
２ 年 生 の ま い 日  パート２ 

                   ２年  組  名前（            ） 

こく

ご 

① かんじのれんしゅうドリル・ドリルノート・・・１日１もじ、話から長まで 「読んでみよう」13 「書いてみよう」14 

※かんじドリルノートのつかいかたは、まえにわたした「２ねんせいのまい日」をさんこうにしてください。 

② プリント・・・・・・・・・・・・・・・・・・うらに こたえが あるので、〇をつけましょう。こたえに ちゅういするところが 〇でかいてあります。 

③ きょうかしょの学しゅう・・・・・・・・・・・おんどくした あと、プリントの もんだいに こたえましょう。 

④ どくしょ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５さつは よみましょう。（よんだら 「どくしょきろくカード」に かきましょう。） 

⑤ にっき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１しゅうかんに１日、あったことを にっきに かきましょう。 

さん

すう 

① プリント・・・・・・ まいにち １まい （こたえが うらに あるので ○も つけましょう。） 

② かけざん 九九・・・ おぼえて くちに だして いえるように しましょう。 

③ けいさんドリル・・・ けいさんドリルノートに  

④ きょうかしょ・・・・ ひょうとグラフ、２けたのたしざんとひきざん （こたえの プリントを つかって 〇を つけましょう。） 

せい

かつ 

① はるをさがそう・・・・・ かんさつカードに（きょうかしょ下 8・９ページ）２まい 

② がっこうまでのみち・・・ がっこうまでの みちを かきましょう。（きょうかしょ下 23ページ）＜ がようし 小２まいを つなげて かきましょう。＞ 

③ とまとのかんさつ・・・・ なえ→さいしょと２しゅうかんご ２まい  

※いえの ひとに てつだって もらって、 なえを がっこうから もって かえって かんさつ しましょう。 

たい

いく 

「うんどうのとりくみカード」を みて、いろいろな うんどうに ちょうせん しましょう。（１日 10ぷんは うんどう しましょう。） 

ず 

こう 

① ひみつのたまご （くわしくは、プリントに かいて あるので、よく みて とりくんで ください。 ） 

② にぎにぎねんど おもいでをかたちに（いろいろ つくりましょう。できたら こわすまえに しゃしんに とって のこしておくと いいですね。） 

音 

がく 

① プリント・・・・・・・・おんがくの きごうを かく れんしゅう（しぶおんぷ・しぶきゅうふ・はちぶおんぷ・はちぶきゅうふ・にぶおんぷ・にぶきゅうふ） 

② けんばんハーモニカ・・・「ともだちになるために」 れんしゅう 

③ うた・・・・・・・・・・「うたはともだち」に のっている うたで すきな きょくを えらんで うたいましょう。 

おうち

のこと 

うちの しごとの、おてつだいを して みましょう。（いえの ひとと そうだんして じぶんの できる はんいで おてつだい しましょう。） 

① せんたくものを、ほす／たたむ  ② しょっきを、あらう  ③ そうじきを、かける  ④ おふろそうじをする  ⑤ ごみすて  ⑥しょくじの、じゅんび 

など、おうちの ひとに きいて、 けいかくを たてて みましょう。ひとの やくに たつと、きもちが いいですよ。 



ひづけ 5月 11日 5月 12日 5月 13日 5月 14日 5月 15日 5月 16日 5月 17日 

ようび 月 火 水 木 金 土 日 

こく

ご 

漢字 「話」（かんじドリ

ルノートにします。） 

こくごプリント 1まい 

おんどく（ふきのとう） 

プリント（ふきのとう） 

漢字 「聞」（かんじドリ

ルノートにします。） 

こくごプリント 1まい 

おんどく（はながさいた） 

きょうかしょ３１ページ 

漢字 「黄」（かんじドリ

ルノートにします。） 

こくごプリント 1まい 

おんどく（はながさいた） 

プリント（はるがいっぱい） 

漢字 「色」（かんじドリ

ルノートにします。） 

こくごプリント 1まい 

おんどく（きょうのできごと） 

きょうかしょ 32ページ 

漢字 「黒」（かんじドリ

ルノートにします。） 

こくごプリント 1まい 

おんどく（きょうのできごと） 

プリント（きょうのできごと） 

  

さん

すう 

プリント １まい 

（ひょうとグラフ①②）  

 

九九 二のだん ３回 

九九 五のだん ３回 

プリント １まい 

（ひょうとグラフ③④）  

 

九九 五のだん ３回 

九九 三のだん ３回 

プリント １まい 

（ひょうとグラフ⑤⑥）  

 

九九 三のだん ３回 

九九 四のだん ３回 

プリント １まい 

（ひょうとグラフ 

 力だめし（１））  

九九 四のだん ３回 

九九 六のだん ３回 

プリント １まい 

（ひょうとグラフ 

 力だめし（２）） 

九九 六のだん ３回 

九九 七のだん ３回 

  

せい

かつ 

じぶんで けいかくを たて

て、書きこんで みよう！  

      

たい

いく 

カードを みて、１日 10 分 

からだを うごかそう。 

      

ず 

こう 

じぶんで けいかくを たて

て、書きこんで みよう！ 

      

おん

がく 

じぶんで けいかくを たて

て、書きこんで みよう！  

      

おうち

のこと 

じぶんで けいかくを たて

て、書きこんで みよう！ 

      

ふり 

かえり 

◎  〇 △ × 
      



ひづけ 5月 18日 5月 19日 5月 20日 5月 21日 5月 22日 5月 23日 5月 24日 

ようび 月 火 水 木 金 土 日 

こく

ご 

漢字 「太」（かんじドリ

ルノートにします。） 

こくごプリント 1まい 

おんどく（いなばの白うさぎ） 

きょうかしょ 144・145ページ 

漢字 「毛」（かんじドリ

ルノートにします。） 

こくごプリント 1まい 

おんどく（いなばの白うさぎ） 

きょうかしょ 14６・14７ページ 

漢字 「高」（かんじドリ

ルノートにします。） 

こくごプリント 1まい 

おんどく（いなばの白うさぎ） 

きょうかしょ 144～147ページ 

漢字 「風」（かんじドリ

ルノートにします。） 

こくごプリント 1まい 

おんどく（いなばの白うさぎ） 

きょうかしょ 144～147ページ 

漢字 「晴」（かんじドリ

ルノートにします。） 

こくごプリント 1まい 

プリント（いなばの白うさぎ） 

きょうかしょ 144～147ページ 

  

さん

すう 

けいさんドリル２ 

（けいさんドリルノー

トにする。） 

九九 七のだん ３回 

九九 八のだん ３回 

けいさんドリル３ 

（けいさんドリルノート

にする。） 

九九 八のだん ３回 

九九 九のだん ３回 

けいさんドリル４ 

（けいさんドリルノート

にする。） 

九九 九のだん ３回 

九九 二のだん ３回 

けいさんドリル５ 

（けいさんドリルノート

にする。） 

九九 二のだん ３回 

九九 五のだん ３回 

きょうかしょ 

28～３０ページ  

もんだいを といて かきこむ。 

九九 五のだん ３回 

九九 三のだん ３回 

  

せい

かつ 

       

たい

いく 

       

ず 

こう 

       

おん

がく 

       

おうち

のこと 

       

ふり 

かえり 

◎  〇 △ ×       



ひづけ 5月 25日 5月 26日 5月 27日 5月 28日 5月 29日 5月 30日 5月 31日 

ようび 月 火 水 木 金 土 日 

こく

ご 

漢字 「多」（かんじドリ

ルノートにします。） 

 

こくごプリント 1まい 

おんどく（たんぽぽのちえ）

きょうかしょ 42・43ページ 

かんじドリル 13（かんじ

ドリルノートにぜんぶの文を

ひらがなでかきます。） 

こくごプリント 1まい 

おんどく（たんぽぽのちえ） 

きょうかしょ 44・45ページ 

かんじドリル 14（かんじド

リルノートにぜんぶの文をかん

じかなまじり文でかきます。） 

こくごプリント 1まい 

おんどく（たんぽぽのちえ） 

きょうかしょ 46・47ページ 

漢字 「形」（かんじドリ

ルノートにかきます。） 

 

こくごプリント 1まい 

おんどく（たんぽぽのちえ）

きょうかしょ 42～44ページ 

漢字 「長」（かんじドリ

ルノートにかきます。） 

 

こくごプリント 1まい 

おんどく（たんぽぽのちえ）

きょうかしょ 45～47ページ 

  

さん

すう 

プリント １まい 

（たしざん①②）  

 

九九 三のだん ３回 

九九 四のだん ３回 

プリント １まい 

（２けたのたしざん①②）  

 

九九 四のだん ３回 

九九 六のだん ３回 

きょうかしょ 

32～34ページ  

もんだいをといてかきこむ。 

九九 六のだん ３回 

九九 七のだん ３回 

プリント １まい 

（２けたのひきざん①②） 

 

九九 七のだん ３回 

九九 八のだん ３回 

けいさんドリル 9 

（けいさんドリルノートに

する。） 

九九 八のだん ３回 

九九 九のだん ３回 

  

せい

かつ 

       

たい

いく 

       

ず 

こう 

       

おん

がく 

       

おうち

のこと 

       

ふり 

かえり 

◎  〇 △ ×       



 


