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小学校
２年

国語 ４月
ふきのと
う

上
13～27

光村図書
教材末｢この本、読も
う｣図書一覧

教科書教材に関連した本
の紹介をしています。

https://www.mitsumura-
tosho.co.jp/2020s_kyokash
o
/download/kokugo/2020k_h
on_02.pdf

小学校
２年

国語 ４月
春がいっ
ぱい

上
30～31

Yahoo!
きっず図鑑

花の季節からさがす
春の植物を探すことがで
きます。

https://kids.yahoo.co.jp/zu
kan/plant/season/spring/

小学校
２年

国語 ３月
十二支の
はじまり

下130 光村図書
十二支のはじまり／
声：中嶋朋子

「十二支のはじまり」の朗
読を聞くことができます。

https://www.mitsumura-
tosho.co.jp/oshirase/shien_
taio/kokugo2.html

小学校
２年

国語 通年
ものがた
り

NHK for
School

おはなしのくに
ももたろう、きんたろう、き
たかぜとたいよう　などの
物語が楽しめます。

https://www.nhk.or.jp/koku
go/ohanashi/?das_id=D000
5150127_00000

小学校
２年

国語 通年 ことば
NHK for
School

ことばドリル
ことばのきまりを楽しく学
べます。

https://www.nhk.or.jp/koku
go/drill/origin/schedule.ht
ml

小学校
２年

国語 通年
言葉あそ
び

朝日新聞 たのしーと
文字や言葉の意味や使
い方がたのしく学べます。

https://houkago.asahi.com/
genre/kotoba.html?iref=TO
P_recommendList
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小学校
２年

国語 通年 漢字 eboard 小学漢字
漢字がしゅるい別に集
まっています。
問題もついています。

https://www.eboard.jp/list/
12/

小学校
２年

算数 ３月 はこの形 92～97
教科書ぴった
りテスト

2　はこづくり
はこの面の形や，面・辺・
ちょう点の数をしらべられ
るようにしよう。

http://www.smart-
lecture.com/pittaritest/pag
es/sub02.php

期間限定
要プレーヤーダウン
ロード（ThinkBoardプ
レーヤー）
要無料会員登録

小学校
２年

算数 ３月 分数
100～
103

教科書ぴった
りテスト

16　分数
ものをいくつかに分けたと
きの大きさのあらわし方
がわかるようにしよう。

http://www.smart-
lecture.com/pittaritest/pag
es/sub02.php

期間限定
要プレーヤーダウン
ロード（ThinkBoardプ
レーヤー）
要無料会員登録

小学校
２年

算数 ４月
ひょうと
グラフ

上121 わくわく算数 1ひょうとグラフ 01
すきな　あそびをしらべを
しましょう。

https://www.youtube.com/
watch?v=gvkNTIkv0Ow&fea
ture=youtu.be

WEBブラウザ可
ThinkBoard可

小学校
２年

算数 ４月
ひょうと
グラフ

上132 わくわく算数 1ひょうとグラフ 02

1の　すきな　あそびしら
べで，同じ　あそびが　す
きな　人の　数が　よく　わ
かるように　あらわしま
しょう。

https://www.youtube.com/
watch?v=LLfyhY3QtVE&fea
ture=youtu.be

WEBブラウザ可
ThinkBoard可

小学校
２年

算数 ４月
ひょうと
グラフ

上14～
151

わくわく算数
1ひょうとグラフ 01
ひょうやグラフをつ
かって

がっきゅうぶんこに　ある
本の　数しらべを　しま
しょう。

https://www.youtube.com/
watch?v=BuhMSt0HnQw&f
eature=youtu.be

WEBブラウザ可
ThinkBoard可
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小学校
２年

算数 ４月
ひょうと
グラフ

上152 わくわく算数
1ひょうとグラフ 02
ひょうやグラフをつ
かって

1の　ひょうや　グラフを
見て，気が　ついた　こと
を　いいましょう。

https://www.youtube.com/
watch?v=7GSh2mSXc50&fe
ature=youtu.be

WEBブラウザ可
ThinkBoard可

小学校
２年

算数 ４月
時こくと
時間

上181 わくわく算数 1時こくと時間 01
家を　出たから　学校に
つくまでの　時間を　いい
ましょう。

https://www.youtube.com/
watch?v=vFJ8GkT8ldE&fea
ture=youtu.be

WEBブラウザ可
ThinkBoard可

小学校
２年

算数 ４月
時こくと
時間

上193 わくわく算数 2時こくと時間 03
つぎの　時間を　しらべま
しょう。

https://www.youtube.com/
watch?v=6Jh2gimYHAs&fea
ture=youtu.be

WEBブラウザ可
ThinkBoard可

小学校
２年

算数 ４月
時こくと
時間

上201 わくわく算数
2時こくと時間 01
午前と午後

時こくや　時間に　ついて
しらべましょう。

https://www.youtube.com/
watch?v=tnRonN0k1FE&fea
ture=youtu.be

WEBブラウザ可
ThinkBoard可

小学校
２年

算数 ４月
たし算と
ひき算

上251 わくわく算数
3たし算とひき算
1たし算 01

17＋3の　計算を　して
みましょう。

https://www.youtube.com/
watch?v=54UXw7f1YtE&fea
ture=youtu.be

WEBブラウザ可
ThinkBoard可

小学校
２年

算数 ４月
たし算と
ひき算

上252 わくわく算数
3たし算とひき算
1たし算 02

36に　4を　たすと　いくつ
に　なりますか。

https://www.youtube.com/
watch?v=57aIlO5KaFY&feat
ure=youtu.be

WEBブラウザ可
ThinkBoard可
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小学校
２年

算数 ４月
たし算と
ひき算

上266 わくわく算数
3たし算とひき算
1たし算 06

色紙が　17まい　ありま
す。4まい　ふえると　何ま
いに　なりますか。

https://www.youtube.com/
watch?v=rRJ0D73xS24&fea
ture=youtu.be

WEBブラウザ可
ThinkBoard可

小学校
２年

算数 ４月
たし算と
ひき算

上277 わくわく算数
3たし算とひき算
1たし算 07

38＋3の　計算の　しかた
を　声に　出して　いって
みましょう。

https://www.youtube.com/
watch?v=WludVoOUV5Q&f
eature=youtu.be

WEBブラウザ可
ThinkBoard可

小学校
２年

算数 ４月
たし算と
ひき算

上291 わくわく算数
3たし算とひき算
2ひき算 01

20－8の　計算を　して
みましょう。

https://www.youtube.com/
watch?v=S_-
kMMiu0uk&feature=youtu.b
e

WEBブラウザ可
ThinkBoard可

小学校
２年

算数 ４月
たし算と
ひき算

上292 わくわく算数
3たし算とひき算　2ひ
き算 02

30から　6を　ひくと　いく
つに　なりますか。

https://www.youtube.com/
watch?v=6vhIMspZoOM&fe
ature=youtu.be

WEBブラウザ可
ThinkBoard可

小学校
２年

算数 ４月
たし算と
ひき算

上306 わくわく算数
3たし算とひき算
2ひき算 06

色紙が　21まい　ありま
す。8まい　つかうと　何ま
い　のこりますか。

https://www.youtube.com/
watch?v=39_OWQIz0pU&fe
ature=youtu.be

WEBブラウザ可
ThinkBoard可

小学校
２年

算数 ４月
たし算と
ひき算

上317 わくわく算数
3たし算とひき算
2ひき算 07

42－9の　計算の　しかた
を　声に　出して　いって
みましょう。

https://www.youtube.com/
watch?v=a8juFls4bCY&feat
ure=youtu.be

WEBブラウザ可
ThinkBoard可
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小学校
２年

算数 通年 　 　
NHK for
School

さんすう犬ワン

ワンが得意な「算数」を
使って、町の人たちのトラ
ブルを解決していく痛快コ
メディドラマです。

https://www.nhk.or.jp/sans
uu/wan/

小学校
２年

図工 通年
NHK for
School

キミなら何つくる？
えがこう！感じてフラ
ワー

自分が感じた花のイメー
ジをもとに、材料や道具
のとくちょうのいかして絵
をかく。

http://www.nhk.or.jp/zukou
/kiminara/

小学校
２年

図工 通年
日本文教出
版

"用具の使い方"Web
動画コンテンツ『ようぐ
る』

図工で使ういろいろな道
具の使い方がわかりま
す。

https://www.nichibun-
g.co.jp/learning_support/yo
ugle_special/zugakosaku/in
dex.html

小学校
２年

音楽 通年 まなびリンク 音楽のおくりもの2
手遊び歌や打楽器の演
奏の仕方がわかります。

https://www.kyoiku-
shuppan.co.jp/m-
link/ongaku/2.html

小学校
２年

プロ
グラ
ミン
グ

通年 Viscuit Viscuit

簡単に自分の書いた絵を
動かせます。
工夫すればいろいろなこ
とができます。

https://www.viscuit.com/
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