
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

もくひょうまで たりない じかん らいしゅうは こうする！

もくひょう じかん　　　　　ふん　

たっせい チェック こんしゅうの はんせい

プラスマイナス

もくひょうまで たりない じかん らいしゅうは こうする！

もくひょう じかん　　　　　ふん　

たっせい チェック こんしゅうの はんせい

プラスマイナス

もくひょうまで たりない じかん らいしゅうは こうする！

もくひょう じかん　　　　　ふん　

たっせい チェック こんしゅうの はんせい

プラスマイナス

もくひょうまで たりない じかん らいしゅうは こうする！

もくひょう じかん　　　　　ふん　

たっせい チェック こんしゅうの はんせい

プラスマイナス

もくひょうまで たりない じかん らいしゅうは こうする！

もくひょう じかん　　　　　ふん　

たっせい チェック こんしゅうの はんせい

プラスマイナス

12月
日 月 火 水 木 金 土

（例1） （例2） 1 2 3 しゅうの もくひょう ごうけい じかん

1

１時間 00分

3

１時間 00分 じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん
じかん　　　　　　　ふん　　

じっさいの ごうけい じかん 先生印

＋10分 ー30分

○ ×

じかん　　　　　　　ふん　　

4 5 6 7 8 9 10 しゅうの もくひょう ごうけい じかん

じかん　　ふん
じかん　　　　　　　ふん　　

じっさいの ごうけい じかん

じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん

先生印

じかん　　　　　　　ふん　　

17 しゅうの もくひょう ごうけい じかん

じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん
じかん　　　　　　　ふん　　

11 12 13 14 15 16

じっさいの ごうけい じかん 先生印

じかん　　　　　　　ふん　　

18 19 20 21 22 23 24 しゅうの もくひょう ごうけい じかん

じかん　　ふん
じかん　　　　　　　ふん　　

じっさいの ごうけい じかん

じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん

先生印

じかん　　　　　　　ふん　　

30 しゅうの もくひょう ごうけい じかん

じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん
じかん　　　　　　　ふん　　

25 26 27 28 29 30

じかん　　　　　　　ふん　　

じっさいの ごうけい じかん 先生印

12月の

ふりかえり

1月は

こうする！

先生

より

12月の

もくひょう

⑤ もくひょうを もとに，ひびの けいかくを たてて，じっせんしよう！

さいしょに かきましょう！④の ひょうの ばんごうを かきましょう。

ひょうを つくっていない人は，

がくしゅうする ないようを ことばで かきましょう。



 

もくひょうまで たりない じかん らいしゅうは こうする！

もくひょう じかん　　　　　ふん　

たっせい チェック こんしゅうの はんせい

プラスマイナス

もくひょうまで たりない じかん らいしゅうは こうする！

もくひょう じかん　　　　　ふん　

たっせい チェック こんしゅうの はんせい

プラスマイナス

もくひょうまで たりない じかん らいしゅうは こうする！

もくひょう じかん　　　　　ふん　

たっせい チェック こんしゅうの はんせい

プラスマイナス

もくひょうまで たりない じかん らいしゅうは こうする！

もくひょう じかん　　　　　ふん　

たっせい チェック こんしゅうの はんせい

プラスマイナス

もくひょうまで たりない じかん らいしゅうは こうする！

もくひょう じかん　　　　　ふん　

たっせい チェック こんしゅうの はんせい

プラスマイナス

1月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 しゅうの もくひょう ごうけい じかん

じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん
じかん　　　　　　　ふん　　

じっさいの ごうけい じかん 先生印

じかん　　　　　　　ふん　　

8 9 10 11 12 13 14 しゅうの もくひょう ごうけい じかん

じかん　　ふん
じかん　　　　　　　ふん　　

じっさいの ごうけい じかん

じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん

先生印

じかん　　　　　　　ふん　　

21 しゅうの もくひょう ごうけい じかん

じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん
じかん　　　　　　　ふん　　

15 16 17 18 19 20

じっさいの ごうけい じかん 先生印

じかん　　　　　　　ふん　　

22 23 24 25 26 27 28 しゅうの もくひょう ごうけい じかん

じかん　　ふん
じかん　　　　　　　ふん　　

じっさいの ごうけい じかん

じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん

先生印

じかん　　　　　　　ふん　　

しゅうの もくひょう ごうけい じかん

じかん　　ふん じかん　　ふん じかん　　ふん
じかん　　　　　　　ふん　　

29 30 31

じかん　　　　　　　ふん　　

じっさいの ごうけい じかん 先生印

1月の

ふりかえり

2か月間の

ふりかえり

先生

より

1月の

もくひょう

⑥ 12月の はんせいを いかした けいかくを たてて

じっせんしよう！
さいしょに かきましょう！


