
★自宅学習 週間計画表★                             ６年 組  名前（                ） 
今週のめあて 

【学習】 

【生活】 

 

 月  ５／１１ 火  ５／１２ 水  ５／１３ 木  ５／１４ 金  ５／１５ 

起きた時刻 ： ： ： ： ： 

体温       ℃       ℃       ℃       ℃       ℃ 

１時間目 

８：４５～９：３０ 

国語「帰り道」 

👀視点のちがいに着目して読むこ

とができる。 

①教科書 P.17-32「帰り道」を音

読しよう。 

②P.30-31 を読み、次の場面につ

いて「律」と「周也」それぞれのと

らえ方や心情をノート１ページに

工夫してまとめよう。 

・「周也」がひとりでしゃべり続け

ているとき。 

・昼休みの出来事 

・二人ともだまりこんでしまった

とき 

・天気雨に降られたとき 

・雨上がり、二人で歩き始めたとき 

国語「帰り道」 

👀感想をまとめることができ

る。 

① 教科書 P.17-32「帰り道」

を音読しよう。 

②P.31 下の方、３感想を書く観

点の例を参考にし、「帰り道」の

感想をノート１ページに書こ

う。 

 

国語「漢字の形と音・意味」 

👀漢字の由来、特質について理

解することができる。 

①P.36-37 を音読しよう。 

②P.36１①②③の問題をノー

トに解き、辞典で調べて確認し

よう。 

③P.37 ２の問題をノートに

解き、辞典で調べて確認しよう。 

国語「春のいぶき」 

👀伝えたいことをはっきりさせ

て俳句や短歌に表すことができ

る。 

①P.38-39 を音読しよう。 

②教科書に載っている短歌１つ

と俳句２つをノートに写そう。 

③高三地域の今の「春」を俳句や

短歌にしてノートに書こう。（が

んばって１つは作ろう。） 

国語「漢字の広場」 

👀５年生までの漢字の復習がで

きる。 

P.44 に出てくる漢字を全部使

って文章を作り、ノートに書こ

う。 

※文章はいくつになっても構い

ません。 

※例：桜の下で句会を開いた。 

２時間目 

９：３５～１０：２０ 

算数「不思議なパスカルの三角形」

教科書 P.７の内容を読み、葉っぱ

❶の問題を解き、パスカルの三角

形をつくりましょう。 

算数「誕生日は何月何日？①」 

○問 不思議な計算をしてみまし

ょう。 

① 教科書 P.10 の表①～④の

順に計算をすると、答えは

どんな数になるでしょう

か。 

 

算数「誕生日は何月何日？②」 

○問 12 月 16 日の場合と同じよ

うに、7 月 23 日の場合の計算を

1 つの式に表しましょう。 

① P.11 の葉っぱ❶△１の問

題を解いてみよう。 

○問自分の誕生日の場合で、計算

を１つの式に表しましょう。 

② P.11 の△2 の問題に取り

組む。 

○問 答えと誕生日の数字が同じ

になる理由を考える。 

③ P.11 の△3 の問題を解い

てみよう（式を使って考え

る） 

算数「文字を使った式①」 

＊単元目標＊記号を表す□、○、

△などの代わりに、x、a、b など

の文字を用いて式に表す場合が

あることを理解する。 

○問 p12 文字 xや a、b を用い

た式の表し方を知り、まとめる。 

① 誕生日を□月△日として、

不思議な計算（p10）を式

に表しましょう。 

② □を a、○を b として式に

表しましょう。 

※まとめ 場面や数量の関係を

表すときに、□や○、△を使う代

わりに x や a、b の文字を使う。 

算数「文字を使った式②」 

○問 6 年生で学習する漢字は、何

字ありますか。 

① P.13 の葉っぱ❷△１、△２

の問題を解いてみよう。 

 

※まとめ このように、まだ分か

っていない数を x などの文字を

使って式に表して、答えを求める

ことがあることを知る。 

３時間目 

１０：４０～１１：２５ 

社会 教科書 P.６～９「１わたし

たちのくらしと日本国憲法 くら

しの中の法やきまり」を読み、くら

しの中の法やきまりにはどのよう

なものがあるか調べ、ノート１ペ

ージにまとめよう。 

※インターネットや資料集などを

活用して調べましょう。 

社会 教科書 P.１０～１１「日

本国憲法の考え方」を読み、教科

書２ページ分の内容をノート１

ページにまとめよう。 

※インターネットや資料集など

を活用して調べたことを内容に

入れても構いません。 

社会 教科書 P.１０～１１「日

本国憲法の考え方」を読み、教科

書２ページ分の内容をノート１

ページにまとめよう。また教科

書の内容を参考にお家の人にも

くらしと日本国憲法のつながり

についても聞いてみよう。 

※インターネットや資料集など

を活用して調べたことを内容に

入れても構いません。 

社会 教科書 P.１４～１５「く

らしの中の基本的人権の尊重」

を読み、教科書２ページ分の内

容をノート１ページにまとめよ

う。 

※インターネットや資料集など

を活用して調べたことを内容に

入れても構いません。 

家庭科「１ わたしたちの生活時

間」 

👀自分の生活時間を調べ、課題

を見つけ、生活時間の使い方を工

夫できる。 

① 教科書P.66～68を音読し

よう。 

②P.６７の「わたしの１日の時間

の使い方」に自分の１日を書き込

み、どのように時間を使っている

か確認しよう。改善点があれば、

赤で書き加えよう。 

４時間目 

１１：３０～１２：１５ 

理科 教科書 P.6、７を見て、自分

たちの生活がどのように環境と関

わっているか、自分の考えをノー

ト１ページにまとめよう。 

※インターネットで調べたことや

図などを入れても構いません。 

理科 「ものの燃え方」 

教科書 P.10～１７の内容を図

や文を使ってノートにまとめよ

う。① 

※実験方法や結果、自分の考え

などをまとめてみよう。インタ

ーネットを使って詳しく調べて

みても構いません。 

英語 別紙片岡先生からのプリ

ン ト 「 ６ th grade English 

Homework No.1」に取り組も

う。 

理科 「ものの燃え方」 

教科書 P.10～１７の内容を図

や文を使ってノートにまとめよ

う。② 

※実験方法や結果、自分の考え

などをまとめてみよう。インタ

ーネットを使って詳しく調べて

みても構いません。 

家庭科「２ いためてつくろう朝

食のおかず」 

👀朝食の大切さを理解し、いた

める調理ができるようになろう。 

P.６９～７３を音読しよう。 

①朝食の役割、②いためる料理の

良さ、について自学習ノート１ペ

ージにまとめよう。 

昼休み １２：１５～１３：３０ 

運動※       

自学習※  

 

 

    

ふり返り  

 

 

    

【今週のめあてをふり返って】 

 

 

※午後の時間は運動や自学習で有意義に過ごしましょう。運動と自学習を頑張った人は、取り組んだ内容を書き込んでおきましょう。 


