
６年生 自宅学習の課題 その７     

５月２５日（月） ～ ２９日（金） 

今日は、校長先生からのお便り、学年便りも配信されるかと思います。 

緊急事態宣言が解除された後の、分散登校についての大事なお手紙です。 

少しずつではあるけれど、ようやく皆さんと、教室で会える日がやってきそうです。やったー！ 

なので、学校ＨＰや「５月２５日 せんせいからもらう」に入っている学校からのお便りを、確認しておいてください。 

 

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２７日（水） 10:00～ 【国語】 教科書Ｐ４０～ 「聞いて考えを深めよう」 です。 

今までやっていたのと同じ、コラボノートを使った授業です。 

  

 また、                  👈 この teams（チームズ）のダウンロードはできましたか？ 

                       できていなくても、６月の分散登校の時に教室でやりますから、安心してください。 

 

                       👈ダウンロードできた人は、その次に、「せんせいからもらう」に、 

「６－１朝の会」 または 「６－２朝の会」というショートカットもあるので、 

自分のクラスのショートカットを、自分のデスクトップ上に 

ダウンロードしておいてください。 

ダウンロードできている人だけでも、今週末に「お試し朝の会」をやってみたいと考えています。 

先生達も練習しなくてはいけないので…。 

安心してください、うまくダウンロードできていない人も、分散登校が始まったら、教室で、みんなでやります！ 



 国語 英語 算数 他教科 

5 月 

２５日

（月） 

教科書 

Ｐ４０・４１・４２・４３ 

①音読します。 

②【国語】ノート見本 5/25 を

見て、「めあて」を書きます。 

③ＮＨＫ教材 

「お伝と伝じろう」はじまりは

自己紹介、を見た後、ノートに

自己紹介用マップを書きまし

ょう。 

⑥国語ノートの写メを提出。 

 計算ドリル⑤⑥ 

…「【6 年】５月２５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 

 

 

【図工】 ～不思議な部屋～ 

…「せんせいからもらう」に図工のファイルが入

っています。 

データ量が大きいので自分のタブレットにダ

ウンロードをしてから、課題の取り組み方を確認

します。 

 

 

締め切り：次に自分が登校する日に、制作途中で

もよいのでやったものを提出。 

5 月 

２６日 

（火） 

 

 

 

教科書 

Ｐ４０・４１・４２・４３ 

①音読します。 

②ＮＨＫ教材「お伝と伝じろ

う」会話のｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙを見ます。 

③昨日のノートの続きに、視聴

した後の感想を書きます。 

④漢字ドリル１７（直接書き込

んだ後、自己採点する） 

⑤国語ﾉｰﾄ・漢字ﾄﾞﾘﾙの写メを

提出 

 問題を解きましょう 

…「【6 年】５月２６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 

もらう 

もらう 

わたす 

わたす もらう 

少し、クセの強い番

組ですが、みんなが

これから先、自己紹

介をする時には、思

い出してほしいポイ

ントが入っています。 

わたす 

わたす 

http://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150161_00000
http://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150161_00000
http://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150161_00000
http://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150164_00000
http://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150164_00000


 

 国語 英語 算数 他教科 

5 月 

２７日 

（水） 

 

 

 

教科書Ｐ３６・３７ 

①音読します。 

②読めなかった漢字にはかな

をふりましょう。 

③漢字ドリル⑱⑲を進めます。 

④漢字ドリルの写メ提出 

 

 計算ドリル⑦⑧ 

…「【6 年】５月２７日の算数」の

PDF ファイルを開いて取り組み

ます。 

ノートに書いたもの 

 

【国語】 教科書Ｐ４０～Ｐ４１ 

～聞いて考えを深めよう～ 

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） 

教科書Ｐ４１の、■話題の例などを取り上げま

す。建設的な話し合いをしましょう！ 

5 月 

２８日 

（木） 

教科書Ｐ３６・３７ 

①音読します。 

②【国語】ノート見本 5/28 を

見てノートに書き写しましょ

う。 

③答え合わせした写メを提出。 

 

【英語】  

～今までの学習をふりかえって～ 

英語ミッション ケリーをさがせ 

「せんせいからもらう」に学

習の流れが入った教材が配信

されています。それを開いて

取り組みます。 

 

学習感想をかいたもの提出 

教科書 P３７ 

…「【6 年】５月２８日の算数」の

PDF ファイルを開いて取り組み

ます。 

ノートに書いたもの 

 

 

5 月 

２９日 

（金） 

教科書Ｐ３６・３７ 

①音読します。 

②【国語】ノート見本 5/29 を

見てノートに書き写しましょ

う。 

③答え合わせした写メを提出。 

 

計算ドリル⑨⑩ 

…「【6 年】５月２９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 

 

お試し【朝の会】 ８：４５～ 

６－１と６－２で開始時刻が異なります。 

ティームズがダウンロードできている人は参加

してみてください。できてい

ない人は 6 月登校の際に一

緒にやりますので、この日で

きなくても大丈夫です。 

もらう 

わたす 

コラボ 

わたす 
わたす 

もらう 

もらう 

わたす 

わたす 

わたす 

わたす 

 そろそろ来週から学校に行く準備

を始めよう。月曜日に 

「せんせいからもらう」に 

配信された 

学年便りを読んで！ 



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  

□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 漢字ドリルの取り組み （漢ド⑮⑯の１～２０の自主テスト取り組みノート） 

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

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

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

□家庭科 ５月２２日（金）までに 【生活時間をマネジメント】 写メ または 

 PowerPoint教材に打ちこんだもの 

                        

□5月２５日の週の課題提出   □国語 漢字ドリルの取り組み （漢ド⑰⑱⑲） 

                       □国語 ５月 25日２６日（月・火） ２８日２９日（木・金）【国語】ノート 

□算数 ５月２５日～２９日の取り組み分 

                       □英語 ５月２８日２９日（木・金） 学習感想を書いたもの  

□図工 ふしぎな部屋 作品は、茶色の封筒に入れて次の登校日の日にもってくる！ 

 


