
２年生 学しゅうけいかくひょう 

 
1 じかんめ（8:45～9:30） 2 じかんめ（9:40～10:25） 3 じかんめ(10:50～11:35) じかんがのこったらやってみよう ◎〇△ 

５月１１日 

月よう日 

【こくご】 

１．ふきのとうのお話を読みま 

しょう。 

２．プリント「ふきのとう１」をやり

ましょう。 

☆かん字ドリル７①～⑦を３か

いずつノートにれんしゅうして

みよう。 

【さんすう】 

１．けいさんカード（１かいずつ） 

２．九九のうたを読みましょう。 

３．きょうかしょ８・９ページをよみ

ながら、プリント「わかりやすく

あらわそう①②③」をやりまし

ょう。 

☆１１８ページ㋐をノートにやっ

てみよう。 

 

【生かつ】 

プリント「こんしゅうのお手つだい

けいかくひょう」をつくりましょう。 

・やること、お手つだいのポイン

トを１１～１９日までけいかくを

立てよう。 

☆生かつのきょうかしょ（下）を

読んでみましょう。 

☆のマークは、じかんがあ 

まったらやってほしいこ 

とです。１・２・３じかん 

目のあいだは、学しゅうす 

るじかんにしましょう。 

きょうかしょの会しゃが 

学しゅうコンテンツをの 

せているもののあるので、 

おうちの人とつかってみ 

ましょう。 

☆ひこなり小学校のホームページにのって

いる「かてい学しゅうコーナー」のものに、

とりくんでみよう。 

☆おんがくのきょうかしょを見て、けんばんハ

ーモニカでひいてみよう。 

☆百マスけいさんをつくってやってみよう。 

☆本を読んでみよう。 

☆かけざん九九をおぼえてみよう。 

☆ねん土をつかっていろいろなものをつくっ

てみよう。 

☆さんすうセットであそんでみよう。 

 

５月１２日 

火よう日 

【こくご】 

１．ふきのとうのお話を読みま 

しょう。 

２．プリント「ふきのとう２」をやり

ましょう。 

☆かん字ドリル７①～⑦を３か

いずつノートにれんしゅうして

みよう。 

【さんすう】 

１．けいさんカード（１かいずつ） 

２．九九のうたを読みましょう。 

３． きょうかしょ１３・１４ページを

よみながら、プリント「たしざん

のしかたをかんがえよう①」を

やりましょう。 

☆３８ページおぼえているかな

をノートにやりましょう。 

 

 

 

 

【ずこう】 

１．８ページ「すきなことなあに」

を読みましょう。 

２．プリント「すきなことなあに」に

クレヨン・いろえんぴつ・カラ

ーペンなどでかきましょう。 

☆お絵かき・ねんど・おりがみ

からえらんで、すきなことをし

ましょう。 

 

◎がんばった 〇ふつう △がんばれなかった 



 1 じかんめ（8:45～9:30） 2 じかんめ（9:40～10:25） 3 じかんめ(10:50～11:35) ◎〇△ 

５月１３日 

水よう日 

【こくご】 

１．ふきのとうのお話を読みま 

しょう。 

２．プリント「ふきのとう３」をやり

ましょう。 

☆かん字ドリル７①～⑦を３か

いずつノートにれんしゅうして

みよう。 

【さんすう】 

１．けいさんカード（１かいずつ） 

２．九九のうたを読みましょう。 

３．きょうかしょ１５ページをよみな

がら、プリント「たしざんのしか

たをかんがえよう②」をやりま

しょう。 

☆１１８ページ㋑をノートにやりましょう。 

【どうとく】 

１．４・５ページを読みましょう。 

２．８・９ページ「じぶんのことを

書いてみよう」をやりましょう。 

☆どうとくのきょうかしょを読みま

しょう。 

☆のマークは、じかんがあ 

まったらやってほしいこ 

とです。１・２・３じかん 

目のあいだは、学しゅうす 

るじかんにしましょう。 

きょうかしょの会しゃが 

学しゅうコンテンツをの 

せているもののあるので、 

おうちの人とつかってみ 

ましょう。 

☆ひこなり小学校のホームページ

にのっている「かてい学しゅうコー

ナー」のものに、とりくんでみよう。 

☆おんがくのきょうかしょを見て、け

んばんハーモニカでひいてみよ

う。 

☆百マスけいさんをつくってやって

みよう。 

☆本を読んでみよう。 

☆かけざん九九をおぼえてみよう。 

☆ねん土をつかっていろいろなもの

をつくってみよう。 

☆さんすうセットであそんでみよう。 

 

５月１４日 

木よう日 

【こくご】 

１．ふきのとうのお話を読みま 

しょう。 

２．プリント「ふきのとう４」をやり

ましょう。 

☆かん字ドリル８①～⑦を見な

がらノートにテストしてしてみよ

う。 

【さんすう】 

１．けいさんカード（１かいずつ） 

２．九九のうたを読みましょう。 

3． きょうかしょ１６ページをよみ

ながら、プリント「たしざんのし

かたをかんがえよう③」をやり

ましょう。 

☆３８ページたし算パズルをノートにやりましょう。 

【おんがく】 

１．「２年生音楽」のプリントを 

やりましょう。 

※うたをきくことができるコンテンツが

あります。おうちの人とそうだんして

つかえる人はつかってみましょう。 

☆すきなうたをうたったり、おどっ

たりしてみましょう。 

 

５月１５日 

金よう日 

【こくご】 

１．ふきのとうのお話を読みま 

しょう。 

２．プリント「ふきのとう５」をやり

ましょう。 

☆かん字ドリル７⑧～⑭を３か

いずつノートにれんしゅうして

みよう。 

【さんすう】 

１．けいさんカード（１かいずつ） 

２．九九のうたを読みましょう。 

3． きょうかしょ１７ページをよみ

ながら、プリント「たしざんのし

かたをかんがえよう④」をやり

ましょう。 

☆２２ページ１ ２をノートにやりましょう。 

【生かつ】 

１．学校の中で、１年生におすす

めしたいばしょをかんがえよう。 

２．プリント「１年生におしえてあげよ

う」をやりましょう。 

☆生かつのきょうかしょを読んでみ

ましょう。 

 

 

 

 

じかんがのこったらやってみよう 

 



 1 じかんめ（8:45～9:30） 2 じかんめ（9:40～10:25） 3 じかんめ(10:50～11:35) ◎〇△ 

５月１８日 

月よう日 

【こくご】 

１．３０・３１ページ「春がいっぱ

い」を読みましょう。 

２．プリント「春がいっぱい」を 

やりましょう。 

☆かん字ドリル７⑧～⑭を３か

いずつノートにれんしゅうして

みよう。 

【さんすう】 

１．けいさんカード（１かいずつ） 

２．九九のうたを読みましょう。 

3． きょうかしょ１８ページをよみ

ながら、プリント「たしざんのし

かたをかんがえよう⑤」をやり

ましょう。 

☆１１８ページ㋒をノートにやり

ましょう。 

【ずこう】 

１．９ページ「くっつきマスコット」 

 を読みましょう。 

２．プリント「くっつきマスコット」に

どんなものをつくりたいか、け

いかくをたてましょう。 

☆お絵かき・ねんど・おりがみ

からえらんで、すきなことをし

ましょう。 

☆のマークは、じかんがあ 

まったらやってほしいこ 

とです。１・２・３じかん 

目のあいだは、学しゅうす 

るじかんにしましょう。 

きょうかしょの会しゃが 

学しゅうコンテンツをの 

せているもののあるので、 

おうちの人とつかってみ 

ましょう。 

☆ひこなり小学校のホームページにのっている「か

てい学しゅうコーナー」のものに、とりくんでみよう。 

☆おんがくのきょうかしょを見て、けんばんハーモニカ

でひいてみよう。 

☆百マスけいさんをつくってやってみよう。 

☆本を読んでみよう。 

☆かけざん九九をおぼえてみよう。 

☆ねん土をつかっていろいろなものをつくってみよう。 

☆さんすうセットであそんでみよう。 

 

５月１９日 

火よう日 

【こくご】 

１．３４～３７ページ「ともだちをさ

がそう」を読みましょう。 

２．プリント「ともだちをさがそう」を

やりましょう。 

☆かん字ドリル７⑧～⑭を３か

いずつノートにれんしゅうして

みよう。 

【さんすう】 

１．けいさんカード（１かいずつ） 

２．九九のうたを読みましょう。 

3． きょうかしょ１９ページをよみ

ながら、プリント「たしざんのし

かたをかんがえよう⑥」をやり

ましょう。 

☆１１８ページ㋓をノートにやり

ましょう。 

【どうとく】 

１．１０・１１ページ「わたしの 

学校」を読みましょう。 

２．プリント「わたしの学校」を 

やりましょう。 

☆どうとくのきょうかしょを読みま

しょう。 

 

じかんがのこったらやってみよう 

 

★がっこうでも もういちど べんきょうを しますが、 

まえもってべんきょう しておきましょう。わからないと

ころは、学校がはじまったら先生にきいてください。 

★がっこうが はじまったら べんきょうした ことを 

 あつめます。やりのこしの ないように しましょう。 

はやね・はやおき・あさごは

んは、できていますか？朝お

きたら、カーテンをあけて、

あさの光をあびるとすっき

り一日がすごせますよ。やっ

てみてね♪ いとう先生より 

２年生のみなさん、こんに

ちは。長い休みをたのしく

すごすために、どんなこと

ができるか、おうちの人と

いっしょにかんがえてみま

しょう！ わぐり先生より 

みなさん、元気ですか？は

やくみんなに会えるの楽し

みにしています。べんきょ

うだけでなく、うんどうを

して体をうごかして下さ

い。まつだせんせいより 



 


