２年生

５月２５日（月）～５月２９日（金）までの かだい

名まえ（

）

学しゅうをする しゅうかんは、できてきましたか。もんだいを じぶんで といたり、おうちの人に聞いたりして、
「できた！」や「チャレンジした！」が ふえると、どんどん 学しゅうも たのしくなってきますね。こんしゅうは、
２９日（金曜日）に ふりかえりもしますよ。こんしゅう がんばったことを書いて、おしえてくださいね。

（かん字ドリル）
学しゅう

いえの人

した日

のサイン

かならず すること

おけいこちょうは

・あたらしいかん字：２７・２８・２９

まい日、１ページ

・おけいこ⑪～⑮

ずつ します。

（おけいこちょうに、お手本をはってもらおう。）

○は気を つけることを書いています
☆はチャレンジ かだい です
☆あたらしいかん字を おけいこちょうや
こくごちょうに れんしゅうをする。
☆かん字の○×クイズに ちょうせん！
○お手本をよく見て、ていねいに書きます。

（こくご）
ページ

いえの人

学しゅうした日

のサイン

１、きょうか書
４２～４７ページ
７７ページ

５月

日

２、きょうか書
４２～４７ページ
１３２ページ

５月

日

３、きょうか書
５８・５９ページ

５月

日

かならず すること
①「たんぽぽの ちえ」音読

○気を つけること
☆チャレンジ かだい
☆「６, たんぽぽの ちえ①②」ｉプリ⑦⑧

○きょうか書７７ページの〈れい〉を
②かたかなの ふくしゅう「かたかなの ひろば」
さんこうにしてね。
・７７ページの 絵の中の かたかなを つかっ
○たくさんの文を つくれると いいね。
て、文をつくり、プリントに書きましょう。
①「たんぽぽの ちえ」音読
☆「６, たんぽぽの ちえ③④」ｉプリ⑨⑩
②1 年生のかん字のふくしゅう「かん字のひろば③」 ○きょうか書１３２ページの〈れい〉を
さんこうにしてね。
・１３２ページの 絵の中の かん字を つかっ
○「～は」
「～が」
「～を」を 正しく つかっ
て、文をつくり、プリントに書きましょう。
て学校のようすを書きましょう。
○「同じ ぶぶんを もつ かん字」のなかま
①「同じ ぶぶんを もつ かん字」
どうし、いっしょに おぼえよう。
・５８ページの中で、同じ ぶぶんの かん字を ☆『おうち DE まなぼう』のテレビ
（２年生こくご）でも、「同じ ぶぶんを
さがして、おうちの人に話してみましょう。
もつ かん字」の ことを していたよ。見
②こえに出して ５かい読みましょう。
ていない人は、チェックしてみてね。
③「８, 同じ ぶぶんを もつ かん字」ｉプリ⑫

道場小の HP の左側➡「おうち DE まなぼう」➡
過去放送分５月 11 日（月）➡小・２年生の国語

（さん数）
ページ

いえの人

学しゅうした日

のサイン

◎みんなの学しゅうクラブ（i プリ）の、
マルチメかいせつでは、どうがで、
・きょうか書１２～１５ページを読みながら、
ひっさんのしかたが、見られるよ。とても
分かりやすくて、おすすめなので、ぜひ見
「たしざんの ひっさん プリント①」の、
てね。ついでに、i プリのもんだいも、
もんだいを ときましょう。
といてみよう。
○「くらい」に 気をつけてね。
「たしざんのしかたを かんがえよう」

１２～１５ページ

日

２、きょうか書
１６ページ

５月

☆チャレンジ かだい

「たしざんのしかたを かんがえよう」

１、きょうか書

５月

○気を つけること

かならず すること

・ きょうか書１６ページを読みながら、
「たしざんの ひっさん プリント②」の、

日

☆チャレンジ☆（プリントの うらに しよう）
・１１８ページの『イ』の もんだい

もんだいを ときましょう。

○くり上がりのひっさんの、
マルチメかいせつも、ぜひ見てね。
１７・１８ページ
・ きょうか書１７・１８ページを読みながら、 ○くり上がった数は、わすれないように、
１０のくらいの上に書きます。
「たしざんの ひっさん プリント③」の、
☆チャレンジ☆
（プリントの うらに しよう）
５月
日
もんだいを ときましょう。
・１１８ページの『ウ』の もんだい
※「たしざんの ひっさん プリント」は、5 枚セットになっていますが、今週やるのは①～③の 3 枚のみです。
「たしざんのしかたを かんがえよう」

３、きょうか書

（生かつ・どうとく・図こう・音がく・体いく）
ページ

いえの人

学しゅうした日
１、きょうか書
２・３ページ

５月

日

のサイン

《生かつ》

わくわくするね 2 年生

・２ページの『こんなことに ちょうせん した
い』を、思いをこめて、ていねいに書く。

２、きょうか書

《どうとく》

２２～２５ページ

・
「つのがついた かいじゅう」

５月

日

３、きょうか書
８・９ページ

５月

日

４、きょうか書
２６ページ

５月

日

《図こう》

してよいこと いけないこと

そうぞうして たのしくかこう

・
「ひみつの たまご」
《音がく》

ドレミでうたってから えんそうしよう

・
「かっこう」のきょくにあわせて、かいめいで
うたったり、けんばんハーモニカでふいたり
しよう。
《体いく》

５、

５月

日

○気を つけること

かならず すること

体を うごかそう

・
「体力 アップ カード」

お手つだいも しよう

☆チャレンジ かだい
○どんなことが、できるように なりたいか
な。どんな２年生に なりたいかな。なに
を がんばりたい かな。
きょうか書の２ページに 書きます。
○どうとくのプリントを見て、書きます。
しっかりと、かんがえましょう。
○図こうのプリントを見て、かきます。
（色もぬって、しあげてね。）
学校がはじまったら がようしにかくよ。
○音がくの せつめいのプリントを見て、
とりくみましょう。
☆「山びこごっこ」や「こいぬのビンゴ」
のきょくも きいてみよう。
○体力アップカードを見て、とりくみまし
ょう。たくさん ポイントを ためてね。
○まい日、つづけられると いいね。

≪ふりかえり：こんしゅう がんばったこと を書きましょう≫

