
※ １月の塾内実力テストに向けて、１１月末から
テスト勉強開始の案内をしています。

２０１９年度

小学６年生
楽しい冬の宿題

小６で学ぶことは、中学につながるとても重要な内容です。

しっかり復習できる冬にしましょう。中学校で上位クラスに入るため

の「上手に勉強するコツ」を教えますね(^o^)

算数・理科・社会は、１月の実力テストに向けて、冬休み前からと

りくみます。

算数と国語の時間にチェックするので、授業の時は、この冊子を必

ず持ってきてね！

小６ 組

名前

保 護 者 様 用 の 見 本 で す



国語

１ 「 」より、漢字の宿題を出します。練習してテストをし． 国語のワーク

ましょう。○つけもしてね。

国語の授業でテストをします。テストは完璧で合格だよ！

間違えた問題を文ごとノートに５回書いて練習します。

早めに来てどんどん進めましょう。

本文 意味２ 「 」の宿題を出します。書く前に を三回読み、次にその． 書写

と解説 お手本 お手本を一回読んでから始めましょう。 を見ながら二行目の

をなぞって、書くコツを覚えてね。心を落ちつけて最後まできちんと書く

ことが大切です。

では読書の宿題が毎回出ます。３．グリムスクール

算数

小６算数「 」を１日１回分（できたら２回分）進めましコア確認テスト

ょう。答えはノートに書いてください。

「○つけ」と「解き直し」もていねいにしてくださいね。

後ろの「 」やったらｐ１０の「 」に点数、お勉強チェック表 宿題報告メモ

枚数を書き込みます。に

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 をつけておいてください 授業中に教えます
しるし

どんどん質問しよう！

（でも１２月３１日～１月３日はお休みしてもＯＫ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

① のｐ４～ｐ１５、ｐ３８～ｐ４９、ｐ６４～ｐ８１、「小６理科コア」



ｐ１０４～ｐ１１５をやります。単元ごとに説明を読んで、知らないこと

やなるほどと思ったことに線を引き、ノートまとめをしましょう。

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ｐ４～５の ①ものの燃え方と空気 を読んでノートまとめをする

次にｐ６～９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６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「①ものの燃え方と空気」をやり、まるつけと

やり直しまでする。

☆答え合わせをして 「解き直し」もていねいにやりましょう。、

確認テストはかんぺきを２回できたらいいね！

メやったら、 後ろの「ｐ１０の「 」に点数、お勉強チェック表 宿題報告

枚数を書き込みます。モ」 に ページや

社会

① のｐ３４～ｐ１１７をやります。「小６社会コア」

やり方は理科と同じです。

② １つの単元が終わったら、小６社会コアの別冊「 」をコア確認テスト

ノートにやります。やり方は理科と同じです。

☆答え合わせをして 「解き直し」もていねいにやりましょう。、

確認テストはかんぺきを２回できたらいいね！

メやったら、 後ろの「ｐ１１の「 」に点数、お勉強チェック表 宿題報告

枚数を書き込みます。モ」 に ページや



【 】新聞日記 １２月２４日（火）～１月５日（日）

毎日、新聞を読んで、世の中のことをたくさん知ろう！

テーマを一つ決めて新聞を読み、やり方に従って気づいたことや感想

を書きます。

《新聞日記のやり方》

１． 毎日、自分の選んだ「テーマ」についての記事をさがします。そ

の中で これは！ と思う記事を３つ以上さがしてみましょう １「 」 。（

つしか見つからないこともあると思います ）また「スポーツ」を。

、 。テーマに選んだ場合には もう１つ別のテーマを選んでもらいます

つまり、毎日２つのテーマを新聞日記に書くことになりますね。自

分の選んだテーマを冬休みの授業の時に発表します。

※先生は出席簿に記入してください。

２． 記事のタイトル（大きな文字）とリード文（タイトルのすぐ横に

ある小さな説明文）を読みます。リード文がないときは最初の一文

を読みます （最初の一文はリード文と同じ役割をしています ）。 。

３． さがした記事のタイトルを新聞日記に書きましょう。タイトルは

いくつ書いてもかまいません。できたら３つ以上は探して書くよう

にしましょう。記事が１～２個しか見つからなかったときは仕方な

いですね。１～２個でも大丈夫です。もし全くなかったらスポーツ

以外であれば何でもいいですから興味を持った記事のタイトルを書

いてください。

４． 書いた記事のタイトルのうち１つの記事をさらに詳しく読んで、

その記事の内容と自分が思ったことや感じたことを、毎日、新聞日

記に書きましょう。もちろん写真や記事をはってもいいですよ。た

だし、記事のあらすじや内容は自分なりに必ずまとめて（要約し）

感想や意見を書きます。

（省略）※ｐ８を参考にしてね！



★一日につき、新聞日記帳は１～２ページ使います。もちろん３ページ以

上使ってもいいですよ！

新聞日記が足りなくなったら、いつでも言ってくださいね(*^_^*)

★授業でチェックしますので、 忘冬期講習中は毎日持ってきてください。

れたときは…、塾でやってもらいます。

★提出日は１月実力テストのときです。

★新聞日記を書く期間は１２月２４日（火）から冬期講習中の毎日です。

（でも、１２月３１日～１月３日はお休みしても です ）OK 。

１２月２４日（火）よりも前からやってもＯＫです。その分、ポイントが

たまりますね！

★家族旅行などでどうしてもできないときは、その理由を新聞日記に書い

てね！（やった日にちには入りません ）。

★新聞はその日の新聞ではなく、前日の新聞、あるいは前々日や昔の新聞

をおうちの人からもらいましょう。だって前の日の新聞だったら切っても

叱られないですものね。(^^)v

★取り組んだ日数分のポイントが新聞日記でもらえます。感想の内容によ

ってもポイントがつきます！新聞日記大賞に選ばれると５００ポイント、

その他ノミネート・特別賞でもポイントがもらえます！！ ２０００ポイ

ントたまると、お～っっ！！ＴＤＲのチケットがもらえるよ！世の中のこ

とをいろいろ学んで、ビッグなプレゼントをゲットしよう！！

★塾で借りた新聞を切ってはいけません。



■２０１９年度 新聞日記のテーマ一覧
矢印で示した小さなテーマは一つの例です。必ず選べという意味ではありません。

大きなテーマでも、小さなテーマでもどちらを選んでもかまいません。もちろん自分で考えたもの

でもＯＫです。

家族□01．

感謝□02．

健康・幸せ□03．

挨拶□04．

喜怒哀楽□05．

戦争と平和□06．

優しさ□07．

いじめ□08．

明るさや暗さ□09．

笑顔や笑い□10．

美しさやみにくさ□11．

一生懸命・一所懸命□12．

お金やモノ□13．

仕事や会社□14．

→□農業 □林業 □水産業 他□15．農林水産業

→□工業 □鉱業（こうぎょう＝地下資源） 他□16．鉱工業

商業やサービス業□17．

→□いろいろ □東南アジア □アメリカ□18．外国
□中国 □ヨーロッパ □朝鮮半島 他

→□北海道 □東北 □関東 □関西 □四国 □九州 他□19．地方

本□20．



総理大臣や内閣□21．

国会□22．

選挙□23．

→□日本の政治 □世界の政治 他□24．政治

災害□25．

原発□26．

その他、自分の関心のあるテーマ□27．
「 」「 」 、→例えば 髪の毛 山 など自分で決めるのであって

毎日、好きな物を選んでいいわけではありません。

→このテーマを選んだ人は、もう１つテーマを選んで□28．スポーツ
毎日２つのテーマで新聞日記を書いてね。



歴史人物新聞

。 、 、算数の時間に指示が出ます 歴人ノートに 読んだ人物に対する感想や

算数の時間にチェックします。わかったことを書きましょう。

学力テスト pal jr.

１月の実力テストに向けて、勉強しておきましょう。

○つけをしたら、ミス数をｐ１６の表に書き込みましょう。

１月のテストまでに、できたら２回繰り返せるといいね！間違えた問題に

はしるしをつけて、できるようになるまでやりなおしてみよう！

テストと1月の授業

● に実力テストがあります。午後 開始。１月６日（月） １：５０

● から三学期の授業（算数）開始です。小６①組 1月９日（木）

● から三学期の授業（算数）開始です。小６②組 1月１０日（金）

☆このテストが、新中１の進級テスト、クラス分けテストとなります。
しっかり勉強しましょう。

☆学校より１ヶ月早く塾では３月から新中学１年生となります。
また、２月から中学準備英語が始まり、塾は週３日になります。



お勉強どれくらいやったかな？）小６お勉強チェック表（

◆漢字宿題◆

毎回国語の授業の時に伝えます。

◆書写プリント◆

毎回国語の授業の時に伝えます。

◆小６算数「コア確認テスト」◆

１回目

①（ 点）②（ 点）③（ 点）④（ 点）⑤（ 点）比例・反比例・計算
⑥（ 点）⑦（ 点）⑧（ 点）⑨（ 点）⑩（ 点）比・拡大・縮小・図形
⑪（ 点）⑫（ 点）⑬（ 点）⑭（ 点）⑮（ 点）柱の体積・速さ など
⑯（ 点）⑰（ 点）

２回目

①（ 点）②（ 点）③（ 点）④（ 点）⑤（ 点）
⑥（ 点）⑦（ 点）⑧（ 点）⑨（ 点）⑩（ 点）（上と同じ）
⑪（ 点）⑫（ 点）⑬（ 点）⑭（ 点）⑮（ 点）
⑯（ 点）⑰（ 点）

◆小６理科「コア確認テスト」◆

１回目

①（ 点）②（ 点）⑥（ 点）⑦（ 点）⑩（ 点）植物総合・大地のつく
り・ものの燃えたかと

⑪（ 点）⑫（ 点）⑯（ 点）⑰（ 点）空気・てこ

２回目

①（ 点）②（ 点）⑥（ 点）⑦（ 点）⑩（ 点）
（上と同じ）

⑪（ 点）⑫（ 点）⑯（ 点）⑰（ 点）

コアの学習ページ
p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p38 p39 p40 p41 p42（やっったら○をつけ

よう）

p43 p44 p45 p46 p47 p48 p49 p64 p65 p66 p67 p68 p69

p70 p71 P72 p73 p74 p75 p76 p77 p78 p79 p80 p81 p104 p105

p106 p107 p108 p109 p110 p111 p112 p113 p114 p115



◆小６社会「コア確認テスト」◆

１回目

⑥（ 点）⑦（ 点）⑧（ 点）⑨（ 点）⑩（ 点）鎌倉時代～
⑪（ 点）⑫（ 点）⑬（ 点）⑭（ 点）⑮（ 点）
⑯（ 点）⑰（ 点）⑱（ 点）第二次世界大戦

２回目

⑥（ 点）⑦（ 点）⑧（ 点）⑨（ 点）⑩（ 点）
⑪（ 点）⑫（ 点）⑬（ 点）⑭（ 点）⑮（ 点）（上と同じ）
⑯（ 点）⑰（ 点）⑱（ 点）

p34 p35 P36 P37 p38 p39 P40 P41 p42 p43 P44 P45 p46 p47 P48コアの学習ページ
（やったら○をつけよ
う）

P49 p50 p51 P54 P55 p56 p57 P58 P59 p60 p61 P62 P63 P64 P65

P66 P67 p68 p69 P70 P71 p72 p73 P74 P75 p76 p77 P78 P79 P80

P81 P82 P83 p86 p87 P88 P89 p90 p91 p92 p93 p94 p95 p96 p97

p98 p99 p100 p101 p102 p103 p104 p105 p106 p107 p108 p109

p112 p113 p114 p115 p116 p117

◆学力テスト pal jr.◆

１日１科目は進めるといいですね。ｐ１２にミス数を記入しましょう。

国語と算数の授業でチェックします。


