPDFファイルを開い

て取り組みます。 

 

ノートを写メしたもの 

 

教科書 P９０～９５ 

「月の形と太陽」を読む 

 

ちょうど、P９５の「日ぼつの

ときの三日月」の写真と同じよう

に三日月が、夕方の西の空、夕日

の近くに見えます。晴れていた

ら、月の位置と形を確認します。 

…今日は雨なので、無理かも。 

〈音楽〉教科書 P１０ 

「明日という大空」を歌った

り聴いたりする。 

コラボノートに気付いた

ことを書く 

 

5 月 1 日までに 

コラボノートに書き込む 

もらう 

もらう 
コラボ 

わたす 

理科の教科書のページが間違って

いました。もう一度ページ番号を

確認してください。 

https://m-manabi.jp/20/kokugo6/u1/p1/index.html
https://m-manabi.jp/20/kokugo6/u1/p1/index.html


２８日 

（火） 

帰り道 話し合い 

～どんな話だったのかな？～ 

１０：００～ 

教科書を開いて、コラボノー

トを開けてください。 

〇友達はどんなことを考えなが

ら「帰り道」を読んだのか 

〇なぜ作者は、同じ場面を「律」

と「周也」に分けて書いたのか？ 

などを、コラボノートで意見を

交換し合います。 

 

 

基本的人権の尊重 

（NHK 教材） 

⇑「くらしと政治③ 基本的人

権と裁判」で検索。 

先週は、「国民主権」でした。 

今週はちょっと難しそうな「基

本的人権の尊重」について考え

ます。 

①NHK デジタル教材を見る。 

②「せんせいからもらう」のお手

本ノートを見ながら《基本的人

権の尊重》について自分のノー

トにまとめる。 

教科書 P２２４ 

…【6 年】4 月 28 日の算

数のPDFファイルを開い

て取り組みます。 

 

ノートを写メしたもの 

教科書 P９５・９６ 

「月の形と太陽」 

夕方になったら、月の位置と形

を確認します。晴れていたら 

（記録はしなくてよいが、教科書

Ｐ９５と見比べる） 

 

30 日 

（木） 

帰り道 感想文を書く 

「帰り道」を読んだ感想を書

きます。Word 文書の「原稿用紙

設定」20×20 の 400 字詰め原稿

用紙（縦書き）に 1 枚以上、書き

ます。書き方は「せんせいからも

らう」にも入っています。 

 

原稿用紙、4 月 30 日（木）までに

提出 

基本的人権の尊重 

28 日の《基本的人権の尊

重》についてまとめたノートの

ページを「せんせいにわたす」

に入れる。 

ここからは必ず書く 

から下の部分【分かったこと】

や【まとめ】は、必ずノートに

書いてください。 

 

4 月 30 日（木）中に提出 

教科書 P２２４ 

…【6 年】4 月 30 日の算

数のPDFファイルを開い

て取り組みます。 

 

ノートを写メしたもの 

  

もらう 

もらう 

もらう 

わたす 

わたす 

わたす 

もらう 

コラボ 

わたす 

http://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120254_00000
http://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120254_00000
http://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120254_00000


5 月 

1 日 

（金） 

教科書Ｐ７８ 私と本 読書 

～ビブリオバトルに 

挑戦してみよう～ 

本紹介の仕方の一つ「ビブリオバト

ル」の説明を「もらう」教材から読ん

でください。 

 

連休中に自分のおすすめの本を決め

ておきます。 

 

漢字練習 

（展・訪） 

 

漢字自主テスト 

漢字ドリル９ 

⑪～⑳が全て読めますか？ 

漢字ドリル 10 

⑪～⑳が全て書けますか？ 

難しいものはノートに練習して

おきましょう。 

今週の漢字ノート５月１日（金）

までに提出（先週の漢字ノートの

提出がまだな人は一緒に提出） 

 

 学習したことのたしかめ 

…【6 年】5 月 1 日の算数

のPDFファイルを開いて

取り組みます。 

 

ノートを写メしたもの 

 

 

 

教科書 P９０～P９６ 

「月の形と太陽」 

月齢カレンダーの色塗り 

やり方は 2 通りあります 

「せんせいからもらう」 

【6 年】５月１日理科 

  

①学校 HP 上 6 年  

から「月齢カレンダー」を保護者

の方にプリントアウトしてもら

って、お手本と同じように黄色く

塗る 

 

②プリントアウトが難しい人は、

ノートに手本と同じような月齢

カレンダーを書いて、月の満ち欠

けを黄色で塗る。 

 

塗り終わったものを 

写真で提出 

５月１日（金）提出 

〈音楽〉気付きの 

書き込み締め切り日 

コラボノートに「明日という

大空」の気付きを書き込めて

いますか？ 

5 月 1 日までに 

もらう 

コラボ わたす 
もらう 

もらう 

わたす 

わたす 



６年生 課題提出チェック表 ～4月分～ 

□4月 13日からの週の課題提出   □国語：好きな詩を選ぶ、その理由またはその絵を書く 

□春の俳句 

□社会：きまりとは何？ なぜ必要か？ を書いたもの 

□社会：日本国憲法の 3原則を図に表す 

□算数 4月 13日～17日の取り組み分 

 

□4月 20日からの週の課題提出   □国語 4月 22日（水） どっちが「律」？どっちが「周也」 

□国語 漢字ノートの取り組み（1週間分） 

□社会 4月 22日（水） 日本国憲法 3原則の【まとめ】ノート 

□社会 4月 24日（金） 国民主権の【まとめ】ノート 

□理科 4月 24日（金） 「衛星写真からわかったこと」調べたこと 

□算数 4月 20日～24日の取り組み分 
 

□4月 27日からの週の課題提出   □国語 4月 30日（木） 「帰り道」感想文 原稿用紙 1枚以上 

□国語 漢字ノートの取り組み（1週間分） 

□社会 4月 30日（木） 基本的人権の尊重の【まとめ】ノート 

□理科 5月 1日（金）  月齢カレンダーの色ぬり 

□算数 4月 27日～5月 1日の取り組み分 

□音楽 5月 1日までに「明日という大空」気付きをコラボノートに書き込む 



※4 月の提出課題です。□でチェックしましょう。出していないものがあれば、「せんせいにわたす」日付フォルダに入れます。 

※毎日の漢字学習は、国語の欄を見てください。ノートの見本（「せんせいからもらう」内）を見ながら、自分のノートに練習しましょう。

金曜日には、その週に学習した漢字の小テストを行いましょう。 

  

提出方法 

     ・・・「せんせいからもらう」から課題を受け取る 

        ＰＤＦにして保存すると、「せんせいにわたす」の際、安全。 

 

     ・・・決められた時間、日にちを守って、書き込む。 

 

     ・・・「せんせいにわたす」に名前を付けて保存したものを入れる 

 

もらう 

コラボ 

わたす 


