休校中の家庭学習時間割(6年生)
時刻

５月 ２５日（月）

８：３０ 【朝の会】
～ 「TOKYOおはようスクール」（TOKYO
９：００ MX）視聴

９：００
～
９：４５

５月 ２６日（火）

５月 ２７日（水）

【朝の会】
「TOKYOおはようスクール」
（TOKYO MX）視聴

【朝の会】
「TOKYOおはようスクール」
（TOKYO MX）視聴

【国語】
漢字ドリル・ノート ２６ 「座」
漢字ドリル ２９

【国語】
漢字ドリル・ノート
「券」「障」

『天地の文』（Ｐ.６６～６７）
め 現代とは違う読み方を知り、言葉の響
○
きやリズムを楽しみながら音読しよう
音読（原文・現代語文 それぞれ２回）
たくさん音読して、原文を覚えよう！お手本
の朗読はP.６６のQRコードを読み取ると聞く
ことができます（※１）

『天地の文』（Ｐ.６６～６７）
原文を暗唱しよう
め
音読（原文・現代語文
それぞれ２回）
ＱＲコード（P.６７）で、福澤諭吉について
の動画を視聴。（※２）
たくさん音読して、覚えよう！

○

【国語】
漢字ドリル・ノート
３０ 「派」「警」

５月 ２８日（木）

５月 ２９日（金）

【朝の会】
【朝の会】
「TOKYOおはようスクール」（TOKYO MX） 「TOKYOおはようスクール」（TOKYO
視聴
MX）視聴
【国語】
漢字ドリル・ノート
３０ ３１ 「署」「銭」

『帰り道』（P.１７～２９）
め 本文を読んで、わからない言葉の意味を調
○
『環境問題について考えよう』
１９日（火）と同じ
べよう
環境問題について、新しく新聞や下記サ 音読 １回
イト（※４）等で調べ、国語ノートに書く
わからない意味の言葉を国語辞典で調べて
ノートに書く

【国語】(1組は、ZOOM)
漢字ドリル・ノート
３１ 「庁」「訳」
『帰り道』
め 登場人物について読みとろう
○

音読 １回
教科書の周也と律の性格がわかるところに
線を引く
周也 波線
律 二重線

今まで学習してきた６年漢字の復習

【算数】

【算数】

【算数】

つり合いのとれた図形を調べよう

つり合いのとれた図形を調べよう

つり合いのとれた図形を調べよう

（P.２２）

（P.２３）

に取り組もう
○教科書に書き込む

取り組もう
○教科書に書き込む
・計算ドリル□９

(P.２１)

め 学習のしあげ
○

「いかしてみよ

１０：００ う」に取り組もう
～
○色紙を使って取り組む
１０：４５

【体育】
１１：００ ストレッチ １０分
～
腕立て伏せ １０回×３
１１：４５ 腹筋 １０回×３
「歓祭」を練習する

【算数】
つり合いのとれた図形を調べよう
・対称な図形まとめプリント

め 「つないでいこう算数の目」に
め 学習のしあげ「たしかめよう」 ○
○

【体育】
ストレッチ １０分
腕立て伏せ １０回×３
腹筋 １０回×３
「歓祭」を練習する

プリント学習 ２枚
「レディネスチェック６年生のじゅんび 基本
のかくにん」
「レディネスチェック６年生のじゅんび 読み
取る力」 （丸つけをして直しまで）

【国語】(２組は、ZOOM)
漢字ドリル・ノート
３１ 「庁」「訳」
『帰り道』

め 登場人物について読みとろう
○
音読 ２回
教科書の周也と律の性格がわかるところに
線を引く
周也 波線
律 二重線

【音楽】
課題１ リコーダーの練習
「風になりたい」

【体育】
【社会】
ストレッチ １０分
教科書 Ｐ２６～２７を読む
腕立て伏せ １０回×３
課題終了
まなびリンク内の「裁判員制度forキッ
やり残した課題があったら終わらせ ズ」を視聴し、プリント学習に取り組む 腹筋 １０回×３
「歓祭」を練習する
よう！終わってしまった人は、好き
な歌を歌おう

【英語】
プリント学習 ２枚
学習後、教科書（NEW
HORIZON Elementary）の裏表 【図工】
紙裏にあるQRコード（※５）を読 「図工練習プリント－えのぐ（明度グラ
デーション－２色）」
み取って発音の復習も行う
配布されたプリントに、えのぐでグラ
【理科】
デーションの練習をします
学習の確認
白や黒を使って順に変化させてグラ
「人の体クイズにチャレンジ！」プリン 【道徳】
デーションを作りましょう
教科書
P２０～２３
ト
（解答を見ながら丸つけ、直しをする） 「うちらネコの手ボランティア」を
臓器の場所やはたらきを覚えよう
読んでワークシートに取り組む

【社会】
１３：１５ 教科書Ｐ２４～２５
【理科】
～
まなびリンク内にある各省庁から１
体のつくりとはたらき③
１４：００ つ選んで視聴し、プリント学習に取
り組む
【音楽】
１４：１０ 課題１ リコーダーの練習
「風になりたい」

～
１４：５５ 課題３ いろいろな音符や休符

教科書Ｐ８４を見ながらプリントに書こう NHKの動画で復習しよう（※３）

【英語】
大文字・小文字の読み方・書き方
復習
発音練習
【総合】
プログラミング学習
【社会】
教科書 Ｐ２８～２９を読む
まなびリンク「税の学習コーナー」を
視聴し、プリント学習に取り組む

１４：５６ 【帰りの会】
～ 「TOKYOおはようスクール」（TOKYO
１４：５８ MX）視聴

【帰りの会】
「TOKYOおはようスクール」
（TOKYO MX）視聴

【帰りの会】
「TOKYOおはようスクール」
（TOKYO MX）視聴

【帰りの会】
【帰りの会】
「TOKYOおはようスクール」（TOKYO MX） 「TOKYOおはようスクール」（TOKYO
視聴
MX）視聴

【活用できるウェブサイト】
文部科学省「子供の学び応援サイト」
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
東京都教育委員会「東京ベーシック・ドリル」 https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/study_material/improvement/tokyo_basic_drill/

https://textbook.kyogei.co.jp/library/
https://m-manabi.jp/20/pr/k6u2p1/
https://m-manabi.jp/20/pr/k6u2p2/
https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi6/?das_id=D0005110065_00000
NHK for school 理科（※３）
https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi6/?das_id=D0005110064_00000
いま地球がたいへん！リンク集国立環境研究所（※４）
https://www.nies.go.jp/nieskids/links/index.html
英語の教科書（NEW HORIZON Elementary）の裏表紙裏にあるQRコード(※５)https://sw42.tsho.jp/02pk/e6/menu/alphabet/
Picture Dictionary QRコード
https://tsho.jp/02p/e-ｐｄ/dl/
まなびリンク ６年社会（２８日のみ）
https://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/kidz/index.html
まなびリンク ６年社会
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-link/shakai/6.html
教育芸術社自宅学習支援コンテンツ（音楽）

天地の文 手本の朗読（※１）
福沢諭吉の紹介動画（※２）

