
６年生 自宅学習の課題 その５ 

 ５月１１日（月） ～ １５日（金） 

8日の金曜日には、家の方が教材を受け取りに来てくださいました。 

沢山の方が、分散して来てくれました、ありがとうございます。 

保護者の方が 

「『自分で（子ども自身が）学校に行きたかった』と、うちの子が言っていました」とか、 

「『今日の分散引き取りは、皆に会える日かと一瞬思ったのに、残念だった』」と、言っています」など 

みんなの様子を交えて教えてくださいました。 

 

会いたいですね。会って、たくさん、おしゃべりしたいですね。思いっきり体を動かして遊びたいですね。 

 

さて、今週の、コラボノートを使ったオンタイム授業は、 

 

５月１３日（水） 10:00～ 【総合】 ～６年生のけやき：これからの自分～ です。 

 

６年生の【総合的な学習の時間】は、～自分の未来予想図～ と題して、これからの社会の中で自分はどんな人

間でありたいか、どんな人に憧れているか、どんな仕事をやってみたいか、などを考えます。友達の考えや迷いなども

聞きながら、自分を見つめる時間にしていきたいと思います。その、最初の授業です！ぜひ、参加してください！ 

（出席をとっていますよ。勉強の事だけでなく、友達と会話できる時間にもなっています。） 

 

４ページは、音楽の中島先生からのコメントです。 



 国語 社会 算数 理科 他教科 

5 月 

１１日

（月） 

漢字ドリル②と③ 

8 日の教材配布でもらった漢

字ドリルに直接書き込みます。 

5 年生までの復習① 

5 年生までの復習② 

答えを見て自分で採点をした

ページを写真にとって「せんせ

いにわたす」 

撮った写真には 

「番号・日付・教科・名前」を

付けて保存！ 

教科書【政治・国際編】 

Ｐ２２ 平和主義 

「せんせいからもらう」に

見本ノートがあります。 

5 月 11 日 12 日【社会】 

 

①先週考えた、平和主義に

ついての発展学習ページで

す。教科書を読みます。 

②ＮＨＫ教材↓ 

「歴史にドキリ：くらしと

政治④ 平和主義と世界の

中の日本」を見ます。 

③ちょっと難しいけれど、 

「10min ボックス 公民：

平和主義」も勉強になりま

す。見てください。 

ノートに、Ｐ２２・２３を読

んで、ＮＨＫデジタル教材

を見た感想を書きましょ

う。ノートの写メを「せんせ

いにわたす」 

教科書 P１４ 

…「【6 年】５月１１日の算数」

の PDF ファイルを開いて取

り組みます。 

ノートに書いたもの 

 

調べ学習 

「太陽について調べよう」 

PDF ファイル「【6 年】5 月

11 日の週の理科 授業みた

いにやってみた」をよむ。 

 

 

ファイルの中で、まとめ方

を説明しています。 

太陽のこと知ると同時に、

「調べたことを整理してま

とめる」学習だと考えてく

ださい。 

 

提出締め切りを１４日としま

すので、計画的に調べて、

ていねいにまとめられるよ

うがんばってほしいです。

中学校に向けても、意味の

ある学習だと考えていま

す。 

【図工】 

8 日に引き取った教材

に A4 判（二つ折りにし

てあるもの）の画用紙

が入っています。 

今週はまだ、課題に取

り組みません。 

来用紙を無くさないよ

うにしてください。 

 

5 月 

１２日 

（火） 

 

 

 

 

 

 

漢字ドリル④と⑤ 

漢字ドリルに直接書き込みま

す。撮った写真には 

「番号・日付・教科・名前」を

付けて保存！そして「せんせい

にわたす」 

教科書 P１５ 

…「【6 年】５月１２日の算数」

の PDF ファイルを開いて取

り組みます。 

ノートに書いたもの 

 

 

もらう 

わたす 

わたす 

わたす 

もらう 

わたす 

わたす 

もらう もらう 

http://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120255_00000
http://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120255_00000
http://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120255_00000
http://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120255_00000
http://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120358_00000
http://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120358_00000
http://www.nhk.or.jp/syakai/10min_koumin/?das_id=D0005120358_00000


５月１２日（火）に提出 

5 月 

１３日 

（水） 

漢字ドリル⑥と⑦ 

漢字ドリルに直接書き込みま

す。撮った写真には 

「番号・日付・教科・名前」

を付けて保存！そして「せん

せいにわたす」 

 

 

 

 

教科書【政治・国際編】 

Ｐ６～２３ 

１わたしたちのくらしと 

日本国憲法のまとめ 

P２０・２１教科書に 

直接書き込む 

４月から取り組んできた、

「日本国憲法」とそれを支

える 3 つの柱について教科

書にまとめます。 

難しい人は「せんせいから

もらう」手本を参考にして

ください。写メに名前を付

けて保存！そして「せんせ

いにわたす」 

５月１４日（木）に提出 

計算ドリル③ 

…「【6 年】５月１３日の算数」

の PDF ファイルを開いて取

り組みます。 

ノートに書いたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４日  

「太陽について調べよう」 

写真を撮ったものを「せんせ

いにわたす」に入れましょ

う。（「番号・日付・教科・名

前」を忘れずに！） 

 

例）ファイル名 40・0514・

理科太陽について・理科太郎 

【総合的な学習の時間】 

～自分未来予想図～ 

１０：００～ 

この時間にコラボノー

トを開いて授業に参加

しましょう 

5 月 

１４日 

（木） 

漢字ドリル⑧と⑪ 

漢字ドリルに直接書き込みま

す。撮った写真には 

「番号・日付・教科・名前」

を付けて保存！そして「せん

せいにわたす」 

 

 

教科書 P１６ 

…「【6 年】５月１４日の算数」

の PDF ファイルを開いて取

り組みます。 

ノートに書いたもの 

 

 

コラボ 

もらう 

わたす 

もらう 

わたす 

わたす 

わたす 

わたす 

わたす 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 

１５日 

（金） 

漢字ドリル⑫と⑬と⑭ 

漢字ドリルに直接書き込みま

す。撮った写真には 

「番号・日付・教科・名前」

を付けて保存！そして「せん

せいにわたす」 

 

 教科書 P１７・１８ 

…「【6 年】５月１５日の算数」

の PDF ファイルを開いて取

り組みます。 

ノートに書いたもの 

 

植物のからだのはたらき 

教科書Ｐ５４～５８ 

①「せんせいからもらう」の

5 月 15 日【理科】】PowerPoint

教材を見てください。 

②NHK教材 「ふしぎエンド

レス 水は葉にどう届く？」

を見る。 

ノートに感想を書いて提出 

 

 

もらう 5

月 わたす わたす 

わたす 

♪『明日という大空』コラボノートを読んで♪ 

「まあ！君たち、こんなことまで気付けるのね！！」と、うれしくなりました。歌詞のこと、音の上がり下がりのこと、強弱

のこと、音の重なりのこと、息継ぎや歌い方のこと・・・・。音楽の表現に必要な視点がたくさん出されていました。さす

がです。“全体的な曲の感じ”を書いてくれた人の意見も深い。みんなが書いた意見をもとに合唱の学習をするのはも

う少し先になりそうですが、ぜひ他の人の“気付き”も見てください。今は自分以外の人が書いたふせんも見られるように

なっています。 

（まだの人は、「4月 27日の週」のフォルダから課題に取り組みましょう。）                  中島より 

http://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110453_00000
http://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110453_00000
http://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110453_00000


 

 

 

 

 

今までの提出課題 チェック表 

 

□4月 13日の週の課題提出   □国語：好きな詩を選ぶ、その理由 または その絵を描く 

                       □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日分の取り組み 

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

                       □国語 漢字ノートの取り組み分 （視・穴・砂・腹・段・並・降・認・洗・ドリル９①～⑩テスト） 

                       □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分 （異・純・射・背・舌・乱・域・蔵・展・訪・ドリル９⑪～⑳テスト） 

                       □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」の気付きをコラボノートに書き込む 

□5月 7日 8日の課題提出   □社会 5月 7日（木） 平和主義の【まとめ】ノート 

                       □国語 漢字ノートの取り組み（我・承・蒸・処・就） 

                       □算数 5月 8日（金）の取り組み分 

                       □理科 5月 8日までに提出 「なぜ月の形は変わるのか？」【まとめ】ノート 

                        

□5月 11日の週の課題提出   □国語 漢字ドリルの取り組み （漢ド②～⑬まで） 

                       □算数 5月 11日～15日の取り組み分 

                       □社会 ５月 12日（火） 平和主義の【感想】ノート 

                       □社会 5月 14日（木） 教科書 P20、21に直接書きこんだもの 

□理科 5月 14日（木） 調べ学習「太陽について」 まとめたものを写真に撮って提出 

□理科 5月 15日（金）「植物のからだのはたらき」 【感想】ノート 

 

 

  

今週の課題受け取り・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 



 


