
＜臨時休校中の学習課題＞ 

 国 語 社 会 数 学 理 科 英 語 その他 

1 

 

年 

 

生 

○学習漢字ノート１ 

 p.66～71 

 「小６の漢字復習」 

○基礎の学習(ﾜｰｸ) 

・教科書を読んで予習 

 p.14,15「漢字の組み立てと部首」 

 p.33「話し言葉と書き言葉」 

  p.44～47「光る地平線」 

★休校明けに学習漢字ノート

のみ確認テストを行います。 

○世界の国々 

○都道府県 

○歴史上の人物 

 学習プリント 

★休校明けに 47 都道

府県のテストをしま

す。 

○プリント ○ワーク 

 p.76～87 

○ペンマンシップ 

 p.4～20 

★休み明けにアルファ

ベット大文字・小文字

の両方を、A～Z/a～z

の順で書くテストをし

ます。 

○デイリーライフ 

・「その日の感想」と

体温を毎日書く。 

○がん勉 

・1 日 1 ページ以上

取り組む。 

1 

 

年 

 

支 

 

援 

○学習漢字ノート１ 

 p.66～71 

 「小６の漢字復習」 

○基礎の学習(ﾜｰｸ) 

・教科書を読んで予習 

 p.14,15「漢字の組み立てと部首」 

 p.33「話し言葉と書き言葉」 

  p.44～47「光る地平線」 

★休校明けに学習漢字ノート

のみ確認テストを行います。 

○世界の国々 

○都道府県 

○歴史上の人物 

 学習プリント 

★休校明けに 47 都道

府県のテストをしま

す。 

○プリント 

※もっと復習したい人は

「計算の反復練習」の 1

～14 を数学のノートに

やってきましょう。A 問

題だけで十分ですが、 

B 問題にチャレンジして

もよいです。 

○ワーク 

 p.76～87 

○ペンマンシップ 

 p.10～21 

○デイリーライフ 

・「その日の感想」と

体温を毎日書く。 

○がん勉 

・1 日 1 ページ以上

取り組む。 

2 

 

年 

 

生 

○学習漢字ノート２ 

 p.68～71 

 「小６の漢字練習」 

○基礎の学習(ﾜｰｸ) 

・教科書を読んで予習 

 p.37「類義語、対義語、多義語」 

 p.46～48「言葉の力」 

 p.54～56「世界で一番の贈り物」 

★休校明けに学習漢字ノート

のみ確認テストを行います。 

○地理の学習①(ﾜｰｸ) 

 p.54～71 

 P.80 

 巻末の白地図シート

をすべてやる。 

※まだ習っていない範囲

は、教科書などで調べてや

りましょう。 

★休校明けに47都道府県

のテストをします。 

○プリント ○身のまわりの現象に

関するプリント 

・春休みにワークで学

習しているので、何も

見ないで記入すること 

・わからないところは

印をつけてから調べて

記入すること 

★休校明けに丸付けを

します。 

○ノートづくり 

・教科書 p.6,7,8,10, 

12 の英文をノートに

写す。 

○ワーク 

p.2,3,4,5 

○語順ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

p.4～5 

※春休みの課題未提出

の人は、それも含める。 

○デイリーライフ 

・「その日の感想」と

体温を毎日書く。 

○がん勉 

・1 日 1 ページ以上

取り組む。 

2 

 

年 

 

支 

 

援 

○学習漢字ノート２ 

 p.68～71 

 「小６の漢字練習」 

○基礎の学習(ﾜｰｸ) 

・教科書を読んで予習 

 p.37 

 p.46～48 

 p.54～56 

★休校明けに学習漢字ノート

のみ確認テストを行います。 

○地理の学習①(ﾜｰｸ) 

 p.54～71 

 P.80 

 巻末の白地図シート

をすべてやる。 

※まだ習っていない範囲

は、教科書などで調べてや

りましょう。 

★休校明けに47都道府県

のテストをします。 

○計算の反復練習 

 p.18, 20, 21, 22, 24, 

  31, 33, 34, 39, 40, 

 48, 49 

※数学のノートか宿題用

のノートにやってきてく

ださい。もっと復習した

い人は、他のページもど

んどんやってみよう。 

○身のまわりの現象に

関するプリント 

・春休みにワークで学

習しているので、何も

見ないで記入すること 

・わからないところは

印をつけてから調べて

記入すること 

★休校明けに丸付けを

します。 

○1 年の教科書 

 p.102 ８B 

 p.104 ８C 

の英文をノートに写

す。 

○デイリーライフ 

・「その日の感想」と

体温を毎日書く。 

○がん勉 

・1 日 1 ページ以上

取り組む。 

3 

 

年 

 

生 

○学習漢字ノート 

 p.52～59 

○基礎の学習(ﾜｰｸ) 

 p.4～11 

★休校明けに学習漢字ノ

ートのみ確認テストを行

います。 

○歴史の学習②③(ﾜｰｸ) 

 p.36～63 

 p.104～106 

※まだ習っていない範囲

は、教科書などで調べてや

りましょう。 

★休校明けにワークの問

題から30問テストをしま

す。 

○プリント ○天気とその変化に関

するプリント 

・春休みにワークで学

習しているので、何も

見ないで記入すること 

・わからないところは

印をつけてから調べて

記入すること 

★休校明けに丸付けを

します。 

○ノートづくり 

・教科書 p.6,7,8,10, 

12 の英文をノートに

写す。 

○ワーク 

p.2,3,4,5 

○語順ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

p.4～5 

○「整理と対策」 

・計画表通り進める。 

○美術 「木彫箱」 

・ヤスリがけを終わ

らせる。 

○デイリーライフ 

・「その日の感想」と

体温を毎日書く。 

 

3 

 

年 

 

支 

 

援 

○学習漢字ノート 

 p.52～59 

○基礎の学習(ﾜｰｸ) 

 p.4～11 

★休校明けに学習漢字ノ

ートのみ確認テストを行

います。 

○歴史の学習②③(ﾜｰｸ) 

 p.36～63 

 p.104～106 

※まだ習っていない範囲

は、教科書などで調べてや

りましょう。 

★休校明けにワークの問

題から30問テストをしま

す。 

○計算の反復練習 

 p.55, 58, 59, 60, 62 

  63, 64, 85, 86, 87 

※数学のノートか、宿題

用のノートにやってきて

ください。余裕がある人

は他のページも自主的に

やりましょう。 

○天気とその変化に関

するプリント 

・春休みにワークで学

習しているので、何も

見ないで記入すること 

・わからないところは

印をつけてから調べて

記入すること 

★休校明けに丸付けを

します。 

○学習プリント 

※よく考えて、文字を

ていねいに書きましょ

う。答え合わせは、休校

明けの授業で行いま

す。 

○「整理と対策」 

・計画表通り進める。 

○美術「木彫箱」 

・ヤスリがけを終わ

らせる。 

○デイリーライフ 

・「その日の感想」と

体温を毎日書く。 

 

 

☆各教科の課題提出は、休校明けの最初の授業です。すべて提出できるように頑張りましょう。 

☆デイリーライフ、がん勉、「整理と対策」は、5 月 7 日（木）に提出です。 


