
2年 ５月２６日    1 

５月２６日 学習予定 

 

５月２６日 １じかんめ こくご  「聞
き

いて たのしもう」 

＜じゅんびするもの＞ 
こくごのきょうかしょ こくごのノート 下じき ふでばこ 

 

 

きょうの 学しゅうでは、日本に 古くから つたわる おはなしを よん

でみます。どんな おはなしか、 そうぞうしながら よんで みましょう。 

 

 ①きょうかしょの３８ページ、３９ページを ひらきます。 

②えを見
み

て、どんな おはなしか そうぞうしましょう。 

 だれが 出てくるでしょう。どんなことが おこるでしょうか。１分間
ぷ ん か ん

 そうぞうし

ましょう。 

③１４４ページを ひらきます。 「いなばの 白うさぎ」を  

よんで みましょう。 

                

④きょうかしょの３８ページ、３９ページを ひらきます。 

 あかい ふくをきた 人は だれですか。 

 ・オオクニヌシ という かみさま 

 

大きな 太いもじを よんで やってみましょう。 

いなばの 白うさぎの おはなしを たのしもう。 

おうちの人に よんでもらっても いいですよ。 

おうちの人に、 よむ時間があるか きいてみましょう。 
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 ★日本には、「いなばの白うさぎ」のように  かみさまが  でてくる  神話
し ん わ

 や

昔 話
むかしばなし

が たくさん あります。 きょうかしょの ４０ページにも いくつかの おはなし

が しょうかい されています。 学校の としょかんにも たくさん ある

ので、 学校がはじまったら ぜひ よんでみてくださいね。 

 

★ こくごの 学しゅうは これで おわりです。 
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５月２６日 ２じかんめ さんすう  「たし算とひき算」 

＜じゅんびするもの＞さんすうブロック 
 
 
 
 
 
めあて ブロックをつかって ひきざんをふくしゅうしよう。 
 
大じポイント  かずが大きいけいさんは 10のまとまりと ばらに わけて かんがえる。 

ばらから ひけるときは ばらから ひく。 
ばらから ひけないときは 10のまとまりから ひく。 

 
①下のえと おなじように ブロックを うごかして  
１９－８を けいさんしましょう。ふきだしを こえに 
出して よみながら ブロックを うごかしましょう。 

               19－8 のけいさん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②つぎのもんだいを ①とおなじように ブロックを 
うごかして けいさんしましょう。けいさんのしかたを 
こえに出して ブロックを うごかしましょう。 

       (1)16－4   (2)17－3   
※こたえがわかったら、つぎのページのこたえを見て たしかめましょう。 

 

 

10と１で 

こたえは 1１です 

ブロックを 19こ 

ならべます。 

おうちの方へ 
今日は、明日以降の 2 年生のひき算を学習する準備として、1 年生で学習したひき算をブロックで復習し
ます。ブロック操作は計算のイメージを頭の中に作ることにとても役立ちます。お子さんが暗算できる場
合も、ブロックを動かす活動をしてください。学校では、家庭学習の理解を確認しながら、繰り返し学習
していきます。ひき算の計算の仕方は、他にもありますが、家庭学習ではその中の一つを扱います。 

１９－８＝１１です。 

ばらのブロック９こから

８こひきます。 
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 ③下のえと おなじように ブロックを うごかして  

1３－５を けいさんしましょう。ふきだしを こえに出
して よみながら ブロックをうごかしましょう。 

           13－5のけいさん 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④つぎのもんだいを ③とおなじように ブロックを 
うごかして けいさんしましょう。 

  (3)16－7   (4)15－8   
 

 ※こたえがわかったら、つぎのページのこたえを見て たしかめましょう。 

かみのブロック 1本と 

ブロック３こで 

１３を ならべます。 

ばらの３こからは 

５こひけないから 

10のまとまりを 

ばらにもどして 

ひくんだね！ 

１３－５＝８ です。 

このままだと 

１３－５ができません。 

かみのブロック一本を 

ばらのブロック１０こにかえます。 

ブロック１０こから、 

ブロックを５こひきます。 

５と３で 

こたえは８です。 
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★どんなときに １０のまとまりを ばらにもどすか わかりましたか？ 
これで さんすうの 学しゅうは おしまいです。 

※もんだいの こたえ 
(1)16－4＝12  (2)17－3＝14 (3)16－7＝9  (4)15－8＝7 
 
 
 
【チャレンジもんだいにちょうせん！！】※できる人は やってみよう！ 
 さんすうのノートを じゅんびしましょう。 
❶つぎのもんだいの しきと こたえを ノートに かきましょう。 
（５）13－2  （６)18－６  （７）１７－８    （８）１４－９ 
（９）27－5  （１０）49－４  （１１）１４－６＋５  （１２）８＋４－７   
 

               ※おわったら、下のこたえを見て、こたえあわせをしましょう。 
 
❷14－5のけいさんのしかたを ブロックを つかって おうちの人に せつめいしよう。 
  じぶんで お手本のように ふきだしの文を かんがえましょう。 
  せつめい しながら、 ブロックを うごかしましょう。 
 
❶のこたえ 
（５）13－2＝１１  （６)18－６＝１２  （７）１７－８＝９  （８）１４－９＝５ 
（９）27－5＝２２  （１０）49－４＝４５   
（１１）１４－６＋５＝１３  （１２）８＋４－７＝５ 

５月２６日 ３じかんめ かん字  「近」 「同」 

＜じゅんびするもの＞ 

ことのはノート  かん字ノート  下じき  ふでばこ 

 
 

 

 きのうのモジュールで れんしゅうした 「近」「同」を かん字ノートに 
れんしゅうします。ことのはノート １７ページです。 

 正しい かきじゅんで、 ていねいに かきましょう。 
 

★これで、 かん字のがくしゅうは おわりです。 

  

よく見て 正しい かきじゅんで かこう。 

４ページの③を
見ながら 
やってみよう！ 
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５月２６日 ４じかんめ  音がく  

「けんばんハーモニカを えんそうしよう」 

    ＜じゅんびするもの＞ 音がくのきょうかしょ けんばんハーモニカ 
★おうちの人に けんばんハーモニカを ひいてもいいか たしかめてから 

  学しゅうを はじめましょう。 
 

①からだを ほぐしましょう。 
 くびを 大きく まわします。 はんたいにも 大きく まわしましょう。 
 手をくんで、 りょう手を ぐいっと 上に のばしましょう。もっともっと のびて！ 

 

②かおを ほぐしましょう。 
 とおくの人にも のどのおくが 見えるくらい 大きく 口を あけましょう。 

 

③じぶんの すきな うたを ２かい うたいましょう。 
  口を 大きくあけて、 のびのび たのしく うたいましょう。 

 

④きょうかしょ ２２ページのかえるのがっしょうを うたいましょう。 

 かしで １かい  ドレミで ２かい うたいましょう。 

⑤けんばんハーモニカで かえるのがっしょうを ひいてみましょう。 

かえるのがっしょうの うたを ドレミで うたいながら、  

おなじ音の けんばんをひいてみましょう。 

はじめから おわりまで とおして えんそうしてみましょう。 

 

★すらすら えんそうできるように なってきましたか？ 

 

きょうの けんばんハーモニカの れんしゅうは これでおわりです。 
  かえるが たのしそうに うたっている ようすが つたわってきますね。 

 

★音がくの 学しゅうは これで おわりです。 

  けんばんハーモニカを きちんと かたづけましょう 
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♪ここからは、レベルアップ！ 

できそうなら やってみましょう。♪ 

 

  ★ゆびばんごう どおりに えんそうできるかな？ 
  ★かえるが たのしく うたっているように、 音の大きさを かえてみましょう。 

    （３の 「ド うん ド うん ド うん ド うん」は 一かいずつ  

                             音の大きさを かえてみましょう。） 
  

５月２６日 モジュール  「ことのは ノート」 「今」 「会」 

＜じゅんびするもの＞ ことのはノート 下じき ふでばこ 

 

  

 

   ①ことのはノートの 1８ページ 「今」「会」の  

お手本を ていねいになぞりましょう。 

  ②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。 

   

★ 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。 あしたも げん気に がんばりましょう。 
 

きょうも、ことのはノートの れんしゅうだけ がんばります！ 


