
一週間の計画表(第２学年)
年 氏名

プ プリント Ｅ Ｅテレ

５月１１日（月） ５月１２日（火） ５月１３日（水） ５月１４日（木） ５月１５日（金）
８：１５～ 朝 の 読 書

１時間目 荷物を取りに来る日 【こくご】音読 ぶんさんとうこう日 【こくご】音読 【こくご】音読
プふきのとう２まい プ ２ ３ ふきのとう プ ４ ５ ふきのとう

８：４０ たんぽぽのちえ２まい この日のうちにとりく かん字マスター１まい かん字マスター１まい
～９：２５ かん字マスター２まい みましょう Ｅ 9：00 ～ 9：10 新ざ

わざわ森のがんこちゃん
9：10～ 9：20 パンタくん

２時間目 【さんすう】 【さんすう】 【さんすう】 【さんすう】
プ たしざん⑭⑮⑯⑰ プ ２０までのたしざん 3，4 プ たしざん 10 11 18 19 プ ひきざん 11 12 13 14

９：３０
～１０：１５ Ｅ 9：55～ 10:05 考えるカラス ２０までのひきざん 3，4 Ｅ 9:50~9:55 えいごでが かけざん九九

んこちゃん ２と５のだんをおぼえら
れるかな。

１０：１５～ 業 間 運 動（うんどうとりくみカード・そとあそびなど）

３時間目 じしゅがくしゅう じしゅがくしゅう じしゅがくしゅう じしゅがくしゅう
じしゅがくノートにす じしゅがくノートにす じしゅがくノートにす じしゅがくノートにす

１０：３５ すめる。 すめる。 すめる。 すめる。
～１１：２０

【さんすう】
２のだん
九九ひょうを見ながら

４時間目 こえに出してれんしゅう 【さんすう】 【さんすう】
百ますさくぶん しよう。できればおぼえ ５のだん ３のだん

１１：２５ おわったら読しょ よう。 九九ひょうを見ながら 九九ひょうを見ながら
～１２：１０ こえに出してれんしゅう こえに出してれんしゅう

しよう。できればおぼえ しよう。できればおぼえ
よう。 よう。

ふりかえり
◎〇△

なんのお手伝い
したかな

お家の人の確認
（印またはコメント）



一週間の計画表(第２学年)
年 氏名

プ プリント Ｅ Ｅテレ

５月１８日（月） ５月１９日（火） ５月２０日（水） ５月２１日（木） ５月２２日（金）
８：１５～ 朝 の 読 書・なえの水まき

１時間目 【こくご】音読 【こくご】音読 【せいかつか】 【こくご】音読 【さんすう】
プ けいせいプリント プ けいせいプリント やさいのかんさつをして かん字マスター１まい プ ひきざん２６

８：４０ ６，７ ８，９，１０ カードにきろくしよう。 （おわったらひょうしの Ｅ 9：00 ～ 9：10 新ざわ
～９：２５ Ｅ 9：05 ～ 9：15 おは Ｅ 9：05 ～ 9：15 おば 色ぬり） ざわ森のがんこちゃん

なしのくに けの学校たんけんだん 9：10 ～ 9：20 パンタくん
9：55～ 10:05 考えるカラス

２時間目 Ｅ 9：25 ～ 9：35 こと 【こくご】 【さんすう】 【さんすう】 【こくご】音読
ばドリル かん字マスター１まい プ３つのかずのひきざん プ ひきざん２５ プかん字かるた１（色も

９：３０ 9：45 ～ 9：55 さんす （おわったらひょうしの ３つのかずのたしざん Ｅ 9:50~9:55 えいごでが ぬろう）
～１０：１５ う犬ワン 色ぬり） ひきざん んこちゃん 【さんすう】７のだんを

【さんすう】 【さんすう】 ３つのかずのけいさん 【さんすう】７のだんを こえに出してれんしゅう
３のだんをおぼえられる ４のだんをおぼえられる ３，４ こえに出してれんしゅう しよう。
かな。 かな。 しよう。

１０：１５～ 業 間 運 動（うんどうとりくみカード・そとあそびなど）

３時間目 百マスさくぶん じしゅがくしゅう じしゅがくしゅう じしゅがくしゅう じしゅがくしゅう
【さんすう】４のだん じしゅがくノートにす じしゅがくノートにす じしゅがくノートにす じしゅがくノートにす

１０：３５ 九九ひょうを見ながら すめる。 すめる。 すめる。 すめる。
～１１：２０ こえに出してれんしゅう

しよう。できればおぼえ
よう

４時間目 じしゅがくしゅう 【さんすう】６のだん 【こくご】音読 【こくご】 【さんすう】
じしゅがくノートにす 九九ひょうを見ながら かん字マスター２まい かん字マスター１まい プおはなし

１１：２５ すめる。 こえに出してれんしゅう （おわったらひょうしの 力だめし３つのかずの
～１２：１０ しよう。できればおぼえ 【さんすう】 色ぬり） けいさん２，１

よう。 ６のだんをおぼえられる
かな。

ふりかえり
◎〇△

なんのお手伝い
したかな

お家の人の確認
（印またはコメント）



一週間の計画表(第２学年)
年 氏名

プ プリント Ｅ Ｅテレ

５月２５日（月） ５月２６日（火） ５月２７日（水） ５月２８日（木） ５月２９日（金）
８：１５～ 朝 の 読 書・なえのみずまき

１時間目 【さんすう】 【さんすう】 【せいかつか】 【さんすう】 【こくご】音読
プたしざんかなひきざん プおはなし（おわったら やさいのかんさつをして プ力だめし２,１ 読書かんそう文をかこ

８：４０ かな２,３ いろをぬろう） カードにきろくしよう。 かたち（1） う。400 字づめ作文用紙
～９：２５ Ｅ 9：05 ～ 9：15 おは Ｅ 9：05 ～ 9：15 おば いくつずつあるかな？ ２まい。

なしのくに けの学校たんけんだん Ｅ 9：00～ 9：10 Ｕ＆Ｉ （ひょうしに色をぬろう） すきな本のかんそうをか
9：55～ 10:05 考えるカラス きましょう。

２時間目 Ｅ 9：25 ～ 9：35 こと 【こくご】音読 【さんすう】 音読 【こくご】
ばドリル プかん字かるた２,３ プおはなし（おわったら じしゅがくしゅう かんそう文のつづき

９：３０ 9：45 ～ 9：55 さんす （色もぬろう） いろをぬろう） じしゅがくノートにす
～１０：１５ う犬ワン おはなし ３つのかず すめる。

音読 （おわったら色をぬろう） Ｅ 9:50~9:55 えいごでが
んこちゃん

１０：１５～ 業 間 運 動（うんどうとりくみカード・そとあそびなど）

３時間目 じしゅがくしゅう じしゅがくしゅう 【ずこう】 じしゅがくしゅう
百マスさくぶん じしゅがくノートにす じしゅがくノートにす こうつうあんぜんポスタ じしゅがくノートにす

１０：３５ すめる。 すめる。 ーをがようしにかこう。 すめる。
～１１：２０ 【さんすう】 クレヨンかえのぐをつか

７のだんをおぼえられる おう。
かな。

４時間目 じしゅがくしゅう 【さんすう】８のだん 【こくご】音読 【ずこう】 さんすう】９のだん
じしゅがくノートにす 九九ひょうを見ながら プかん字かるた４,５ こうつうあんぜんポスタ 九九ひょうを見ながら

１１：２５ すめる。 こえに出してれんしゅう （色もぬろう） ーをがようしにかこう。 こえに出してれんしゅう
～１２：１０ しよう。できればおぼえ 【さんすう】 クレヨンかえのぐをつか しよう。できればおぼえ

よう。 ８のだんをおぼえられる おう。 よう。
かな。

ふりかえり
◎〇△

なんのお手伝い
したかな

お家の人の確認
（印またはコメント）

※２８日（木）の家庭訪問お世話になります。その際,以下の課題をお預かりしますのでよろしくお願いします。
やる気まんまんプリント大と小 かん字マスター・百ます作文３枚・かんさつカード２まい・その他終わったもの


