
今週の目標：勉強のリズムをつかもう

day 1 / 1st week day 2 / 1st week day 3 / 1st week

今日の目標：文法を覚えて、文字・語彙。文法の演習をしよう 今日の目標：文法を覚えて、文字・語彙。文法の演習をしよう 今日の目標：文法を覚えて、文字・語彙。文法の演習をしよう

review review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

N2 grammar video 1 N2 grammar video 5 N2 grammar video 9

N2 grammar video 2 N2 grammar video 6 N2 grammar video 10

N2 grammar video 3 N2 grammar video 7 N2 grammar video 11

N2 grammar video 4 N2 grammar video 8 N2 grammar video 12

もじ・ごい・ぶんぽうdrill01 (2101-01) もじ・ごい・ぶんぽうdrill11 (2101-11) もじ・ごい・ぶんぽうdrill21 (2101-21)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill02 (2101-02) もじ・ごい・ぶんぽうdrill12 (2101-12) もじ・ごい・ぶんぽうdrill22 (2101-22)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill03 (2101-03) もじ・ごい・ぶんぽうdrill13 (2101-13) もじ・ごい・ぶんぽうdrill23 (2101-23)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill04 (2101-04) もじ・ごい・ぶんぽうdrill14 (2101-14) もじ・ごい・ぶんぽうdrill24 (2101-24)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill05 (2101-05) もじ・ごい・ぶんぽうdrill15 (2101-15) もじ・ごい・ぶんぽうdrill25 (2101-25)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill06 (2101-06) もじ・ごい・ぶんぽうdrill16 (2101-16) もじ・ごい・ぶんぽうdrill26 (2102-01)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill07 (2101-07) もじ・ごい・ぶんぽうdrill17 (2101-17) もじ・ごい・ぶんぽうdrill27 (2102-02)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill08 (2101-08) もじ・ごい・ぶんぽうdrill18 (2101-18) もじ・ごい・ぶんぽうdrill28 (2102-03)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill09 (2101-09) もじ・ごい・ぶんぽうdrill19 (2101-19) もじ・ごい・ぶんぽうdrill29 (2102-04)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill10 (2101-10) もじ・ごい・ぶんぽうdrill20 (2101-20) もじ・ごい・ぶんぽうdrill30 (2102-05)

文の文法1 ［1-7］ 文の文法1 ［61-66］ 文の文法1 ［121-126］

文の文法1 ［8-12］ 文の文法1 ［67-72］ 文の文法1 ［127-132］

文の文法1 ［13-18］ 文の文法1 ［73-78］ 文の文法1 ［133-138］

文の文法1 ［19-24］ 文の文法1 ［79-84］ 文の文法1 ［139-144］

文の文法1 ［25-31］ 文の文法1 ［85-90］ 文の文法1 ［145-150］

文の文法1 ［32-36］ 文の文法1 ［91-96］ 文の文法1 ［151-156］

文の文法1 ［37-42］ 文の文法1 ［97-102］ 文の文法1 ［157-162］

文の文法1 ［43-48］ 文の文法1 ［103-108］ 文の文法1 ［163-168］

文の文法1 ［49-54］ 文の文法1 ［109-114］ 文の文法1 ［169-174］

文の文法1 ［55-60］ 文の文法1 ［115-120］ 文の文法1 ［175-180］

今日のふりかえり 今日のふりかえり 今日のふりかえり

JLPT　N2　学習シート

2300 N2 文法（ぶんぽう）テスト

2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル

2030.N2 文法（ぶんぽう）ビデオ2030.N2 文法（ぶんぽう）ビデオ

2300 N2 文法（ぶんぽう）テスト

2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル 2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル

2030.N2 文法（ぶんぽう）ビデオ

2300 N2 文法（ぶんぽう）テスト



今週の目標：勉強のリズムをつかもう

day 4 / 1st week day 5 / 1st week

今日の目標：文法を覚えて、文字・語彙。文法の演習をしよう 今日の目標：今週学んだ文法をしっかり覚えられたか、確認しよう

review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

N2 grammar video 13 N2 grammar video 17

N2 grammar video 14 N2 grammar video 18

N2 grammar video 15 N2 grammar video 19

N2 grammar video 16 N2 grammar video 20

もじ・ごい・ぶんぽうdrill31 (2102-06) もじ・ごい・ぶんぽうdrill41 (2102-16)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill32 (2102-07) もじ・ごい・ぶんぽうdrill42 (2102-17)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill33 (2102-08) もじ・ごい・ぶんぽうdrill43 (2102-18)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill34 (2102-09) もじ・ごい・ぶんぽうdrill44 (2102-19)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill35 (2102-10) もじ・ごい・ぶんぽうdrill45 (2102-20)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill36 (2102-11) もじ・ごい・ぶんぽうdrill46 (2102-21)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill37 (2102-12) もじ・ごい・ぶんぽうdrill47 (2102-22)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill38 (2102-13) もじ・ごい・ぶんぽうdrill48 (2103-01)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill39 (2102-14) もじ・ごい・ぶんぽうdrill49 (2103-02)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill40 (2102-15) もじ・ごい・ぶんぽうdrill50 (2103-03)

文の文法1 ［181-186］ 文の文法1 ［241-246］

文の文法1 ［187-192］ 文の文法1 ［247-252］

文の文法1 ［193-198］ 文の文法1 ［253-258］

文の文法1 ［199-204］ 文の文法1 ［259-264］

文の文法1 ［205-210］ 文の文法1 ［265-270］

文の文法1 ［211-216］ 文の文法1 ［271-276］

文の文法1 ［217-222］ 文の文法1 ［277-282］

文の文法1 ［223-228］ 文の文法1 ［283-288］

文の文法1 ［229-234］ 文の文法1 ［289-294］

文の文法1 ［235-240］ 文の文法1 ［295-300］

今日のふりかえり 今日のふりかえり

2030.N2 文法（ぶんぽう）ビデオ

JLPT　N2　学習シート

2300 N2 文法（ぶんぽう）テスト 2300 N2 文法（ぶんぽう）テスト

2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル 2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル

2030.N2 文法（ぶんぽう）ビデオ



今週の目標：しっかり覚えて演習をして力をつけよう

day 1 / 2nd week day 2 / 2nd week day 3 / 2nd week

今日の目標：文法を覚えて、文字・語彙。文法の演習をしよう 今日の目標：文法を覚えて、文字・語彙。文法の演習をしよう 今日の目標：文法を覚えて、文字・語彙。文法の演習をしよう

review review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

N2 grammar video 21 N2 grammar video 25 N4 grammar video Ⅳ-C

N2 grammar video 22 N2 grammar video 26 N5 grammar video Ⅳ-D

N2 grammar video 23 N2 grammar video Ⅳ-A N2 grammar video Ⅳ-E

N2 grammar video 24 N3 grammar video Ⅳ-B N2 grammar video Ⅳ-F

もじ・ごい・ぶんぽうdrill51 (2103-04) もじ・ごい・ぶんぽうdrill61 (2103-14) もじ・ごい・ぶんぽうdrill71 (2103-24)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill52 (2103-05) もじ・ごい・ぶんぽうdrill62 (2103-15) もじ・ごい・ぶんぽうdrill72 (2103-25)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill53 (2103-06) もじ・ごい・ぶんぽうdrill63 (2103-16) もじ・ごい・ぶんぽうdrill73 (2103-26)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill54 (2103-07) もじ・ごい・ぶんぽうdrill64 (2103-17) もじ・ごい・ぶんぽうdrill74 (2103-27)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill55 (2103-08) もじ・ごい・ぶんぽうdrill65 (2103-18) もじ・ごい・ぶんぽうdrill75 (2103-28)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill56 (2103-09) もじ・ごい・ぶんぽうdrill66 (2103-19) もじ・ごい・ぶんぽうdrill76 (2103-29)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill57 (2103-10) もじ・ごい・ぶんぽうdrill67 (2103-20) もじ・ごい・ぶんぽうdrill77 (2103-30)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill58 (2103-11) もじ・ごい・ぶんぽうdrill68 (2103-21) もじ・ごい・ぶんぽうdrill78 (2103-31)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill59 (2103-12) もじ・ごい・ぶんぽうdrill69 (2103-22) もじ・ごい・ぶんぽうdrill79 (2103-32)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill60 (2103-13) もじ・ごい・ぶんぽうdrill70 (2103-23) もじ・ごい・ぶんぽうdrill80 (2103-33)

文の文法2 ［1-5］ 文の文法2 ［51-55］ 文章の文法 ［1-5］

文の文法2 ［6-10］ 文の文法2 ［56-60］ 文章の文法 ［1-5］

文の文法2 ［11-15］ 文の文法2 ［61-65］ 文章の文法 ［1-5］

文の文法2 ［16-20］ 文の文法2 ［66-70］ 文章の文法 ［1-5］

文の文法2 ［21-25］ 文の文法2 ［71-75］ 文章の文法 ［1-5］

文の文法2 ［26-30］ 文章の文法 ［1-5］ 今日のふりかえり

文の文法2 ［31-35］ 文章の文法 ［1-5］

文の文法2 ［36-40］ 文章の文法 ［1-5］

文の文法2 ［41-45］ 文章の文法 ［1-5］

文の文法2 ［46-50］ 文章の文法 ［1-5］

今日のふりかえり 今日のふりかえり

2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル

2030.N2 文法（ぶんぽう）ビデオ 2030.N2 文法（ぶんぽう）ビデオ 2030.N2 文法（ぶんぽう）ビデオ

2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル

JLPT　N2　学習シート



今週の目標：しっかり覚えて演習をして力をつけよう

day 4 / 2nd week day 5 / 2nd week

今日の目標：文法の学習を活かして、読解問題に挑もう 今日の目標：文法の学習を活かして、読解問題に挑もう

review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

N2 grammar video Ⅳ-G N2 grammar video part3-1

N2 grammar video part2-1 N2 grammar video part3-2

N2 grammar video part2-2 N2 grammar video part3-3

N2 grammar video part2-3 N2 grammar video part3-4

2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル 2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル

もじ・ごい・ぶんぽうdrill81 (2103-34) もじ・ごい・ぶんぽうdrill91 (2103-44)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill82 (2103-35) もじ・ごい・ぶんぽうdrill92 (2103-45)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill83 (2103-36) もじ・ごい・ぶんぽうdrill93 (2103-46)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill84 (2103-37) もじ・ごい・ぶんぽうdrill94 (2103-47)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill85 (2103-38) もじ・ごい・ぶんぽうdrill95 (2103-48)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill86 (2103-39) もじ・ごい・ぶんぽうdrill96 (2103-49)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill87 (2103-40) もじ・ごい・ぶんぽうdrill97 (2103-50)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill88 (2103-41) もじ・ごい・ぶんぽうdrill98 (2103-51)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill89 (2103-42) もじ・ごい・ぶんぽうdrill99 (2103-52)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill90 (2103-43) もじ・ごい・ぶんぽうdrill100 (2103-53)

2200.N2 読解（どっかい）ドリル 2200.N2 読解（どっかい）ドリル

どっかいdrill01 (2201-01) どっかいdrill04 (2201-04)

どっかいdrill02 (2201-02) どっかいdrill05 (2201-05)

どっかいdrill03 (2201-03) どっかいdrill06 (2201-06)

今日のふりかえり 今日のふりかえり

JLPT　N2　学習シート

2030.N2 文法（ぶんぽう）ビデオ2030.N2 文法（ぶんぽう）ビデオ



今週の目標：演習で力をつけよう

day 1 / 3rd week day 2 / 3rd week day 3 / 3rd week

今日の目標：文法の学習を活かして、読解問題に挑もう 今日の目標：文法の学習を活かして、読解問題に挑もう 今日の目標：聴解問題の演習に挑み、総合力を試そう

review review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

N2 grammar video part3-5 N2 grammar video part3-9 もじ・ごい・ぶんぽうdrill121 (2104-15)

N2 grammar video part3-6 N2 grammar video part3-10 もじ・ごい・ぶんぽうdrill122 (2104-16)

N2 grammar video part3-7 N2 grammar video part3-11 もじ・ごい・ぶんぽうdrill123 (2104-17)

N2 grammar video part3-8 N2 grammar video part3-12 もじ・ごい・ぶんぽうdrill124 (2104-18)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill125 (2104-19)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill101 (2103-54) もじ・ごい・ぶんぽうdrill111 (2104-05) もじ・ごい・ぶんぽうdrill126 (2104-20)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill102 (2103-55) もじ・ごい・ぶんぽうdrill112 (2104-06) もじ・ごい・ぶんぽうdrill127 (2104-21)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill103 (2103-56) もじ・ごい・ぶんぽうdrill113 (2104-07) もじ・ごい・ぶんぽうdrill128 (2104-22)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill104 (2103-57) もじ・ごい・ぶんぽうdrill114 (2104-08) もじ・ごい・ぶんぽうdrill129 (2104-23)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill105 (2103-58) もじ・ごい・ぶんぽうdrill115 (2104-09) もじ・ごい・ぶんぽうdrill130 (2104-24)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill106 (2103-59) もじ・ごい・ぶんぽうdrill116 (2104-10) 2200.N2 読解（どっかい）ドリル

もじ・ごい・ぶんぽうdrill107 (2104-01) もじ・ごい・ぶんぽうdrill117 (2104-11) どっかいdrill13 (2202-05)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill108 (2104-02) もじ・ごい・ぶんぽうdrill118 (2104-12) どっかいdrill14 (2202-06)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill109 (2104-03) もじ・ごい・ぶんぽうdrill119 (2104-13) どっかいdrill15 (2202-07)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill110 (2104-04) もじ・ごい・ぶんぽうdrill120 (2104-14) どっかいdrill16 (2202-08) 

2200.N2 読解（どっかい）ドリル 2200.N2 読解（どっかい）ドリル 2300.N2 聴解（ちょうかい）ドリル

どっかいdrill07 (2201-07) どっかいdrill10 (2202-02) DRILL 1 1～5

どっかいdrill08 (2201-08) どっかいdrill11 (2202-03) DRILL 1 6～10

どっかいdrill09 (2202-01) どっかいdrill12 (2202-04) DRILL 1 11～15

今日のふりかえり 今日のふりかえり DRILL 1 16～20

今日のふりかえり

JLPT　N2　学習シート

2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル 2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル

2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル2030.N2 文法（ぶんぽう）ビデオ 2030.N2 文法（ぶんぽう）ビデオ



今週の目標：演習で力をつけよう

day 4 / 3rd week day 5 / 3rd week

今日の目標：聴解問題の演習に挑み、総合力を試そう 今日の目標：聴解問題の演習に挑み、総合力を試そう

review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

もじ・ごい・ぶんぽうdrill131 (2104-25) もじ・ごい・ぶんぽうdrill141 (2105-07)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill132 (2104-26) もじ・ごい・ぶんぽうdrill142 (2105-08)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill133 (2104-27) もじ・ごい・ぶんぽうdrill143 (2105-09)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill134 (2104-28) もじ・ごい・ぶんぽうdrill144 (2106-01)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill135 (2105-01) もじ・ごい・ぶんぽうdrill145 (2106-02)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill136 (2105-02) もじ・ごい・ぶんぽうdrill146 (2106-03)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill137 (2105-03) もじ・ごい・ぶんぽうdrill147 (2106-04)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill138 (2105-04) もじ・ごい・ぶんぽうdrill148 (2106-05)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill139 (2105-05) もじ・ごい・ぶんぽうdrill149 (2106-06)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill140 (2105-06) もじ・ごい・ぶんぽうdrill150 (2106-07)

2200.N2 読解（どっかい）ドリル 2200.N2 読解（どっかい）ドリル

どっかいdrill17 (2202-09) どっかいdrill21 (2202-13)

どっかいdrill18 (2202-10) どっかいdrill22 (2202-14) 

どっかいdrill19 (2202-11) どっかいdrill23 (2203-01)

どっかいdrill20 (2202-12) どっかいdrill24 (2203-02)

2300.N2 聴解（ちょうかい）ドリル 2300.N2 聴解（ちょうかい）ドリル

DRILL 1 21～25 DRILL 1 41～45

DRILL 1 26～30 DRILL 1 46～50

DRILL 1 31～35 DRILL 1 51～55

DRILL 1 36～40 DRILL 1 56～60

今日のふりかえり 今日のふりかえり

JLPT　N2　学習シート

2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル 2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル



今週の目標：読解と聴解演習に挑戦しよう

day 1 / 4th week day 2 / 4th week day 3 / 4th week

今日の目標：読解と聴解問題を繰り返し、総合力を鍛えよう 今日の目標：読解と聴解問題を繰り返し、総合力を鍛えよう 今日の目標：読解と聴解問題を繰り返し、総合力を鍛えよう

review review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

もじ・ごい・ぶんぽうdrill151 (2106-08) もじ・ごい・ぶんぽうdrill161 (2106-18) もじ・ごい・ぶんぽうdrill171 (2106-28)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill152 (2106-09) もじ・ごい・ぶんぽうdrill162 (2106-19) もじ・ごい・ぶんぽうdrill172 (2106-29)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill153 (2106-10) もじ・ごい・ぶんぽうdrill163 (2106-20) もじ・ごい・ぶんぽうdrill173 (2106-30)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill154 (2106-11) もじ・ごい・ぶんぽうdrill164 (2106-21) もじ・ごい・ぶんぽうdrill174 (2106-31)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill155 (2106-12) もじ・ごい・ぶんぽうdrill165 (2106-22) もじ・ごい・ぶんぽうdrill175 (2106-32)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill156 (2106-13) もじ・ごい・ぶんぽうdrill166 (2106-23) もじ・ごい・ぶんぽうdrill176 (2106-33)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill157 (2106-14) もじ・ごい・ぶんぽうdrill167 (2106-24) もじ・ごい・ぶんぽうdrill177 (2106-34)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill158 (2106-15) もじ・ごい・ぶんぽうdrill168 (2106-25) もじ・ごい・ぶんぽうdrill178 (2106-35)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill159 (2106-16) もじ・ごい・ぶんぽうdrill169 (2106-26) もじ・ごい・ぶんぽうdrill179 (2106-36)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill160 (2106-17) もじ・ごい・ぶんぽうdrill170 (2106-27) もじ・ごい・ぶんぽうdrill180 (2106-37)

2200.N2 読解（どっかい）ドリル 2300.N2 聴解（ちょうかい）ドリル 2300.N2 聴解（ちょうかい）ドリル

どっかいdrill25 (2203-03) DRILL 2 6～10 DRILL 2 26～30

どっかいdrill26 (2204-01) DRILL 2 11～15 DRILL 2 31～32

どっかいdrill27 (2204-02) DRILL 2 16～20 DRILL 3 1～5

どっかいdrill28 (2204-03) DRILL 2 21～25 DRILL 3 6～10

2300.N2 聴解（ちょうかい）ドリル 2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト 2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト

DRILL 1 61～65 TEST01 TEST02

DRILL 1 66～70 2402 N2 文字・語彙・文法・読解テスト2 2402 N2 文字・語彙・文法・読解テスト2

DRILL 1 71～75 もんだい 1 もんだい 3

DRILL 2 1～5 もんだい 2 もんだい 4

今日のふりかえり 今日のふりかえり 今日のふりかえり

JLPT　N2　学習シート

2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル 2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル 2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル



今週の目標：読解と聴解演習に挑戦しよう

day 4 / 4th week day 5 / 4th week

今日の目標：読解と聴解問題を繰り返し、総合力を鍛えよう 今日の目標：読解と聴解問題を繰り返し、総合力を鍛えよう

review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

もじ・ごい・ぶんぽうdrill181 (2106-38) もじ・ごい・ぶんぽうdrill191 (2106-48)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill182 (2106-39) もじ・ごい・ぶんぽうdrill192 (2106-49)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill183 (2106-40) もじ・ごい・ぶんぽうdrill193 (2106-50)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill184 (2106-41) もじ・ごい・ぶんぽうdrill194 (2106-51)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill185 (2106-42) もじ・ごい・ぶんぽうdrill195 (2106-52)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill186 (2106-43) もじ・ごい・ぶんぽうdrill196 (2106-53)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill187 (2106-44) もじ・ごい・ぶんぽうdrill197 (2106-54)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill188 (2106-45) もじ・ごい・ぶんぽうdrill198 (2106-55)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill189 (2106-46) もじ・ごい・ぶんぽうdrill199 (2106-56)

もじ・ごい・ぶんぽうdrill190 (2106-47) もじ・ごい・ぶんぽうdrill200 (2106-57)

2300.N2 聴解（ちょうかい）ドリル 2300.N2 聴解（ちょうかい）ドリル

DRILL 3 11～15 DRILL 3 31～32

DRILL 3 16～20 DRILL 4 1～5

DRILL 3 21～25 DRILL 4 6～10

DRILL 3 26～30 DRILL 4 11～15

2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト 2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト

TEST03 TEST04

2402 N2 文字・語彙・文法・読解テスト2 2402 N2 文字・語彙・文法・読解テスト2

もんだい 5 もんだい 7

もんだい 6 もんだい 8

今日のふりかえり 今日のふりかえり

JLPT　N2　学習シート

2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル 2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル



今週の目標：演習で力をつけよう

day 1 / 5th week day 2 / 5th week day 3 / 5th week

今日の目標：文字・語彙・文法ドリルで学んだ知識で、読解テストに挑戦しよう 今日の目標：文字・語彙・文法・読解問題を積み重ねよう 今日の目標：文字・語彙・文法・読解問題を積み重ねよう

review review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

2300.N2 聴解（ちょうかい）ドリル 2300.N2 聴解（ちょうかい）ドリル

もじ・ごい・ぶんぽうdrill201 (2106-58) DRILL 5 1～5 DRILL 5 21～25

もじ・ごい・ぶんぽうdrill202 (2106-59) DRILL 5 6～10 DRILL 5 26～30

もじ・ごい・ぶんぽうdrill203 (2106-60) DRILL 5 11～15 DRILL 5 31～32

もじ・ごい・ぶんぽうdrill204 (2106-61) DRILL 5 16～20 DRILL 6 1～5

もじ・ごい・ぶんぽうdrill205 (2106-62) 2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト 2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト

もじ・ごい・ぶんぽうdrill206 (2106-63) TEST06 TEST07

もじ・ごい・ぶんぽうdrill207 (2106-64) 2402 N2 文字・語彙・文法・読解テスト2 2402 N2 文字・語彙・文法・読解テスト2

もじ・ごい・ぶんぽうdrill208 (2106-65) もんだい 9 もんだい 11-1

もじ・ごい・ぶんぽうdrill209 (2106-66) もんだい 10 もんだい 11-2

もじ・ごい・ぶんぽうdrill210 (2106-67) 2500.N2 読解（どっかい）テスト 2500.N2 読解（どっかい）テスト

2300.N2 聴解（ちょうかい）ドリル TEST02 TEST03

DRILL 4 16～20 今日のふりかえり 今日のふりかえり

DRILL 4 21～25

DRILL 4 26～30

DRILL 4 31～32

2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト

TEST05

2500.N2 読解（どっかい）テスト

TEST01

今日のふりかえり

JLPT　N2　学習シート

2100.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）ドリル



今週の目標：演習で力をつけよう

day 4 / 5th week day 5 / 5th week

今日の目標：文字・語彙・文法・読解問題を積み重ねよう 今日の目標：文字・語彙・文法・読解問題を積み重ねよう

review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

2300.N2 聴解（ちょうかい）ドリル 2300.N2 聴解（ちょうかい）ドリル

DRILL 6 6～10 DRILL 6 26～30

DRILL 6 11～15 DRILL 6 31～32

DRILL 6 16～20 DRILL 7 1～5

DRILL 6 21～25 DRILL 7 6～10

2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト 2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト

TEST08 TEST09

2402 N2 文字・語彙・文法・読解テスト2 2402 N2 文字・語彙・文法・読解テスト2

もんだい 11-3 もんだい 13

もんだい 12 もんだい 14

2500.N2 読解（どっかい）テスト 2500.N2 読解（どっかい）テスト

TEST04 TEST05

今日のふりかえり 今日のふりかえり

JLPT　N2　学習シート



今週の目標：あと一踏ん張り！フル模試に挑戦しよう！

day 1 / 6th week day 2 / 6th week day 3 / 6th week

今日の目標：試験を意識して学習しよう 今日の目標：試験を意識して学習しよう 今日の目標：試験を意識して学習しよう

review review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

2300.N2 聴解（ちょうかい）ドリル 2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト 2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト

DRILL 7 11～15 TEST11 TEST12

DRILL 7 16～20 2500.N2 読解（どっかい）テスト 2500.N2 読解（どっかい）テスト

DRILL 7 21～25 TEST07 TEST08

DRILL 7 26～30 2600.N2 聴解（ちょうかい）テスト 2600.N2 聴解（ちょうかい）テスト

DRILL 7 31～32 TEST 1 1～5 TEST 1 21～25

2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト TEST 1 6～10 TEST 1 26～30

TEST10 TEST 1 11～15 TEST 1 31～32

2500.N2 読解（どっかい）テスト TEST 1 16～20 TEST 2 1～5

TEST06 2700 N2-2 模擬試験直前（もぎしけんちょくぜん）ドリル 2700 N2-2 模擬試験直前（もぎしけんちょくぜん）ドリル

2700 N2-2 模擬試験直前（もぎしけんちょくぜん）ドリル もぎしけん　もじ・ごい１ 問題4 もぎしけん　ぶんぽう１ 問題1(1-6)

もぎしけん　もじ・ごい１ 問題1 もぎしけん　もじ・ごい１ 問題5 もぎしけん　ぶんぽう１ 問題1(7-12)

もぎしけん　もじ・ごい１ 問題2 もぎしけん　もじ・ごい１ 問題6 もぎしけん　ぶんぽう１ 問題2

もぎしけん　もじ・ごい１ 問題3 今日のふりかえり 今日のふりかえり

今日のふりかえり

JLPT　N2　学習シート



今週の目標：あと一踏ん張り！フル模試に挑戦しよう！

day 4 / 6th week day 5 / 6th week

今日の目標：試験を意識して学習しよう 今日の目標：試験を意識して演習を繰り返そう

review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト 2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト

TEST13 TEST14

2500.N2 読解（どっかい）テスト 2500.N2 読解（どっかい）テスト

TEST09 TEST10

2403 N2 文字・語彙・文法・読解テスト3 2403 N2 文字・語彙・文法・読解テスト3

もじ・ごい ぶんぽう・どっかい

2600.N2 聴解（ちょうかい）テスト 2600.N2 聴解（ちょうかい）テスト

TEST 2 6～10 TEST 2 26～30

TEST 2 11～15 TEST 2 31～32

TEST 2 16～20 TEST 3 1～5

TEST 2 21～25 TEST 3 6～10

2700 N2-2 模擬試験直前（もぎしけんちょくぜん）ドリル 2700 N2-2 模擬試験直前（もぎしけんちょくぜん）ドリル

もぎしけん　ぶんぽう１ 問題3 もぎしけん　もじ・ごい２ 問題3

もぎしけん　もじ・ごい２ 問題1 もぎしけん　もじ・ごい２ 問題4

もぎしけん　もじ・ごい２ 問題2 もぎしけん　もじ・ごい２ 問題5

今日のふりかえり もぎしけん　もじ・ごい２ 問題6

今日のふりかえり

JLPT　N2　学習シート



今週の目標：学んだ知識を確かな力にしよう

day 1 / 7th week day 2 / 7th week day 3 / 7th week

今日の目標：もうひと踏ん張り！演習で力をつけよう 今日の目標：もうひと踏ん張り！演習で力をつけよう 今日の目標：もうひと踏ん張り！演習で力をつけよう

review review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト 2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト 2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト

TEST15 TEST16 TEST17

2500.N2 読解（どっかい）テスト 2500.N2 読解（どっかい）テスト 2500.N2 読解（どっかい）テスト

TEST11 TEST12 TEST13

2600.N2 聴解（ちょうかい）テスト 2600.N2 聴解（ちょうかい）テスト 2600.N2 聴解（ちょうかい）テスト

TEST 3 11～15 TEST 3 31～32 TEST 4 16～20

TEST 3 16～20 TEST 4 1～5 TEST 4 21～25

TEST 3 21～25 TEST 4 6～10 TEST 4 26～30

TEST 3 26～30 TEST 4 11～15 TEST 4 31～32

2404 N2 文字・語彙・文法・読解テスト4 2405 N2 文字・語彙・文法・読解テスト5 2700 N2-2 模擬試験直前（もぎしけんちょくぜん）ドリル

もじ・ごい・ぶんぽう もじ・ごい・ぶんぽう もぎしけん　ぶんぽう２ 問題1(1-6)

今日のふりかえり 今日のふりかえり もぎしけん　ぶんぽう２ 問題1(7-12)

もぎしけん　ぶんぽう２ 問題2

今日のふりかえり

JLPT　N2　学習シート



今週の目標：学んだ知識を確かな力にしよう

day 4 / 7th week day 5 / 7th week

今日の目標：もうひと踏ん張り！演習で力をつけよう 今日の目標：もうひと踏ん張り！演習で力をつけよう

review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト 2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト

TEST18 TEST19

2500.N2 読解（どっかい）テスト 2500.N2 読解（どっかい）テスト

TEST14 TEST15

2600.N2 聴解（ちょうかい）テスト 2600.N2 聴解（ちょうかい）テスト

TEST 5 1～5 TEST 5 21～25

TEST 5 6～10 TEST 5 26～30

TEST 5 11～15 TEST 5 31～32

TEST 5 16～20 TEST 6 1～5

2700 N2-2 模擬試験直前（もぎしけんちょくぜん）ドリル 2700 N2-2 模擬試験直前（もぎしけんちょくぜん）ドリル

もぎしけん　ぶんぽう２ 問題3 もぎしけん　もじ・ごい３ 問題3

もぎしけん　もじ・ごい３ 問題1 もぎしけん　もじ・ごい３ 問題4

もぎしけん　もじ・ごい３ 問題2 もぎしけん　もじ・ごい３ 問題5

今日のふりかえり 今日のふりかえり

JLPT　N2　学習シート



今週の目標：最後の締めくくりをしよう

day 1 / 8th week day 2 / 8th week day 3 / 8th week

今日の目標：試験を想定して、問題に向き合おう 今日の目標：試験を想定して、問題に向き合おう 今日の目標：試験を想定して、問題に向き合おう

review review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト 2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト 2401.N2 文字・語彙・文法（もじ・ごい・ぶんぽう）テスト

TEST20 TEST21 TEST22

2500.N2 読解（どっかい）テスト 2500.N2 読解（どっかい）テスト 2500.N2 読解（どっかい）テスト

TEST16 TEST17 TEST18

2600.N2 聴解（ちょうかい）テスト 2600.N2 聴解（ちょうかい）テスト 2600.N2 聴解（ちょうかい）テスト

TEST 6 6～10 TEST 6 26～30 TEST 7 11～15

TEST 6 11～15 TEST 6 31～32 TEST 7 16～20

TEST 6 16～20 TEST 7 1～5 TEST 7 21～25

TEST 6 21～25 TEST 7 6～10 TEST 7 26～30

2700 N2-2 模擬試験直前（もぎしけんちょくぜん）ドリル 2700 N2-2 模擬試験直前（もぎしけんちょくぜん）ドリル TEST 7 31～32

もぎしけん　もじ・ごい３ 問題6 もぎしけん　ぶんぽう３ 問題2 2700 N2-2 模擬試験直前（もぎしけんちょくぜん）ドリル

もぎしけん　ぶんぽう３ 問題１(1-6) もぎしけん　ぶんぽう３ 問題3 とっくん　もじ・ごい４ 1-10

もぎしけん　ぶんぽう３ 問題１(7-12) とっくん　もじ・ごい１ 1-10 とっくん　もじ・ごい５ 1-10

今日のふりかえり とっくん　もじ・ごい２ 1-10 とっくん　もじ・ごい６ 1-10

とっくん　もじ・ごい３ 1-9 とっくん　もじ・ごい７ 1-10

今日のふりかえり とっくん　もじ・ごい８ 1-10

今日のふりかえり

JLPT　N2　学習シート



今週の目標：最後の締めくくりをしよう

day 4 / 8th week day 5 / 8th week

今日の目標：試験を想定して、問題に向き合おう 今日の目標：お疲れ様！最後の仕上げをしよう

review review

今日のけいかくをたてる 今日のけいかくをたてる

2500.N2 読解（どっかい）テスト 2500.N2 読解（どっかい）テスト

TEST19 TEST21

TEST20 TEST22

2700 N2-2 模擬試験直前（もぎしけんちょくぜん）ドリル 2700 N2-2 模擬試験直前（もぎしけんちょくぜん）ドリル

とっくん　もじ・ごい９ 1-10 とっくん　ぶんぽう３ 1-8

とっくん　もじ・ごい１０ 1-10 とっくん　ぶんぽう４ 1-10

とっくん　もじ・ごい１１ 1-8 とっくん　ぶんぽう５ 1-10

とっくん　もじ・ごい１２ 1-10 とっくん　ぶんぽう６ 1-10

とっくん　もじ・ごい１３ 1-10 とっくん　ぶんぽう７ 1-10

とっくん　もじ・ごい１４ 1-10 とっくん　ぶんぽう８ 1-8

とっくん　ぶんぽう１ 1-10 とっくん　ぶんぽう９ 確認ドリル１

とっくん　ぶんぽう２ 1-8 とっくん　ぶんぽう９ 確認ドリル２

今日のふりかえり 今日のふりかえり

JLPT　N2　学習シート


