
小６ 組 名前

小６ ７月 実力テストのお勉強

国語

実力テスト対策問題 をしましょう。「パルジュニア」

「○つけ」と「解き直し」もていねいにやります。やったら

ｐ９「 」にやった日付とミス数を書き込みます。チェック表

わからなかった問題には印をつけます。そこを授業中に教えます。

算数

お勉強チェック表 コ① ｐ３の に書いてある番号の 小６算数「 」 「

」を進めます。ア確認テスト

答えはノートに書きます 「○つけ」と「解き直し」もていねいにやり。

ましょう。やったら、ｐ３の「 」にやった日付と点お勉強チェック表

数を書き込みます。覚えてしまうまで何回もくり返しましょう。

この冊子の後ろの「 」にも、やった枚数を書き込みます。宿題報告メモ

確認テストで十分な点を取れない時は「小６コア」の問題（コアのペー

ジが書いてあるところ）をやるといいですね。

② 実力テスト対策問題 をやります。「パルジュニア」

１回目はノートに、２回目は書き込みます 「○つけ」と「解き直し」。

もていねいにやりましょう。やったらｐ９の「 」にやったチェック表

日付とミス数を書き込みましょう。

保護者様用の見本です。



③ で「 をします。うきうきBOOK ５年生の復習」

まちがえた問題やわからなかった問題には印をつけます。そこを授

業中に教えます。

理科・社会

「小６理科・社会コ①ｐ４～５の「お勉強チェック表」に書いてある

のページを単元ごとに説明を読んで、知らないことや、なるほどとア」

思ったことに線を引き、ノートまとめをしましょう。そして問題をノー

トにやります。わからないところは授業などで質問をしてください。

それから小６理科・社会「 」を進めましょう。答えはコア確認テスト

ノートに書きます 「○つけ」と「解き直し」もていねいにやりましょ。

う。やったら、ｐ４～５の「 」にやった日付と点数お勉強チェック表

を書き込みます。覚えてしまうまで何回もくり返しましょう。

この冊子の後ろの「 」にも、ページや枚数を書き込みます。宿題報告メモ

② 実力テスト対策問題 をやりましょう。「パルジュニア」

１回目はノートに、２回目は書き込みます 「○つけ」と「解き直し」。

もていねいにやりましょう。やったらｐ９の「 」にやったチェック表

日付とミス数を書き込みましょう。

③ 小６ をやりましょう。「うきうきBOOK」で５年生理科の復習

まちがえた問題やわからなかった問題には印をつけます。そこを授

業中に教えます。確認テストで十分な点を取れない時は「小５コア」の

問題（コアのページが書いてあるところ）をやるといいですね。



小６ お勉強チェック表

◆算数「コア確認テスト 「うきうきBOOK」◆」

コアのお勉強のやるところ
１回目 ２回目

ページ
コア教材

実施日
p.4 p.5小６コア ５年生の ～

（ ）p.4～p.5 確認テストなし
得 点（ ）確認テストなし 復習（１）

コア教材
実施日

p.6 p.7小６コア ～５年生の
（ ）p.7～p.8 確認テストなし

得 点（ ）確認テストなし 復習（２）

実施日小６コア 分数の
p.22 p.25～

確認ﾃｽﾄ
得 点かけ算

③

小６コア
実施日いろいろな

p.30 p.31確認ﾃｽﾄ ～

得 点⑤ 分数の計算

小６コア
実施日分数の計算

p.34 p.35確認ﾃｽﾄ ～

得 点⑥ の利用

小６ 小５コアうき BOOK 実施日
うきうき

いろいろなＢＯＯＫ
得 点 p.110 p.11321 図形の面積 ～

小６ 小５コアうき BOOK 実施日
うきうき
ＢＯＯＫ

得 点 p.122 p.12522 割合 ～

小６ 小５コアうき BOOK 実施日
うきうき
ＢＯＯＫ

得 点 p.144 p.14726 円周と直径 ～



◆理科「コア確認テスト 「うきうきBOOK」◆」

コアのお勉強のやるところ
１回目 ２回目

ページ
小６コア

実施日動物のからだ
p.18 p.21確認ﾃｽﾄ ～

得 点③ 呼吸

小６コア
実施日動物のからだ

p.24 p.27確認ﾃｽﾄ ～

得 点④ 消化

小６
うきうき 小５コアうき BOOK 実施日
ＢＯＯＫ

得 点 p.64 p69⑩ 花のつくり ～

小６
うきうき 小５コアうき BOOK 実施日
ＢＯＯＫ

花粉の
得 点 p.70 p.75⑪ ～

はたらき
小６

うきうき 小５コアうき BOOK 実施日
ＢＯＯＫ

水よう液の
得 点 p.106 p.11116 ～

重さ
小６

うきうき 小５コアうき BOOK 実施日
ＢＯＯＫ

水にとける
得 点 p.118 p.12318 ～

ものの量

※ 花と実・もののとけ方は小５のコアの範囲です。

※ 月と星ざは小４の復習です。教科書を読んで勉強しましょう！！



◆社会「コア確認テスト」◆

コアのお勉強のやるところ
１回目 ２回目

ページ
小６コア

実施日人類の
p.4 p.7確認ﾃｽﾄ ～

得 点① あけぼの

小６コア
実施日

p.8 p.11確認ﾃｽﾄ ～大昔のくらし

得 点②

小６コア
実施日日本の

p.14 p.17確認ﾃｽﾄ ～

得 点③ 成り立ち

小６コア
実施日天皇中心の

p.20 p.23確認ﾃｽﾄ ～

得 点④ 国づくり

小６コア
実施日

p.26 p.29確認ﾃｽﾄ 貴族の世の中 ～

得 点⑤

「歴史人物新聞」ｐ６～５４をもう一度読んでおこう！



と は授業のときは☆お勉強チェック表 パルジュニア
必ず 毎時間チェックします。もってきてね！

理科 社会 コア＆確認テスト＆☆算数の時間は、 と の

ももってきてね！うきうきBOOK



学校や習い事、塾の普通の授業の宿題もあります。

無理をせず、できることだけすすめればだいじょうぶです！


