
学力を伸ばす（４．５．６年生用） 

家庭学習のすすめ 
～自分から進んで学習しよう～ 
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Ⅰ はじめに（児童のみなさんへ） 
みなさんは、毎日宿題（家庭学習）をやっていますか。「そんなのあたりまえ」と思ってい

る人がほとんどだと思いますが、しっかりとやって自分の力をどんどんつけていきましょう。 

① 学習内容がしっかり身に付く 

学校で学習したことを家庭でもう一度（復習）することは、やった内容がしっかり    

と身に付きます。特に漢字や計算などは、毎日繰り返し練習することがとても大切です。 

② 学ぶ習慣が付く 

毎日家庭学習を続けることで、自分から進んで学習する習慣が身に付いていきます。毎日  

やることが、「あたりまえ」のことになってきます。このことが大切です。 

③ 心がきたえられる 

家庭学習の最大の敵はテレビやゲームです。「このゲーム終わったらする」と  

か「この番組が終わったらやる」といったような経験はありませんか。

だけど、このようなことをいつもやっていたら、家庭学習の習慣は身に

付きません。心 が弱い人です。この敵に勝つことによって強い心にな

っていきます。テレビやゲームの時間も決めておくことが大切です。 

④ 集中力が付く 

楽しいことをしている時、時間があっという間に過ぎてしまうという   

経験はありませんか？あっという間に過ぎるということは、「他のこと

を何も考えずに、その遊びに夢中になっていた」からです。毎日、

時間決めてやっていると、この集中力が身に付いていきます。 

 



Ⅱ 家庭学習について（保護者の方へのお願い） 
この家庭学習が効果の上がるものになるかどうかは保護者の方のご協力のいかんにか 

かってきます。子どものやる気を引き出すようなはたらきかけをお願いします。 

① 決まった時間に毎日こつこつする 

学校では、各学年に応じた宿題を毎日出しています。家庭学習はとにかく毎日続けるこ  

とが大切なのです。習い事やお出かけ等で予定が組みにくい日もあるかと思いますが、そ   

の場合は、先に済ませるとかテレビやゲームはなしにするなどして時間を生み出すことも 

必要になってきます。ご家族で十分話し合い、実行してください。 

② 集中して学習する 

学力を伸ばすためには、集中して学習に取り組むことが大切です。長時間学習することで成果が上がるとは言えません。短時間

で集中して勉強することが長続きのこつです。学年×１０分を目安にして集中して頑張ることを心がけてください。 

③ 家庭学習をしている時は、テレビを消す 

テレビを見ながら、おやつを食べながらの「ながら勉強」は厳禁です。また、テレビの音が聞こえるような環境も子どもは集中

できません。見たい番組はビデオに録画するなどの工夫をしましょう。静かに学習できる環境をつくってあげるのは親の役目です。 

④ 子どものがんばりを認め、ほめて励ます 

親や教師が、子どものがんばりを認め、ほめたり励ましたりすることにより、自信がつき、進んで学習しようという意欲が高ま

ります。ほめたり励ましたりと叱ったりのバランスが大切です。 

⑤ 学力アップは規則正しい生活から 

「早寝、早起き、朝ご飯」は、生活リズムの大原則です。生活のリズムを整えることが学力向上につながることは、調査でも明

らかになってきています。夜遅くまで勉強して睡眠時間が少ない子よりも７時間以上睡眠時間を確保している子の方が成績がよい

というデータもあるそうです。 



Ⅲ 家庭学習の方法 
１．勉強を始める時間を決め、守りましょう。 

２．毎日４０分～６０分がんばって勉強しましょう。 

３．勉強するときはテレビを消しましょう。 

４．机の上をかたづけてから始めましょう。 

５．宿題が終わったら、次の日の準備をしましょう。 

 

Ⅳ 家庭学習の例（宿題以外） 

国語   

○家で買った問題集があれば、続けてやっていく 

○漢字の学習をする 

・習った漢字を書く 

・習っていない漢字を辞書や教科書で調べて練習する 

・熟語や短文づくりをする 

・漢字しりとりをする（理科→科学→学校→校舎・・・） 

○教科書の文章を音読したり覚えたりする 

・読み方を工夫する（様子がわかるように・会話に気をつけて・すらすらと早めに読む・まちがえずになど） 

・意味がわからない言葉は辞書で調べる 

・辞書で調べた言葉のページに付箋（ふせん）をはる・・・付箋がたくさん増えていって励みになります 

○視写をする 

・教科書の文などをその通りに丁寧に写す 

・１０分でどれだけ写せるか 

○ことわざや慣用句（かんようく）を調べる 

○漢字の成り立ちを調べる 



○言葉の意味調べをする 

○熟語（じゅくご）や単文作りをする 

○ローマ字の練習をする 

○真野小学校のホームページにある問題をする 

○文章（作文や日記、お話しなど）を書く 

 

※いろんな文を書いてみよう。 

 ○○といえば シリーズ 

「月曜日といえば」「黄色のものといえば」「真野小学校といえば」「かっこいいものといえば」「○○先生といえば」 

「滋賀県といえば」 など 

 方法 シリーズ 

「漢字テストでずーっと満点をとる方法」「人を大わらいさせる方法」「学校をもっと楽しくする方法」 

「私（ぼく）が考えた席替えの方法」「ともだちを１００人つくる方法」「寒いときのぞうきんのしぼりかた」 

「教室のそうじの仕方 」「○○料理のつくり方」「けしごむの粉の使い道」など 

 もしも シリーズ 

「もしも自分が校長先生だったら？」「もしも自分がとうめい人間だったら？」「もしも自分がもうひとりいたら？」 

「もしも朝起きたら、犬だったら？」「もしも私（ぼく）が男（女）だったら？」「もしも一億円があったら？」など 

・説明 シリーズ 

「私の週末のお楽しみを紹介します！」「昨日見た夢を紹介します！」「私（ぼく）のおすすめの本を紹介します！」 

「私のすきな食べ物ベスト３」「私のすきな動物ベスト３」「自分の名前のゆらい」 など 

 ちがい シリーズ 

「家と学校とのちがい」「始業式に教室にきて気づいたこと」「学校とじゅくのちがい」「４年生と５年生のちがい」 など 

算数  

○家で買った問題集があれば、続けてやっていく 

○教科書やドリルの問題をもう一度やってみる 

○自分で問題を作り、それを解いていく 



○計算名人をめざす 10回たしざん、ひきざん名人、100 ます九九名人 

○テストでまちがえた問題をする 

・教科書やドリルの中でよく似た問題を解く 

○図形を実際にかいてみる 

・定規やコンパス・分度器を使って三角形や平行四辺形などをかく 

・コンパスで模様づくりをする 

○単位の復習をする 

・ｋｍ→ｍ ｋｇ→ｇ などのように別の単位に置きかえてみる 

    ○チラシで何割引や何パーセント引などの計算をしてみる 

○真野小学校のホームページにある問題をする 

社会  

○家で買った問題集があれば、続けてやっていく 

○教科書や資料集を見て、大切なことを自分でまとめる 

○時代名を覚える 

・出来事をまとめる 

・その当時の人々の暮らしをまとめる 

○世界の国の名前や位置調べる 

○都道府県名や国名を覚える（県や国の特徴を一緒に覚えると忘れない） 

○教科書や資料集の図・グラフ・表・写真を見て、わかることをまとめる 

○新聞記事を切り抜いて貼り、感想を書く（ノートを１冊用意するとよい） 

・内容を短くまとめる 

・わかったこと、考えたこと、感じたこと、不思議だと思ったことを書く 

○興味のあることについて、調べまとめる 

・国旗、県、国、湖に住む魚、歴史上の人物など 

 



理科  

○家で買った問題集があれば、続けてやっていく 

○学校で習ったことをもう１度まとめる 

○何かを続けて観察する 

・植物、家で飼っている動物の観察記録をつける 

○自由研究に挑戦する 

・不思議ノートを１冊つくる 

・不思議に思ったことを本やインターネットで調べる 

・興味のあることを毎日記録していく 

・毎日の天気図を集める 

○実験に関係あることを本などで調べる 

その他  

・ 読書をしましょう。見えない学力を高めます。 

・ 「なぜ？」「どうして？」という気持ちをいつも持ちましょう。 

・国語辞典、漢字辞典、その他図鑑を身近に置いて調べましょう。 

・日本地図、世界地図、地球儀を身近に置いて調べましょう。 

・小学生新聞など、新聞に目を通してみましょう。 

・ニュース番組を親子で見て話し合いましょう。 

・自然や生き物とふれあい、観察してみましょう。 

・詩の暗唱をしましょう。 

・余裕があれば、市販のドリルや問題集にも取り組んでみましょう。 

・将棋や囲碁、オセロなど頭を使うゲームをしましょう。 

 

 



○１．２年生学習時間の目安は２０分程度 

※ポイント 

○子どもの学習に関心を！ 

「家でも勉強する」という習慣をつけましょう。 

○学習環境について 

学習机など「いつも決まった場所」をつくりましょう。テ

レビは消す。または、せめて音量を下げるように家族が協

力してあげてください。 

○親子でいっしょに点検を！ 

学校からの連絡やお便りをいっしょに確かめましょう。 

 

Ⅳ 各学年の家庭学習について 
各学年の子どもたちの発達段階に応じた保護者としての関わり方や学習の重点箇所などについてまとめていますので参考にし

てください。          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１年生＞ 

・時間割や忘れ物の点検ができる。 

・鉛筆を自分で削ることができる。 

・鉛筆を正しくもって字が書ける。 

・平仮名や片仮名の清音が読めて書ける。 

・助詞「てにをは」を使い分けて文章を書く。 

・１年生で習う漢字が全て読め８割以上書ける。 

・たし算やひき算が正確にできる。 

・時計を見て、何時何分か読むことができる。 

＜２年生＞ 

・２年生で習う漢字が全て読め８割以上書ける。 

・順序よく話をすることができる。 

・九九がすらすら言える。 

・たし算、ひき算、かけ算が速くできる。 

・定規を使って筆算を書きながら、計算できる。 

・決められた長さの直線を正確に引くことができる。 

 

こんな時期です 

○ 何でも知りたがっています。 

○ がんばったこと、よいところをほめてほしいと

思っています。 

○ 一人で学習することや、やり方を決めることは

まだ難しいです。 

◇いっしょにして、やる気をおこす。 

◇いっしょに、学習内容ややり方を決めましょう。

できたことをほめることで、意欲が高まります。 

 

 

 

 

１．２年 

取り組みの例 



○３．４年生学習時間の目安３０分～４０分 

※ポイント 

○子どもの学習に関心を！ 

がんばりを見逃さず、励ましの言葉をかけましょう。 

○学習環境について 

学習を始める時間をいっしょに決めましょう。 

ﾃﾚﾋﾞやｹﾞｰﾑは家族で話し合って時間を決めましょう。 

○家庭と学校の協力 

学校からのお便りを家族に手渡す習慣をつけましょう。 

置く場所を決めておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．４年 

こんな時期です 

○ いろいろなことに興味を示し、行動範囲も広が       

ります。 

○ 好きなことに熱中するようになります。 

○ 自分でやろうとすることが増えてきますが、ま  

だ手助けは必要です。 

◇認めて、ほめて、自信をつける◇ 

家族の温かいアドバイスや励ましの言葉によって

やる気を起こします。 

宿題をみるなど手助けして応援すると、少しずつ自

分でできるようになります。 

 

 

＜３年生＞ 

・３年生で習う漢字の全てが読め８割以上書ける。 

・短い詩や百人一首をいくつか暗唱できる。 

・簡単なことわざを知っている。 

・主語と述語の意味がわかる。 

・国語辞典で意味を調べられる。 

・かけ算やわり算など正しい手順で計算できる。 

・はかりをつかって重さが読める。 

・コンパスで二等辺三角形や円が描ける。 

・東西南北がわかる。 

・ローマ字を適切に読み書きできる。 

・分母が同じ分数のたし算・ひき算ができる。 

＜４年生＞ 

・４年生で習う漢字の全てが読め８割以上書ける。 

・国語辞典や漢字辞典を手元に置いて使う。 

・文と文のつながりを指示語や接続語で考える。 

・わり算の筆算ができる。 

・小数のかけ算・わり算ができる。 

・倍を使った文章題が正しくできる。 

・地図を使って地名を調べることができる。 

・４７都道府県の位置が分かり、正しく名前を書くこ

とができる。 

取り組みの例 



○５・６年生学習時間の目安５０分～６０分 

※ポイント 

○子どもの学習に関心を！ 

計画を立てて自力で学習を進めるように見守りましょう。 

・子どものちょっとしたがんばりをほめる。 

・他の子と比べず、昨日のわが子と比べてほめる。 

○学習環境について 

自分に合った生活リズムをつくりましょう。 

○家庭と学校の協力 

思春期を迎え、子どもの心と体について気になることがあれ

ば、担任の先生と話し合いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．６年 

こんな時期です 

○ 自分でできると思っているので、言葉かけに配

慮が必要です。 

○ 得意な教科や苦手な教科を意識するようになり

ます。 

○ 体も心も急激に変化します。バランスがくずれ、

不安定になることもあります。成長を見守ってほ

しいと思っています。 

◇見守って伸ばす◇ 

子どもの話をよく聞き、成長を温かく見守ることで

将来の夢や目標をもって努力するようになります。 

 

＜５年生＞ 

・５年生で習う漢字の全てが読め８割以上書け

る。 

・今まで習った漢字を使った熟語の８割以上が

書ける。 

・分母が違う分数のたし算・ひき算ができる。 

・百分率を使った問題を解くことができる。 

・日本や世界の国々の主な国の位置を正しく示 

すことができる。 

・パソコンでローマ字入力ができる。 

＜６年生＞ 

・小学校で習得すべき漢字のすべてが読め、８

割以上の漢字が書ける。 

・小学校で習う漢字を使った熟語の８割以上が

正しく書ける。 

・古文のいくつかを暗唱できる。 

・分数のたし・ひき・かけ・わり算ができる。 

・歴史上の人物や出来事について、だいたい説

明できる。 

・重要な年号を３０程度覚える。 

・日本国憲法の前文を暗唱できる。 

・三権分立など、用語のだいたいが説明できる。 

・理科の実験器具の正しい扱い方を知ってい

る。 

・パソコンで速くローマ字入力ができる。 

 

取り組みの例 


