
５年生のイエスタ 
１ めやすの時間  ５０分以上 
  毎日１０分程度の音読 ＋ 宿題 ＋ 自分で決めた勉強（塾等を含む） 
  塾などの人によって勉強量がちがいます。勉強時間全体を調整しながら 
  無理なく続けられる時間と内容を設定します。 

  
２ 確かめ 

正解が分かる課題は，できるだけ自分で丸つけをします。間違いはすぐに直します。 
勉強したものは家（塾や家庭教師など）の人に確認してもらいます。 

    
３ 宿題以外の自主学習例 

  （国語）意味調べ 漢字を読む，書く，使う練習（短文づくり） 視写 
物語の一人読み テーマ読書（作家，登場人物などテーマを決めて） 

  （算数）計算練習 文章題練習 文章題づくり 市販の参考書や問題集を使った学習 
  （その他の教科） 自分で決めたテーマの調べ学習や自由研究 
      農業や漁業，工業について調べる 世界の国々の様子を調べる 
      実験レポートづくり 
      塾や習い事の宿題や課題 
  （英語）学習している４００英単語の読み書き，発音 
     

自分のアイデアで自由に内容を計画しましょう 
 
 

６年生のイエスタ 
１ めやすの時間  ６０分以上 
  毎日１０分程度の音読 ＋ 宿題 ＋ 自分で決めた勉強（塾等を含む） 
  塾などの人によって勉強量がちがいます。勉強時間全体を調整しながら 
  無理なく続けられる時間と内容を設定します。 

  
２ 確かめ 

正解が分かる課題は，できるだけ自分で丸つけをします。間違いはすぐに直します。 
勉強したものは家（塾や家庭教師など）の人に確認してもらいます。 

   大人は確認をするくらいで済むように自分で勉強します。 
 
３ 宿題以外の自主学習例 

  （国語）意味調べ 漢字を読む，書く，使う練習（短文づくり） 視写 
物語の一人読み テーマ読書（作家，登場人物などテーマを決めて） 

  （算数）計算練習 文章題練習 文章題づくり 市販の参考書や問題集を使った学習 
  （その他の教科）自分で決めたテーマの調べ学習や自由研究 
      歴史上の出来事や人物 政治の仕組みについて調べる 実験レポートづくり 

 塾や習い事の宿題や課題 
  （英語）学習している４００英単語の読み書き，発音 
 

自分のアイデアで自由に内容を計画しましょう 
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和小の家庭学習”イエスタ”のすすめ 

    学級担任は， 

宿題の点検（丸つけや確認印），音読の

確認を行います。 

宿題以外の自主学習の相談にのります。

自主学習は，提出の義務はありませんが，

提出されたものは確認します。賞賛や励ま

しの言葉がけをします。 

イエスタが 
めざすこと 宿題は 

イエスタ？ 

家庭学習は学力の基盤 
～全国学力学習状況調査から～ 

イエスタ
の基本 

○約７割の児童が家で計画を立てて学習している 

○約６割の児童は，予習・復習を行っている 

○約６割以上が家で１日１時間以上 
勉強している 

○約４割の児童は一日 
３０分以上の読書を 

している 
○家での学習習慣を身に 
つける 

○学習の基礎・基本を確実に 
する 
つける 

○自分に合わせた学習計画を 
立てられるようにする 
つける ○自分で答え合わせができる 

学習の自立 

○宿題もイエスタです 

○学習塾・家庭教師・プ 
リント教材もイエスタです 

○博物館・図書館の見学， 
利用もイエスタです 

○学童・キッズルームでの 
勉強もイエスタです 

○同じ場所，同じ時間帯 
（規則的）で勉強します 

Ｙｅｓタで行います 

○学級ごとに宿題がでます 
○「音読」をイエスタの必修にします 

○音読と宿題以外に必要な勉強は家の人と話し合っ
て，自分で考えて行います。 

○学習時間のめやすは３年生までは 
３０分 ４年生以上は学年×１０分 
 （学年ごとのＹｅｓタを参照） 

 ご家庭へのお願い 

低学年ではおうちの人の手助けが必要です。 

勉強の内容を一緒に考える，勉強場所に一緒にいる，

音読を聞いてあげる，丸つけを一緒にする。  

中学年になったら，自分で丸つけをさせ点検をする，

声かけ（賞賛と励まし）をする。 

高学年では，自分で計画して，自分で答え合わせがで

きる声掛けや環境整備。 

などご協力をお願いします。 

イ エ ス タ は

「家」で 

「スタディー」 

の意味」 



１年生のイエスタ 
１ めやすの時間  １０～３０分 
  毎日５～１０分程度の音読＋宿題   
  塾など人によって勉強量がちがいます。音読の時間を調整し 
  無理なく続けられる時間を設定します。 
２ 場所 
  いつも同じ場所でやります。 
  音読は，リビングやキッチンなどおうちの人に聞いてもらえる場所がよいです。 

勉強の時はテレビやゲーム，マンガなど気になるものを見えないようにして集中 
します。 

 ３ 確かめ 
   音読は聞いてもらった人のサインをもらいます 
   宿題が終わったら，家の人に見てもらいます。（丸つけができるものは，丸つけを 

してもらいます。間違いはすぐに直します。） 
宿題は先生に提出します。 

 ４ 宿題以外の自主学習例 
  （国語）ことば集め（似ている言葉 反対の言葉 など） スラスラ読み 読書 

 読み聞かせ ひらがな練習 カタカナ練習 漢字練習 漢字や言葉を使っ 
た短文づくり 生活日記（２～３行程度） 

  （算数）計算カード練習 計算練習 定規を使って線を引く技能 

        家の人と相談して計画して取り組みましょう 

 

２年生のイエスタ 
１ めやすの時間  ２０～３０分 
  毎日５～１０分程度の音読＋宿題 
  塾など人によって勉強量がちがいます。勉強時間全体を調整しながら 
  無理なく続けられる時間を設定します。 
２ 場所 
  いつも同じ場所でやります。 
  音読は，リビングやキッチンなどおうちの人に聞いてもらえる場所がよいです。 

勉強の時はテレビやゲーム，マンガなど気になるもの見えないようにして集中 
します。 

 ３ 確かめ 
   音読は聞いてもらった人のサインをもらいます 
   丸つけができるものは，家の人と一緒に○つけの練習をします。 

間違いはすぐに直します。 
宿題は先生に提出します。 

 ４ 宿題以外の自主学習例 
  （国語）ことば集め（似ている言葉 反対の言葉 など） スラスラ読み 読書 

読み聞かせ 漢字練習 漢字や言葉を使った短文づくり 視写（教科書） 
生活日記（２～３行程度） 感想文（２０～４０文字程度の文章を作る力） 

  （算数） 九九カード練習 計算練習（百ます計算） 文章題づくり 

家の人と話し合って計画しましょう 

３年生のイエスタ 
１ めやすの時間  ３０分以上 
  毎日１０分程度の音読 ＋ 宿題 ＋ 自分で決めた勉強 
  塾など人によって勉強量がちがいます。勉強時間全体を調整しながら 
  無理なく続けられる時間と内容を設定します。 
２ 場所 
  いつも同じ場所でやります。（課題によっては場所をかえても構いません） 
  勉強の時はテレビやゲーム，マンガなど気になるもの見えないようにすると集中 

できます。 
 ３ 確かめ 
   自分で丸つけができるものは自分でします。間違いはすぐに直します。そのあと家 

の人に確認してもらいます。 宿題は先生に提出します。 
 ４ 宿題以外の自主学習例 
  （国語）ことば学習（意味調べ） 漢字練習 漢字や言葉を使った短文づくり 視写 

生活日記（２～３行程度） 感想文（ ２０～４０文字程度の文章を作る力） 
スラスラ読み テーマ読書（作家，登場人物などテーマを決めて） 

  （算数）計算練習 文章題練習 文章題づくり  
  （社会科）自分で決めた調べ学習（図書館や地域の見学をしながら） 
  （英語） ローマ字練習（ヘボン式） 名前 住所を書く練習 
 

家の人の意見を聞いて計画しましょう 
 
 

４年生のイエスタ 
１ めやすの時間  ４０分以上 
  毎日１０分程度の音読 ＋ 宿題 ＋ 自分で決めた勉強 
  塾などの人によって勉強量がちがいます。勉強時間全体を調整しながら 
  無理なく続けられる時間と内容を設定します 
２ 場所 
  いつも同じ場所でやります。（課題によっては場所をかえても構いません） 
  勉強の時はテレビやゲーム，マンガなど気になるもの見えないようにすると集中 

できます。 
 ３ 確かめ 
   自分で丸つけができるものは自分でします。間違いはすぐに直します。そのあと家 

の人に確認してもらいます。 宿題は先生に提出します。 
 ４ 宿題以外の自主学習例 
  （国語） ことば学習（意味調べ） 漢字練習 漢字や言葉を使った短文づくり 

  視写 物語の一人読み スラスラ読み テーマ読書（作家，登場人物など 
テーマを決めて）  

  （算数） 計算練習 文章題練習 文章題づくり  
  （社会科） 新聞の記事集め 自分で決めた調べ学習（千葉県の学習） 

図書館や興味あるもの） 
  （英語） ローマ字（ヘボン式） 地名や身の回りの物をローマ字で書いて読む練習 

自分で計画を立ててみましょう 


