
７年生 家庭学習 時間割 

品川区立荏原平塚学園 

※荏原平塚学園のホームページにも、学習のおすすめサイトやコンテンツも紹介しています。 

 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) 

7:00〜 検温・食事・着替えなど 

１ 

9:00〜 

理

科 

○「物の調べ方」 

「金属と非金属」 

教科書 p.70〜75 を読み、理

科ノート p.36 の実験結果

をまとめる。 

数

学 

〇教科書 p.12〜25「正負の数」

の部分を読み予習しておく。 

〇ネット教材の活用 

『東京ベーシックドリル』 

算数５年 診断シート ABC 

＊苦手な単元については、 

解説・練習シートなどもあるの

で活用する。マル付けは個人ま

たは保護者の方にしてもらお

う。 

英

語 

〇教科書 p.6〜7「Let’s Start1

①」で下の欄の（いろいろなあ

いさつ）を参考に空欄に当ては

まる英文を発音してみる。 

〇p.8〜9「Let’s Start②で知っ

ている英単語を発音してみる。

〇p.10「身の回りにあるものの

英語」の（やってみよう）の①

に取り組む。言えた英単語の個

数を書き込む。 

〇p.11（小学校で使った色と

数）を発音する。 

国

語 

〇教科書 p.65〜66 

『話し言葉と書き言葉』 

教科書を熟読する。ネットが使

える人は「東京ベーシックドリ

ル」と検索し、「国語 5、6 年言

語」の「3 話し言葉と書き言葉

1〜5」に取り組む。プリントア

ウトするか、6 年生で使ってい

た国語のノートの続きに解答

を書く。 

国

語 

〇教科書 p.133〜134 

『漢字の音訓』 

教科書を読んで練習問題に

取り組む。解答は教科書に

書き込むこと。 

10:00〜10:15  品川ケーブルテレビ 「品川わくわくスクール」（英語、ワンミニッツ・エクササイズ他） 

２ 

10:15〜 

数

学 

〇教科書 p.12〜25 の「正負の

数」の部分を読んで予習をす

る。 

〇ネット教材の活用 

『東京ベーシックドリル』 

算数４年 診断シート ABC 

＊苦手な単元については、解

説・練習シートなどを活用 

する。マル付けは個人または保

護者の方にしてもらおう。 

国

語 

〇教科書 p.41〜42 

『漢字の組み立てと部首』 

教科書を読んで練習問題に

取り組む。解答は教科書に

書き込むこと。 
理

科 

○「密度」 

教科書 p.76〜78 を読み、理

科ノート p.40〜41 をまと

める。 

数

学 

〇教科書 p.12〜25 の「正負の

数」の部分を読んで予習をす

る。 

〇ネット教材の活用 

『東京ベーシックドリル』 

数学中１ 正負の数 練習シート 

＊解説・練習シートを利用して

『正の数、負の数（１〜２）』、

『正数と負の数の加減（１〜

２）』を予習する。分からない

問題は教科書等を利用する。 

家

庭 

 

〇教科書 p.6〜7 を読み、実習

を安全に進めるために大切な

事を理解する。手の洗い方①〜

⑩を実践し、しっかりできるよ

うになる。 

〇教科書 p.8〜9 を読み、自立

と共生について理解する。 

〇教科書 p.12~13「自分の生活

をチェックしよう、3 年後にな

りたい自分」を記入する。 

３ 

11:15〜 

国

語 

○教科書 p.34 

『漢字を確認しよう』 

「休校課題 漢字練習」の

範囲に取り組む。解答は教

科書に書き込むこと。 
音

楽 

○自分の好きな曲（クラシ

ック、J-POP などジャンル

は問わない）を１曲選択し、

その曲の良さを、好きな用

紙にまとめる。 
社

会 

○「楽浪の海中に倭人あり」 

・歴史の教科書 p.26〜27 を読

み、以下の課題についてノート

にまとめる。 

課題：稲作の広まりとともに，

人々の暮らしはどのように変

化したか。 

技

術 

〇教科書「ものづくりの工夫と進

め方」 p.22~24 を読んで、1.製品

の工夫と技術の進歩 2.ものづく

りの進め方について調べる。 

〇教科書「設計」 p.42~43 を読ん

でキャビネット図と等角図の違い

について調べる。 

〇調べたことを基に自分の考えを

レポート用紙にまとめる。  

社

会 

○世界の国調べ 

地理の教科書、地図帳などを使

用して、自分の選んだ国につい

てノート 1 ページでまとめる。 

12:15〜 昼食・休憩 

13:00〜13:15 品川ケーブルテレビ 「仮称 品川わくわくスクール」（英語、ワンミニッツ・エクササイズ他） 

４ 

13:30〜 

美

術 

〇新しい教科書の中から自

分の気になる美術作品を１

つ選んで、題名、作者と感

想文を書く。 

形式は自由です。（ノートや

レポート用紙など） 

※後日回収します。 

保

体 

○ラジオ体操第一の順番・

正しいやり方をマスターす

る。 

○腹筋･背筋･腕立て伏せを

各 20 回行う。 

○宿題のカードを使って、

トレーニング 4 種類行う。 

数

学 

〇教科書 p.12〜25 の「正負の

数」の部分を読み予習をする。 

〇ネット教材の活用 

『東京ベーシックドリル』 

算数６年 診断シート ABC 

＊苦手な単元については、解

説・練習シートなどもあるので

活用する。マル付けは個人また

は保護者の方にしてもらおう。 

英

語 

〇教科書 p.24 Program 2-1

の Basic Dialog を３回音読

する。その後、p. 25 の英語

の本文を３回音読する。

Writeに取り組み、英文をな

ぞって直接教科書に書きこ

む。 

 

保

体 

○「ラジオ体操第一」の順

番・正しいやり方をマスタ

ーする。 

○腹筋･背筋･腕立て伏せを

各 20 回行う。 

○宿題のカードを使って、

トレーニング 4 種類行う。 

５ 

14:30〜 

理

科 

○「さまざまな金属の見分

け方（１）」 

・教科書 p.76〜78 を読み、

理科ノート p.38 をまとめ

る。 

社

会 

○「日本列島のあけぼの」 

・歴史の教科書 p.24〜25 を読み、

以下の課題についてノートにまと

める。ノートは，各自準備するこ

と。6 年生の続きでも可。  

課題：原始時代の日本列島では，

人々はどのように暮らしていた

か。 

英

語 

〇教科書 p.18〜19「アルファ

ベットを書こう」で、大文字・

小文字をなぞり教科書に書き

込む。 

〇p.20〜21「アルファベット

であそぼう」に取り組み、教科

書に書き込む。（CD を聞いて

たどる部分はしなくてよい。） 

保

体 

○「ラジオ体操第一」の順

番・正しいやり方をマスタ

ーする。 

○腹筋･背筋･腕立て伏せを

各 20 回行う。 

○宿題のカードを使って、

トレーニング 4 種類行う。 

英

語 

〇教科書 p.26 Program 2-2 

の Basic Dialog を３回音読

する。その後、p.27 の英

語の本文を３回音読する。

Write に取り組み、英文を

なぞって直接教科書に書き

込む。 

 

15:00〜 
市民科（生活リズムを整えるための習慣を「忘れないぞう」に記入し、自分の生活を振り返る。 

片付け・掃除・明日の課題の確認 


