
小学校2年 国語

単元・題材名 学習内容（目標） コンテンツ名 ＵＲＬ キーワード検索

ことばと　であう
　たのしく声に出そう
　まいにちのできごとを書きとめよ
う

まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/kokugo/2.html#001

教育出版　ひろがる言葉
小学国語 二年

声の　ものさしを　つか
おう

　声の大きさをかんがえよう まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/files/03_kokugo2j_15_a.pdf

教育出版　ひろがる言葉
小学国語 二年

「えいっ」
　とうじょう人物のしたことに気を
つけて読もう

まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/files/04_kokugo2j_18_b.pdf

教育出版　ひろがる言葉
小学国語 二年

漢字の　ひろば①　画
と　書きじゅん
一年生で　学んだ　漢
字①

　画数と書きじゅんを知ろう
　一年生のときのことを書きましょう

ワークシート(教育出版)
https://www.kyoiku-
shuppan.co.jp/textbook/shou/kokugo/files/ws2_
10.pdf

教育出版　小学校国語
ワークシート

すみれと　あり
　じゅんじょに気をつけて読み、つ
ながりを見つけよう

まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/files/05_kokugo2j_42_b.pdf

教育出版　ひろがる言葉
小学国語 二年

「言葉あそび」を　しよう 　声に出して読みリズムを楽しもう まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/files/06_kokugo2j_50_b.pdf

教育出版　ひろがる言葉
小学国語 二年

図書館で本をさがそう
「生きものクイズ」を作
ろう

　読んだ本を紹介しよう 名古屋市鶴舞中央図書館
https://www.library.city.nagoya.jp/kids/index.htm
l

なごやしとしょかん
こども

きつねのおきゃくさま
いなばのしろうさぎ
「かんさつ発見カード」
を書こう

　くりかえしにに気をつけて、とう
じょう人物の様子を読もう

NHK　For　school
https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/shiryou/2014
_011_02_shiryou.html

ことばドリル　NHK　低学年

「言葉のなかまさがし
ゲーム」をしよう

　言葉を探したりまとめたりしよう NHK　For　school
https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/shiryou/2014
_006_01_shiryou.html

ことばドリル　NHK　低学年

わにのおじいさんのた
からもの

　登場人物の考えた気持ちを想像
しよう

まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/files/11_kokugo2j_100_b.pdf

教育出版　ひろがる言葉 小
学国語 二年

はんたいのいみの言
葉、にたいみの言葉

　反対の意味の言葉を集めよう ワークシート(教育出版)
https://www.kyoiku-
shuppan.co.jp/textbook/shou/kokugo/files/ws2_
08.pdf

教育出版　小学校国語
ワークシート

町の「すてき」をつたえ
ます

　自分の伝えたいことをわかりやす
く伝えよう

まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/files/12_kokugo2j_119_a.pdf

教育出版　ひろがる言葉 小
学国語 二年

この間に何があった？
　とらえた情報や自分の体験、知
識をもとにして写真の内容を想像し
よう

まなびリンク（教育出版） https://euphrates.jp/
教育出版　ひろがる言葉 小
学国語 二年

おもしろいもの、見つけ
たよ

　見つけたものの様子をくわしく書
こう

まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/files/15_kokugo2g_19_b.pdf

教育出版　ひろがる言葉 小
学国語 二年

※　内容に関するお問い合わせは、名古屋市教育委員会　
     指導室（０５２－９７２－３２３２）にご連絡ください。
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しを読もう
　登場人物の行動を想像しながら
音読しよう

まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/files/16_kokugo2g_22_b.pdf

教育出版　ひろがる言葉 小
学国語 二年

ないた赤おに
　心に残った場面などについて感
想をもとう

まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/files/18_kokugo2g_26_b.pdf

教育出版　ひろがる言葉 小
学国語 二年

「お話びじゅつかん」を
作ろう

　本をしょうかいしよう まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/files/20_kokugo2g_46_b.pdf

教育出版　ひろがる言葉 小
学国語 二年

漢字の広場④
　かなに注意して漢字を正しく書こ
う

NHK　For　school
https://www.nhk.or.jp/school/kokugo/drill/kyouz
ai/000809.pdf

ことばドリル　NHK　低学年

「しかけ絵本」を作ろう
　文章の中の重要な語や分を考え
て選ぼう

まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/kokugo/2.html#015

教育出版　ひろがる言葉 小
学国語 二年

おもちゃのせつめい書
を書こう

　手順を押さえて、文章を書こう まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/kokugo/2.html#015

教育出版　ひろがる言葉 小
学国語 二年

せかいじゅうの海が
声に出して読み、そうぞうしたことを
発表しよう

まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/files/30_kokugo2g_74_b.pdf

教育出版　ひろがる言葉 小
学国語 二年

かさこじぞう
ぶんしょうをよんですきだと感じた
場面を発表しよう

まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/files/31_kokugo2g_78_b.pdf

教育出版　ひろがる言葉 小
学国語 二年

むかしのあそびをせつ
めいしよう

相手に伝わるように話すじゅんじょ
を考えて話そう

まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/kokugo/2.html#021

教育出版　ひろがる言葉 小
学国語 二年

漢字の広場⑤ 形のにている漢字に気を付けよう まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/files/35_kokugo2g_153_a.pdf

教育出版　ひろがる言葉 小
学国語 二年

こんなことできるように
なったよ

ぶんしょうをよみあい、良いところを
見つけてかんそうを伝えあおう

まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/files/33_kokugo2g_107_b.pdf

教育出版　ひろがる言葉 小
学国語 二年

アレクサンダとぜんま
いねずみ

ぶんしょうのないようと自分のたい
けんとをむすびつけて、かんそうを
もとう

まなびリンク（教育出版）
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-
link/files/34_kokugo2g_116_b.pdf

教育出版　ひろがる言葉 小
学国語 二年

漢字の広場⑥ 「言」をもつ漢字を考えよう NHK　For　school
https://www.nhk.or.jp/school/kokugo/drill/kyouz
ai/004299.pdf

ことばドリル　NHK　低学年
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