
・テレビを消しましょう。

・勉強するところを

整とんしてはじめましょう。

・決められた時間，

毎日取り組みましょう。

○予習・復習をする。

○正しい書き順で，漢字の練習をする。

○教科書を写す。

○古文や漢文，俳句を覚える。

○作文や詩，日記を書く。

○ニュースや新聞を見て内容をまとめたり，
自分の意見を書いたりする。

○辞書や図鑑で調べる。

○くり返し練習して，速く正確に計算できるようにする。

○文章問題をとく。図に書いて考える。

○小数・分数のかけ算わり算の問題を解く。

○地図帳や地球儀で地名を覚えたり,歴史年表を
作ったりする。

○実験結果や実験道具の使い方をまとめる。

○学校で学習したことから自分の興味のあること
を調べて新聞を作る。

毎日勉強する習慣を

付けることが
大事だよ！

毎日決めた時間

学習しよう！

分

学習をはじめる前に

読書を通して考えを広げたり深めたり しよ う。

①小学校で習得すべき漢字を,

全て読め，正しく漢字を書く

ことができる。

（６年配当漢字は181字）

②分数のたし算・ひき算・

かけ算・わり算ができる。

③内容を考えながら，

正しく音読する。

④歴史上の人物や事件に

ついてだいたい分かる。

⑤世界の主な国々の位置を

正しく示すことができる。

⑥理科の基本的な原理や

法則が分かり，実験道具の

正しい使い方を知っている。

６年生でつけたい力



・テレビを消しましょう。

・勉強するところを

整とんしてはじめましょう。

・決められた時間，

毎日取り組みましょう。

○予習・復習をする。

○熟語を使って文を書く。

○内容を考えながら正しく音読をする。

○正しい言葉の使い方についてまとめる。

○古文や漢文，俳句を覚える。

○作文や詩，日記を書く。

○ニュースや新聞を見て内容をまとめたり，
自分の意見を書いたりする。

○辞書や図鑑で調べる。

○文章問題をとく。図に書いて考える。

○単位量や百分率を使った問題を解く。

○地図帳や地球儀で地名を覚えたり,日本の農業や
水産業・工業などについて調 べたりまとめた
りする。

○実験結果や実験道具の使い方をまとめる。

○学校で学習したことから自分の興味のあること
を調べて新聞を作る。

毎日勉強する習慣を
付けることが

大事だよ！

毎日決めた時間

学習しよう！

分

学習をはじめる前に

読書を通して考えを広げたり深めたり しよ う。

①185字の配当漢字のすべて
が読め，書くことができる。

②習った漢字を使った熟語が
書ける。

③教科書を，内容を考えながら
正しく音読することができる。

④ていねい語・尊敬語・
けんじょう語を正しく使う。

⑤小数・分数のかけ算・わり算
ができる。

⑥分母がちがう分数のたし算・
引き算ができる。

⑦単位量や割合，百分率を
使った問題が解ける。

⑧日本の農業や水産業・工業の
しくみや自然との関わりが
分かる。

⑨理科の基本的な原理が分かり，
実験道具の正しい使い方を
知っている。

5 年生でつけたい力



・テレビを消しましょう。

・勉強するところを

整とんしてはじめましょう。

・決められた時間，

毎日取り組みましょう。

○漢字やローマ字の練習をする。

○教科書の文章を，まとまりに気をつけて
正しく音読する。

○国語辞典や漢字辞典で，言葉や漢字の
意味を調べる。

○教科書の文章を速く正確に写す。

○作文や詩，短歌や俳句，日記を書く。

○かけ算や割り算の筆算をする。

○小数や同分母の分数のたし算ひき算をする。

○分度器ではかる。図形をかく。

○文章問題をといたりつくったりする。

○地図で地名を覚える。

○植物やこん虫を観察する。

○事典や図鑑で興味のあるものを調べる。

○ニュースを見て，内容や考えを書く。

○新聞を切りぬき感想を書く。

○リコーダーの練習をする。

毎日勉強するしゅう

かんを付けることが
大事だよ！

毎日決めた時間

学習しよう！

分

学習をはじめる前に

はばひろ く読書をしよう。

①新出漢字２００字を読んだり
書いたりできる。

②ローマ字をすらすら読み書き
できる。

③教科書の文章を，まとまりに
気をつけて正しく音読できる。

④国語辞典や漢字辞典を日常的に
正しく使うことができる。

⑤指示語や接続語を使って文を
書いたり，段落ごとの要点や
つながりを考えながら文を
読んだりできる。

⑥わる数が２けたのわり算の
筆算ができる。

⑦小数や同分母の分数のたし算
ひき算ができる。

⑧分度器を正しく使える。
平行四辺形やひし形がかける。

⑨４７都道府県の名前と位置が
言える。

⑩理科の基本的な原理や法そくが
分かり，実験道具を正しく
使うことができる。

４年生でつけたい力



・テレビを消しましょう。

・勉強するところを

整とんしてはじめましょう。

・決められた時間，

毎日取り組みましょう。

○漢字を使って，熟語や短文づくりをする。

○作文や詩，日記を書く。

○詩やはい句，百人一首を覚える。

○きょう味を持ったことを，
辞書や図かんで調べる。

○地図で県(けん)内や国内の地名を
覚える(おぼえる)。

○家族新聞をつくる。

○４コマまんがやイラストでその日の
学習をまとめる。

○コンパスで図をかく。もようをつくる。

○分度器ではかる。図形をかく。

○かけ算や小数の筆算をする。

○算数の文章題をつくってみる。

○植物やこん虫を観察(かんさつ)して，
スケッチする。

○リコーダーの練習をする。

○新聞やニュースを見て内容(ないよう)や
考えを書く。

毎日勉強するしゅう

かんを付けることが
だいじだよ！

毎日決めた時間

学習しよう！

分

学習をはじめる前に

はばひろ く読書をしよう。

①200字の漢字をすべて読ん
だり，正しく書いたりできる。

②語のまとまりに気をつけて，
正しく音読することができる。

③国語辞典(じてん)を使って
言葉を調べられる。

④すじ道を立てて分かり
やすく話したり書いたり
することができる。

⑤ローマ字を読み書きできる。

⑥かんたんなわり算ができる。

⑦たし算やひき算，かけ算の
筆算ができる。

⑧千万の位までの数を
読んだり書いたりできる。

⑨コンパスを使って円をかく。

⑩方位(ほうい)や地図記号が
わかる。

３年生でつけたい力



・テレビをけしましょう。

・べんきょうするところを

せいとんして

はじめましょう。

・きめられた時間，

毎日とり組みましょう。

○本を読む。（読んでもらう。）

○ひらがなやカタカナ，
かん字のれんしゅうをする。

○教科書をノートにうつす。

○日記や作文，しや手紙を書く。
（せんせいあのね・おうちのかたへ）

○しをおぼえる。

○ドリルや教科書のもんだいをする。

○もんだい作りをする。

○たしざん・ひきざん，かけざん（２年生）の
けいさんれんしゅうをする。

毎日勉強するしゅう

かんをつけることが
だいじだよ！

毎日きめたじかん

学しゅうしよう！

分

学しゅうをはじめる前に

いろいろな本を読もう。

正しいえんぴつのもち方

え ん ぴ つ の も ち か た

えんぴつを正しくもつと
・形よくきれいな字が書けます。
・「はね」「はらい」が正しく書けます。
・長い時間書いてもつかれません。
・しせいもよくなります。

①ならったかん字(160字)を

読んだり，正しい書きじゅ

んで，書いたりする。

②教科書が，すらすら読める。

③じゅんじょよく，話をしたり

文しょうを書くことができる。

④九九が，すらすら言える。

⑤たしざんとひきざんの

ひっさんが，できる

⑥きめられた長さの直線を，

じょうぎをつかって

正しくひける。

ｍｍ・ｃｍ・ｍが分かる

⑦いろいろな入れものの，

L・ｄＬ・ｍLがはかれる。

⑧はこのかたちをうつし

とったりつくったり

することができる。

2 年生でつけたい力



・テレビをけしましょう。

・べんきょうするところを

せいとんして
はじめましょう。

・きめられたじかん，

まい日とりくみましょう。

○ほんをよむ。（よんでもらう。）

○ひらがなやカタカナ，
かんじのれんしゅうをする。

○きょうかしょをノートにうつす。

○にっきやさくぶんをかく。

○しをおぼえる。

○ドリルやきょうかしょのもんだいをする。

○もんだいづくりをする。

○たしざん・ひきざんの
けいさんれんしゅうをする。

まい日べんきょうする

しゅうかんを，つける

ことがだいじだよ！

まいにちきめた

じかん，がくしゅう

しよう！

分

学しゅうをはじめるまえに

いろいろな本をよもう。

正しいえんぴつのもち方

え ん ぴ つ の も ち か た

えんぴつを正しくもつと
・かたちよくきれいな字がかけます。
・「はね」「はらい」が正しくかけます。
・ながいじかんかいてもつかれません。
・しせいもよくなります。

①ひらがな，カタカナを
よんだり かいたりする。

②「は」「へ」「を」やのばす
おと，「っ」「ゃ」「ゅ」「ょ」
などを，ただしくつかって
ぶんをかく。

③ならったかんじ（80じ）を
よんだりただしい
かきじゅんでかいたりする。

④えんぴつをただしくもち，
ただしいしせいでじがかける。

⑤たしざんひきざんができる。

⑥とけいのじこくがよめる。

１年生でつけたい力




