
一週間の計画表(第６学年)
年 氏名

５月１１日（月） ５月１２日（火） ５月１３日（水） ５月１４日（木） ５月１５日（金）
８：１５～ 朝 の 読 書（５月２３日に読書感想文の日があります。それまでに読んでおきましょう。）

１時間目 【国語】 【国語】 【算数】 【算数】
帰り道プリント①② 漢字の広場プリント 教科書Ｐ・１９６ 教科書Ｐ１９８

８：４０ 漢字ドリル１３ 漢字ドリル １７ ステージ１「整数や小数 ステージ２「整数や小数
～９：２５ のしくみ、たし算とひき のかけ算とわり算、計算

算」マスのワークシート の順序」ワークシートに

２時間目 【算数】 【理科】 【国語】 【理科】
学力確認テスト 学力確認テスト 学力確認テスト プリント

９：３０ ○付けをして、直しをす ○付けをして、直しをす ○付けをして、直しをす 「気体検知管の使い方」
～１０：１５ る。 る。 る。

１０：１５～ 業 間 運 動 （運動取り組みカードに記録）

３時間目 【社会】 【社会】 【理科】 【社会】
学力確認テスト プリント「２ 天皇中心 プリント 教科書Ｐ２４～３３を３

１０：３５ ○付けをして、直しをす の国づくり」 「理科室の使い方を覚え 回読んで大事なところに
～１１：２０ る。 教科書をよく読んでまと よう」 線を引こう。資料集もよ

めよう！ く見ておこう。

４時間目 【自主学習】 【家庭】 【家庭】 【自学】
・予習、復習・漢字 家庭科ノートＰ２，３ 家庭科ノートＰ４，７ ・予習、復習・漢字

１１：２５ ・調べ学習など 「わたししの生活時間」 「いためてつくろう ・調べ学習など
～１２：１０ ２ページ以上 教科書を見ながらすすめ 朝食のおかず」 ２ページ以上

よう！ 教科書を見ながらすすめよう！

ふりかえり

お手伝い

お家の人の確認
（印またはコメント）



一週間の計画表(第６学年)
年 氏名

５月１８日（月） ５月１９日（火） ５月２０日（水） ５月２１日（木） ５月２２日（金）
８：１５～ 朝 の 読 書

１時間目 【国語】 【国語】 【理科】 【理科】 【図工】
ワークテスト２枚 「時計の時間と心の時間」 人の体プリント 人の体プリント 今日は、図工の日です。

８：４０ 「言葉の力」 プリント① 「すった空気のゆくえ②」 「血液に取り入れられた 「交通安全ポスター」に
～９：２５ 「５年生にまでに 形成プリント４，５ 酸素のゆくえ」 取り組みましょう。

習った漢字」 ・言葉は自分で考えて！
・文字ははっきり！

２時間目 【算数】 【理科】 【算数】 【英語】 ・ていねいに取り組みま
教科書Ｐ１９９ Ｅテレ ワークテスト ワークテスト（小文字） しょう！

９：３０ ステージ３「分数のしく 9:45~9:55 「基本の確認」 10:05~10:15
～１０：１５ みとたし算、ひき算」 ふしぎエンドレス Ｅテレ基礎英語０

ワークシート ワークシートに記録

１０：１５～ 業 間 運 動（運動取り組みカードに記録）

３時間目 【理科】 【社会】 【音楽】 【算数】 【図工】
プリント プリント リコーダーに挑戦！ ワークテスト 続きです。

１０：３５ 「顕微鏡の使い方」 「貴族のくらし」２枚 「読み取る力」 集中してがんばろう！
～１１：２０ 教科書をよく読んでね！

４時間目 【自主学習】 【理科】 【国語】 【自主学習】
・予習、復習・漢字 人の体プリント 「時計の時間と心の時間」 ・予習、復習・漢字

１１：２５ ・調べ学習など 「吸った空気のゆくえ①」 プリント② ・調べ学習など
～１２：１０ ２ページ以上 漢字ドリル ２１ ２ページ以上

ふりかえり

お手伝い

お家の人の確認
（印またはコメント）



一週間の計画表(第６学年)
年 氏名

５月２５日（月） ５月２６日（火） ５月２７日（水） ５月２８日（木） ５月２９日（金）
８：１５～ 朝 の 読 書

１時間目 【国語】 【理科】 【国語】 【学活】 【社会】
今日は、読書感想文の日 人の体プリント プリント「森へ」 Ｅテレ 教科書Ｐ４４～５３を３

８：４０ です。 「食べ物のゆくえ①」 「時計の時間と心の時間」 9:00~9:10 回読んで大事なところに
～９：２５ この日までに、本を読ん の音読２回 ストレッチマン・ 線を引こう。

でおきましょう。 ゴールド プリント（クイズ）

２時間目 原稿用紙３枚 【理科】 【家庭】 【英語】 【道徳】
Ｅテレ Ｅテレ ワークテスト（大文字） 9:30~9:40

９：３０ 9:45~9:55 9:50~10:00 10:05~10:15 Ｅテレ
～１０：１５ ふしぎエンドレス カテイカ Ｅテレ基礎英語０ 「オン・マイ・ウェイ」

ワークシートに記録 ワークシートに記録 ワークシートに記録

１０：１５～ 業 間 運 動（運動取り組みカードに記録）

３時間目 集中しよう！ 【算数】 【理科】 【家庭】 【理科】
もう少し！ プリント 人の体プリント 調理実習の反省 人の体プリントが終わっ

１０：３５ 力だめし 対称（１） 「食べ物のゆくえ②」 プリントに記録しよう。 ていない人はやりましょ
～１１：２０ 力だめし 対称（２） ※お家の人が休みの時に調 う。

理実習をしておきましょう

４時間目 【国語】 【自主学習】 【家庭】 【家庭】
漢字ドリル 終わっていない課題をや クリーン大作戦 クリーン大作戦 実践

１１：２５ 形成プリント６、７ ろう！ プリント（計画） プリントに反省を書こ
～１２：１０ う。

ふりかえり

お手伝い

お家の人の確認
（印またはコメント）



課題 週予定表

名前

１時間ごとに課題が終わったら、好きな色で色をぬろう！


