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５月 11 日 学習予定 

 

 

１じかんめ こくご  「ふきのとう」 

★  こくごの きょうかしょと こくごの ノートを よういしましょう。 

(ノートの手本) ※ノートといっしょにくばった こくごノート見本を 見てください。 

 

 

 ①きょうかしょの １３ページを ひらきましょう。 

  「ふきのとう」は、 春を まつ おはなしです。 だれが 出てきて、 どんなことを  

はなしているかに 気をつけて よみましょう。  

それでは、１４ページを ひらきましょう。 ふきのとう から よみはじめます。 

②こくごの ノートを ひらきましょう。 だい名「ふきのとう」 と 今日の めあてを 

書きます。 

  ○めとうじょう人ぶつを たしかめよう。 ※こくごノート見本をまねします。 

③○し っておこう、○大 じポイントを ノートに かきます。 

  ○し  はなしの中に、せりふや うごきが かかれているのが、 とうじょう人ぶつ。 

  ○大  せりふと うごきの文を 見つける。 

★おはなしの中に出てくる 人のことを、とうじょう人ぶつ と  

いいます。また、おはなしの 中で、 人のようにうごいたり、  

かんがえたり、はなしたり する 生きものや ものも、 

とうじょう人ぶつ と いいます。 

こくごとさんすうは、ノート手本があります。 

せいかつかは、じゆうちょうや おうちにあるかみに かきましょう。 

とうじょう 人ぶつを たしかめよう。 
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★「」（かぎかっこ）や うごきを あらわす文（ふんばって いる） 

 をさがすと、とうじょう人ぶつは 見つけやすく なります。 

④たしかめよう とうじょう人ぶつを ノートに かきます。 

ノートの○大 じポイントを かいた つぎの行に、 ○た とうじょう人ぶつ と  

かきます。１行 あけて ノート見本のように、 見つけた とうじょう人ぶつを  

かきましょう。 ※ノート見本に 「竹やぶ」 を かきくわえて ください。 

★ふきのとう は、２２ページ、２３ページに えがかれている しょくぶつです。  

じつは、 ほかの ページにも かくれています。さがして みましょう。 

⑤はじめて よんだ かんそうを かきます。※ノート見本とは かわっています。 

とうじょう人ぶつを かいた つぎの行に 〈かんそう〉とかき、その下から  

かんそうを かきましょう。 

★かんそうを かくときは、よんで おもったことと、どうして そうおもったのかを  

あわせて かくと、 あい手に つたわりやすいですよ。 

（お手本） 

〈かんそう〉 わたしは、ふきのとうが かわいいなと おもいました。どうしてかというと、 

小さいからだで 雪を どかそうと いっしょうけんめい ふんばっている 

からです。 

 

★  こくごの 学しゅうは これで おわりです。 

(ノートの手本) ※ノートといっしょにくばった こくごノート見本を 見てください。 

２じかんめ さんすう  「ひょうとグラフ」 

★きょうかしょと けいさんドリルと ドリルノートを じゅんびしましょう 



3 

きょうは これまでのふくしゅうと つぎの学しゅうの じゅんびをしていきましょう。 

①きょうかしょの 122ページをあけましょう。 

 きょうかしょに ①と②のこたえを かきましょう。 

 

 おわったら 140 ページを あけて ①と②のこたえあわせをしましょう。 

 こたえが 正しいときは 赤えんぴつで〇をします。 

 こたえが ちがっていたときは 赤えんぴつで 正しいこたえを かいておきましょう。 

 

②けいさんドリルの 🌷の４「１、ひょうとグラフ」を あけましょう。 

 けいさんドリルノートに こたえを かきましょう。 

  

 おわったら おうちの人と こたえあわせを しましょう。 

 

★きょうの さんすうの 学しゅうは これでおしまいです。 

あしたの 学しゅうで つかうので、 一年生のときにつかっていた とけいのもけいを  

じゅんびしておきましょう。 

 

３じかんめ せいかつか  「あしたへダッシュ」 

★おうちにある かみか じゆうちょうを よういしましょう。 

★きょうの 学しゅうは、 おうちの人に インタビューをして かく 学しゅうです。 
  おうちの人に インタビューしていいか たしかめてから はじめましょう。 

 

 
生まれたときのことを きいてみよう。 

グラフは いろえんぴつで  

きれいに ぬりましょう！ 

（すきな いろを つかいましょう。） 
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★かみに 今日の日づけ、きょうか名、めあて をかきましょう。 

  お手本は 下に かいてあります。 

① おうちの人に ぼく・わたしが おなかにいたとき、どんなきもちだったかを  
ききましょう。 

 

・おうちの人が おしえてくれたことを かきましょう。 
おうちの人への ききかた 

「ぼく・わたしが おなかにいたとき どんなきもちでしたか？」 

 
② おうちの人に ぼく・わたしが 生まれたとき、 どんなきもちだったかを 

ききましょう。 

 
・おうちの人が おしえてくれたことを かきましょう。 

おうちの人への ききかた 

「ぼく・わたしが 生まれたとき どんなきもちでしたか？」 
 

③ おうちの人に ぼく・わたしの なまえには どんないみが こめられているかを 

ききましょう。 
 

・おうちの人が おしえてくれたことを かきましょう。 

おうちの人への ききかた 
「ぼく・わたしの なまえには どんないみが こめられていますか？」 

 

④ じぶんの なまえを かん字でかきましょう。 

⑤ ふりかえりを しましょう。 

・おうちの人に 生まれたときのことを きいてみて、どうおもったかを 
かきましょう。  

    

★せいかつかの がくしゅうは これでおわりです。 
★きょうかいたかみや じゆうちょうは がっこうが はじまったら 先生にだすので 

 たいせつに もっていてください。 
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あしたへダッシュ 

２年 くみ 
なまえ 

●おうちの人にじぶんのことをきいてみよう。 

・おなかにぼく・わたしがいたとき、どんなきもちでしたか。 

 

 

 

・ぼく・わたしが生まれたとき、どんなきもちでしたか。 

 

 

 

・ぼく・わたしのなまえにはどんないみがこめられていますか。 

 

 

 

●じぶんのなまえをかん字でかいてみよう。 
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４じかんめ  ずこう 「おりがみで つくろう」 

★おりがみを よういしましょう。 

 おうちに おりがみが なければ、 つかっていい かみを よういしましょう。 

① じぶんで つくれる おりがみを 一つえらんで おってみましょう。 

おりかたを わすれてしまった という人は、このサイトを見てさがしましょう 
「おりがみくらぶ」→ www.origami-club.com 

かどを そろえて おれていますか？ 

できたら、 なにを つくったのか おうちの人に しょうかいしましょう。 

② おりかたを せつめいましょう。 

① でつくった おりがみを つぎは おりかたを せつめい しながら つくりましょう。 

１年生と いっしょに おりがみを している つもりで じゅんばんに 

おりかたを せつめい しながら おってみましょう。 
     じょうずに できましたか？ 

③ すきな ものを おりがみで つくってみましょう。 

どうぶつを たくさん おって どうぶつえんに するのも いいですね。 

たべものを たくさん おって コンビニエンスストアにしても いいですね。 
おりかたは じゆうです。  

じぶんで そうぞう しながら たくさん おってみましょう。 
 

 どんな さくひんが できましたか？ 先生たちは 見られなくて ざんねんです。 

★ずこうの 学しゅうは これで おわりです。さくひんは ていしゅつしません。 
★つかった おりがみを きちんと かたづけましょう。 

モジュール  「ことのは ノート」 

ことのはノートと かん字ノートを よういしましょう。 
 
  ことのはノートの ８ページ （記）（曜）の お手本を ていねいに なぞりましょう。 

  ことのはノートに おなじ文を なぞりとあわせて ３かい れんしゅうしましょう。 

  れんしゅうした かん字を かん字ノートに よく見て ていねいに かきましょう。 
 

★ モジュールの 学しゅうは これで おわりです。 

★ 今日の学しゅうも がんばりました。 つぎの日も げん気に がんばりましょう。 
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