
小５ 組 名前

８月 実力テストのお勉強

２０２０年度 小学５年生２０２０年度 小学５年生
スーパー５年生小５の勉強はぐんぐんむずかしくなります。この夏が

への第一歩となるように、たのしみながらがんばっていきましょう。

国語

①「 」でテスト勉強をします。パルジュニア

算数

小４コア確認① 小５算数「 」と小５算数「コア確認テスト うきうきBOOK（

」を１日１枚分（できたら２枚分）進めます。テスト）

答えはノートに書いてください 「○つけ」と「解き直し」もていねいにし。

後ろてくださいね。やったら、ｐ４の「 」に点数を、お勉強チェック表

枚数を書き込みます。の「 」にページや宿題報告表

覚えてしまうまで何回も繰り返しましょう。わからなかった問題には、 印
しるし

をつけておいてください。授業中に教えます。

保護者様用の見本です



理科と社会

１日に理科か社会どちらかをやればOKです。両方やってもOKですよ

理科

【小５理科コア】

① 「 」のｐ３２～５７をやります。単元ごとに説明を読ん小５理科コア

で、知らないことやなるほどと思ったことに線を引きましょう。授業など

で質問をしてください。そして問題をノートにやります。
やり方の例

コアｐ３２～３３「⑧ 種子が発芽する条件」を読んで大事だと思うところ

に線を引く。次にｐ３５～３７の「確認しよう 「練習しよう」をやる。」

まるつけをして、まちがえたところは直す。

② １つの単元が終わったら、小５理科コアの別冊「 」をコア確認テスト

ノートにやります。
やり方の例

別冊「コア確認テスト」の「⑧ 種子が発芽する条件」をやり、まるつけと

やり直しまでする。

【小５うきうきＢＯＯＫ】

小５理科「 」のｐ１８～ｐ２３を小５うきうきＢＯＯＫ

やります。最初のページに が書いてあります。【学習の進め方】

★どちらも答え合わせをして 「解き直し」もていねいにやりましょう。、

確認テストは２回できたらいいね！

やったら、 後ろの「 」ｐ４の「 」に点数を、お勉強チェック表 宿題報告表

枚数を書き込みます。にページや



社会

【小５社会コア】

「 」 。 。① のｐ４～５７をやります やり方は理科と同じです小５社会コア

② １つの単元が終わったら、小５社会コアの別冊「 」をコア確認テスト

ノートにやります。

★答え合わせをして、解き直しもていねいにやりましょう。

確認テストは２回できたらいいね！

やったら、 後ろの「 」ｐ５の「 」に点数を、お勉強チェック表 宿題報告表

枚数を書き込みます。にページや

実力テスト対策 パルジュニア

８月の実力テストに向けて、どんどん進めてね。○つけをしたら、ｐ７の

「パルジュニア宿題報告メモ」の表に日付とミス数を書き込みます。

８月のテストまでに、できたら２回繰り返せるといいね！

間違えた問題は、もう一度やりなおしてみよう。

授業の時は必ず持ってきてね！

と 、☆お勉強チェック表 パルジュニア

と の は理科 社会 コア＆ワーク＆確認テスト

授業のときは もってきてね！ チェックします。必ず 毎時間



（ ）小５ お勉強チェック表 お勉強どれくらいやったかな？

◆◆小５算数「コア確認テスト」

１回目

計算 ③Ａ（ 点）③Ｂ（ 点）④Ａ（ 点）④Ｂ（ 点）
⑤Ａ（ 点）⑤Ｂ（ 点）⑥Ａ（ 点）⑥Ｂ（ 点）
⑦Ａ（ 点）⑦Ｂ（ 点）⑧Ａ（ 点）⑧Ｂ（ 点）

２回目

（上と同じ） ③Ａ（ 点）③Ｂ（ 点）④Ａ（ 点）④Ｂ（ 点）
⑤Ａ（ 点）⑤Ｂ（ 点）⑥Ａ（ 点）⑥Ｂ（ 点）
⑦Ａ（ 点）⑦Ｂ（ 点）⑧Ａ（ 点）⑧Ｂ（ 点）

◆◆小５算数「うきうきBOOK（小４算数コア確認テスト）」

１回目

①（ 点）②（ 点）③（ 点）④（ 点）⑤（ 点）⑥（ 点）⑦（ 点）計算
⑧（ 点）⑨（ 点）⑩（ 点）⑪（ 点）⑫（ 点）⑬（ 点）⑭（ 点）図形
⑮（ 点）⑯（ 点）⑰（ 点）⑱（ 点）⑲（ 点）⑳（ 点）21（ 点）など
22（ 点）23（ 点）24（ 点）25（ 点）26（ 点）27（ 点）28（ 点）

２回目

①（ 点）②（ 点）③（ 点）④（ 点）⑤（ 点）⑥（ 点）⑦（ 点）

⑧（ 点）⑨（ 点）⑩（ 点）⑪（ 点）⑫（ 点）⑬（ 点）⑭（ 点）（上と同じ）
⑮（ 点）⑯（ 点）⑰（ 点）⑱（ 点）⑲（ 点）⑳（ 点）21（ 点）

22（ 点）23（ 点）24（ 点）25（ 点）26（ 点）27（ 点）28（ 点）

◆小５ ◆ 「コア」は問題をやったページに○をつけます理科「コアのページ・確認テスト」

p.34 p.35 p.36 p.37 p.40 p.41 p.42 p.43 p.46 p.47植物の発芽と成長

p.48 p.49 p.50 p.51 p.54 p.55 p.56 p.57メダカの産卵成長

理科確認テスト
①（ 点）⑧（ 点）⑨（ 点）⑩（ 点）⑪（ 点）１回目

理科確認テスト
①（ 点）⑧（ 点）⑨（ 点）⑩（ 点）⑪（ 点）２回目

◆小５ ◆ やったぺージに○をつけます理科「うきうきBOOK」

p.19 p.21電気のはたらき

p.23天気と気温



◆小５ ◆ 「コア」は問題をやったページに○をつけます社会「コアのページ・確認テスト」

p. 6 p. 7 p.10 p.11 p.12 p.13 p.16 p.17 p.18 p.19地図の見方・国土

p.22 p.23 p.24 p.25 p.28 p.29 p.30 p.31 p.32 p.33都道府県・気候

p.36 p.37 p.38 p.39 p.42 p.43 p.44 p.45 p.48 p.49世界の国 など

p.50 p.51 p.54 p.55 p.56 p.57

①（ 点） ②（ 点） ③（ 点）④（ 点）
社会確認テスト ⑤（ 点） ⑥（ 点） ⑦（ 点）⑧（ 点）

⑨（ 点）

①（ 点） ②（ 点） ③（ 点）④（ 点）
２回目 ⑤（ 点） ⑥（ 点） ⑦（ 点）⑧（ 点）

⑨（ 点）


