
６年生 自宅学習の課題 その６    ５月１８日（月） ～ ２２日（金） 

学習予定が「その ６」になりました。長い休業期間になっていますが、緊急事態宣言が解除された都道府県もあり、

あと少し…という思いです。 

先生達から 2つのお願いかあります！！！ 

①解除になった日からの、自分の行動を想像して、心の準備をしておいてください。 
東京都が解除になったとしても「今まで（昨年度）と同じように」ではなく「新しい生活様式」のもとで学校生活は始

まるでしょう。3密を避けるための様々な注意を、全員がしていかなければなりません。毎日の検温、こまめな手洗

い・うがい、マスクの着用、ハンカチ・ティッシュの携行、学習活動の制限…など慣れないこと、今までとの違いに、

わずらわしさを感じるでしょう。「はぁ？何でこうなるの？…」と、イライラすることもあるかもしれません。けれど、再

びこの休業期間とならないようにするため、自分と周りの人の命を守るための行動だと考えて、気持ちを切り替えら

れる準備をしておきましょう。 

 

②今までの課題を提出してください。 
この予定表にチェックシートをつけ、コラボの個人ノートに「〇〇を提出してください」と書いても、課題がそろわない。 

このままでは、登校が始まっても、課題提出が学校での主な学習になる人がいます。6-1-にも 6-2 にも、毎日、

朝のうちに取り組んでその日のうちに提出できている人もいます。両者の差は広がるばかりです。 

今週は、週初めの課題を少なめにしました。未提出の人は、ここで、追いついてください。 

 

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２０日（水） 10:00～ 【道徳】 ～「深いい話 緊急事態宣言の中で」～ です。 

 



  算数 他教科 

5 月 

１８日

（月） 

  計算ドリル④ 

…「【6 年】５月１８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 

 

【家庭科】 ～生活時間をマネジメント～ 

…「【6 年】家庭科課題５月１８～5 月２２日」の PDF

ファイルを開いて取り組みます。 

提出方法は PowerPoint「家庭科：5 月 22 日提出用シー

ト」に書いてあります。締め切り 5 月 22 日 

5 月 

１９日 

（火） 

 

 

 

 

 

教科書 P１９ 

…「【6 年】５月１９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 

 

【道徳】 ～深いい話 緊急事態宣言の中で～ 

…「【6 年】道徳授業準備」のファイルを開いて、20 日

のコラボオンタイム授業の準備をします。 

取り組みます。 

5 月 

２０日 

（水） 

 

 

 

 

 

  教科書 P１９ 

…「【6 年】５月２０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 

 

【道徳】 ～深いい話 緊急事態宣言の中で～ 

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。（出席をとっていますよ） 

 

…この緊急事態宣言下にあっても、頑張って生活してい

る人、社会に貢献しようとしている人、ステイホームの

人に力をくれた人、などなど…ニュースや家族との話の

中で見聞きした「深いい話」を一人一話紹介し合います。 

もらう 
もらう 

もらう 

わたす 

わたす 

もらう 

もらう 

わたす 

コラボ 

コラボノートを開き「個人専用ノート」

を使いこなそう！ 

①いままで「個人専用ノート」に何も書

き込んだことのない人は、「連絡帳」のペ

ージに「個人専用ノートありました」と

書き込んでください。 

②つぎに、この予定表の最後のページに

ついているチェック表を見ながら、まだ

提出していない課題を確認します。 

②提出できてないものは「せんせいにわ

たす」に入れ、提出したら「提出しまし

た」と「個人専用ノート」の「連絡帳」

のページに書き込みます。 

③「自分は何を出していないか」「全て出

しているか」も、「個人専用ノート」を使

って確認しましょう。 

 

 
重要！ 

学校では様々なことを学習します。「やるべきことをやる」ということは大切な学習

のひとつです。学校に毎日来ているなら、先生は出せていない人を注意することも

できます。それがいまはできません。本当は、あまりの提出率の悪さに悲しくなり、

「もう課題を出したくない」とさえ思います。でも、それでは、6 年生としてがんばるこ

とをスタートしている人たちに申し訳ない。だから、今週も課題を出します。困ったと

きには相談にものります。いっしょにがんばろう！！ 



 

 国語 社会 算数 理科 他教科 

5 月 

２１日 

（木） 

漢字自主テスト 

漢字ドリル１６の①～⑩ 

全て読めるようにする 

漢字ドリル１６の①～⑩ 

全て書けるようにする。 

①～⑩を書き込んだノートを

提出 

 

 

 

国の政治のしくみと選挙 

～国会の働き～ 

（教科書 P.24~） 

課題を「【6 年】5 月 21 日

の社会」として提示しま

す。PDF ファイルを開い

て取り組みます。 

 

ノートに書いたものを提出

します。 

教科書 P２０ 

…「【6 年】５月２１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 

小３～小５の復習 

教科書Ｐ６８・６９ 

 

①ＮＨＫ教材「ふしぎエン

ドレス 葉で使われなかっ

た水は？」を見る。 

 

②見た後、教科書Ｐ６８、

６９に直接書き込みます。 

「【6 年】理科Ｐ６８・６９

解答」を見て自分で丸つけ

をしましょう。 

 自己採点後、教科書を写

メして「せんせいにわた

す」 

 

 

 

 

5 月 

２２日 

（金） 

漢字自主テスト 

漢字ドリル１５の⑪～⑳ 

全て読めるようにする 

漢字ドリル１６の⑪～⑳ 

全て書けるようにする。 

⑪～⑳を書き込んだノートを

て出 

問題を解いてみよう 

…「【6 年】５月２２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 

 

わたす 

わたす 

もらう 

わたす 

もらう 

もらう 

わたす 

わたす 

もらう 

わたす 

http://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110454_00000
http://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110454_00000
http://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110454_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） 太陽について調べた事 

□理科 5月 15日（金）「植物のからだのはたらき」 【感想】ノート 

 

□5月１８日の週の課題提出   □国語 漢字 自主テストの取り組み 漢字ノート （漢ド１５・１６） 

                       □算数 5月１８日～２２日の取り組み分 

                       □社会 ５月２１・２２日（木・金） 【国会の働き】 ノート 

                       □理科 5月２１・２２日（木・金） 教科書 P６８・６９に直接書きこんだもの 

□家庭科 5月１８～２２日 「生活時間をマネジメント」… 

印刷したものに記入した写メか、PowerPointで書き込んだデータを提出 

 

 

  

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。 

 

もらう 

コラボ 

わたす 



     ・・・「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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語…漢字の問題を作る。小池 

   漢字ドリルを進める 

 

理科…太陽の事を調べる（菅井先生） 

   太陽と月の関係 

   自ら光を放つ惑星と そうでない惑星 

 

図工…配信待ち 

 



社会…まとめノート（教科書でも可） 

   縄文時代から始める 

 

コラボ…総合&道徳 6 年生としての自分を見つめて 水曜日 10 時～ 

     

    

 


