
テーマ学習　教材リスト　「にほんご」

◆テーマ学習に収録されている教材とドリル（単元学習）の対照表です。テーマ学習では、学年とレベル（難易度）は表示されませんが、参考情報としてヘルプに記載があります。

コース

NO.
コース名

ステッ

プNO.
ステップ名

教材

NO.
テーマ学習用　教材名 学年 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

1 ひらがな　ちゃれんじ　 1 ひらがなを　よむ 1 ひらがなを　よむ① 小学１年 ひらがな ひらがなを　よむ 基本

2 ひらがなを　よむ② 小学１年 ひらがな ひらがなを　よむ 標準

3 ひらがなを　よむ③ 小学１年 ひらがな ことばを　よむ 基本

4 ひらがなを　よむ④ 小学１年 ひらがな ことばを　よむ 標準

1 ひらがな　ちゃれんじ　 2 ひらがなを　かく 1 ひらがなを　かく① 小学１年 ひらがな ひらがなを　かく 基本

2 ひらがなを　かく② 小学１年 ひらがな ひらがなを　かく 標準

3 ひらがなを　かく③ 小学１年 ひらがな ひらがなを　かく 挑戦

1 ひらがな　ちゃれんじ　 3 にごる　おん 1 ひらがなの　にごる　おん① 小学１年 ひらがな にごる　おん 基本

2 ひらがなの　にごる　おん② 小学１年 ひらがな にごる　おん 標準

3 ひらがなの　にごる　おん③ 小学１年 ひらがな にごる　おん 挑戦

4 ひらがなの　にごる　おん④ 小学２年 かなづかい にごる　音 基本

1 ひらがな　ちゃれんじ　 4 のばす　おん 1 ひらがなの　のばす　おん① 小学１年 ひらがな ひらがなの　のばす　おん 基本

2 ひらがなの　のばす　おん② 小学１年 ひらがな ひらがなの　のばす　おん 標準

3 ひらがなの　のばす　おん③ 小学２年 かなづかい のばす　音 基本

4 ひらがなの　のばす　おん④ 小学１年 ひらがな ひらがなの　のばす　おん 挑戦

5 ひらがなの　のばす　おん⑤ 小学２年 かなづかい のばす　音 標準

6 ひらがなの　のばす　おん⑥ 小学２年 かなづかい のばす　音 挑戦

1 ひらがな　ちゃれんじ　 5 ちいさく　かく　かな 1 ひらがなの　ちいさく　かく　かな① 小学１年 ひらがな ひらがなの　ちいさく　かく　かな （１） 基本

2 ひらがなの　ちいさく　かく　かな② 小学１年 ひらがな ひらがなの　ちいさく　かく　かな （１） 標準

3 ひらがなの　ちいさく　かく　かな③ 小学１年 ひらがな ひらがなの　ちいさく　かく　かな （１） 挑戦

4 ひらがなの　ちいさく　かく　かな④ 小学１年 ひらがな ひらがなの　ちいさく　かく　かな （２） 基本

5 ひらがなの　ちいさく　かく　かな⑤ 小学１年 ひらがな ひらがなの　ちいさく　かく　かな （２） 標準

6 ひらがなの　ちいさく　かく　かな⑥ 小学１年 ひらがな ひらがなの　ちいさく　かく　かな （２） 挑戦

7 ひらがなの　ちいさく　かく　かな⑦ 小学２年 かなづかい 小さく　書く　かな （１） 基本

8 ひらがなの　ちいさく　かく　かな⑧ 小学２年 かなづかい 小さく　書く　かな （１） 標準

9 ひらがなの　ちいさく　かく　かな⑨ 小学２年 かなづかい 小さく　書く　かな （２） 基本

10 ひらがなの　ちいさく　かく　かな⑩ 小学２年 かなづかい 小さく　書く　かな （２） 標準

1 ひらがな　ちゃれんじ　 6 かなづかい　「を」「は」「へ」 1 かなづかい　「を」① 小学１年 ひらがな かなづかい　「を」 基本

2 かなづかい　「を」②　 小学１年 ひらがな かなづかい　「を」 標準

3 かなづかい　「は」① 小学１年 ひらがな かなづかい　「は」 基本

4 かなづかい　「は」② 小学１年 ひらがな かなづかい　「は」 標準

5 かなづかい　「へ」① 小学１年 ひらがな かなづかい　「へ」 基本

6 かなづかい　「へ」② 小学１年 ひらがな かなづかい　「へ」 標準

7 「は」・「を」・「へ」① 小学２年 かなづかい 「は」・「を」・「へ」 基本

8 「は」・「を」・「へ」② 小学２年 かなづかい 「は」・「を」・「へ」 標準

2 カタカナ　チャレンジ 1 かたかなを　よむ 1 かたかなを　よむ① 小学１年 かたかな かたかなを　よむ 基本

2 かたかなを　よむ② 小学１年 かたかな かたかなの　かきかた 基本

3 かたかなを　よむ③ 小学１年 かたかな かたかなを　よむ 標準

4 かたかなを　よむ④ 小学１年 かたかな かたかなを　よむ 挑戦

2 カタカナ　チャレンジ 2 かたかなを　かく 1 かたかなを　かく① 小学１年 かたかな かたかなの　かきかた 標準

2 かたかなを　かく② 小学１年 かたかな かたかなの　かきかた 挑戦

3 かたかなを　かく③ 小学１年 かたかな かたかなを　つかう 基本

4 かたかなを　かく④ 小学１年 かたかな かたかなを　つかう 標準

5 かたかなを　かく⑤ 小学２年 かたかな かたかなの　書きかた 基本

6 かたかなを　かく⑥ 小学２年 かたかな かたかなの　書きかた 標準

7 かたかなを　かく⑦ 小学２年 かたかな かたかなの　書きかた 挑戦

2 カタカナ　チャレンジ 3 のばす　おん 1 かたかなの　のばす　おん① 小学１年 かたかな かたかなの　のばす　おん 基本

2 かたかなの　のばす　おん② 小学１年 かたかな かたかなの　のばす　おん 標準

3 かたかなの　のばす　おん③ 小学１年 かたかな かたかなの　のばす　おん 挑戦

2 カタカナ　チャレンジ 4 ちいさく　かく　かな 1 かたかなの　ちいさく　かく　かな① 小学１年 かたかな かたかなの　ちいさく　かく　かな （１） 基本

2 かたかなの　ちいさく　かく　かな② 小学１年 かたかな かたかなの　ちいさく　かく　かな （１） 標準

3 かたかなの　ちいさく　かく　かな③ 小学１年 かたかな かたかなの　ちいさく　かく　かな （２） 基本

4 かたかなの　ちいさく　かく　かな④ 小学１年 かたかな かたかなの　ちいさく　かく　かな （２） 標準

5 かたかなの　ちいさく　かく　かな⑤ 小学１年 かたかな かたかなの　ちいさく　かく　かな （１） 挑戦

6 かたかなの　ちいさく　かく　かな⑥ 小学１年 かたかな かたかなの　ちいさく　かく　かな （２） 挑戦

2 カタカナ　チャレンジ 5 かたかなの　つかいかた (1) 1 かたかなで　かく　ことば① 小学１年 かたかな かたかなで　かく　ことば 基本

2 かたかなで　かく　ことば② 小学１年 かたかな かたかなで　かく　ことば 標準

3 かたかなで　かく　ことば③ 小学１年 かたかな かたかなで　かく　ことば 挑戦

4 かたかなで　かく　ことば④ 小学２年 かたかな かたかなで　書く　ことば 基本

5 かたかなで　かく　ことば⑤ 小学２年 かたかな かたかなで　書く　ことば 標準

6 かたかなで　かく　ことば⑥ 小学２年 かたかな かたかなで　書く　ことば 挑戦

2 カタカナ　チャレンジ 6 かたかなの　つかいかた (2) 1 おとや　こえを　あらわす　ことば① 小学２年 かたかな 音や　声を　うつした　ことば 基本

2 おとや　こえを　あらわす　ことば② 小学２年 かたかな 音や　声を　うつした　ことば 標準

3 おとや　こえを　あらわす　ことば③ 小学２年 かたかな 音や　声を　うつした　ことば 挑戦

4 ひらがなと　かたかなの　つかいわけ① 小学２年 かたかな ひらがなと　かたかなの　つかいわけ 基本

5 ひらがなと　かたかなの　つかいわけ② 小学２年 かたかな ひらがなと　かたかなの　つかいわけ 標準

3 いろいろな　ことば 1 あいさつ 1 あいさつ① 小学１年 ことば あいさつ 基本

2 あいさつ② 小学１年 ことば あいさつ 標準

3 あいさつ③ 小学１年 ことば あいさつ 挑戦

3 いろいろな　ことば 2 すうじ　 1 ５までの　かず 小学１年 10までの　かず 5までの　かず (2) 基本

2 10までの　かず 小学１年 10までの　かず 10までの　かず (2) 基本

3 ０という　かず 小学１年 10までの　かず 0と　いう　かず 標準

4 10より　おおきい　かず① 小学１年 10より　おおきい　かず 10より　おおきい　かず (1) 挑戦

5 10より　おおきい　かず② 小学１年 10より　おおきい　かず 10より　おおきい　かず (2) 基本

6 10より　おおきい　かず③ 小学１年 10より　おおきい　かず 10より　おおきい　かず (2) 標準

7 10より　おおきい　かず④ 小学１年 10より　おおきい　かず 10より　おおきい　かず (2) 挑戦

8 10より　おおきい　かず⑤ 小学１年 おおきい　かず おおきい　かず (2) 基本

9 10より　おおきい　かず⑥ 小学１年 おおきい　かず おおきい　かず (2) 挑戦

10 2つずつ　かぞえる① 小学１年 10より　おおきい　かず かぞえかたの　くふう 標準

11 2つずつ　かぞえる② 小学１年 10より　おおきい　かず かぞえかたの　くふう 挑戦
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3 いろいろな　ことば 3 ものの　なまえ 1 なかまどうしの　ことば① 小学１年 ことば なかまどうしの　ことば 基本

2 なかまどうしの　ことば② 小学１年 ことば なかまどうしの　ことば 標準

3 なかまどうしの　ことば③ 小学１年 ことば なかまどうしの　ことば 挑戦

4 いろいろな　ものの　なまえ① 小学１年 ことば 名まえことば 基本

5 いろいろな　ものの　なまえ② 小学１年 ことば 名まえことば 標準

6 いろいろな　ものの　なまえ③ 小学１年 ことば 名まえことば 挑戦

3 いろいろな　ことば 4 はんたいの　ことば 1 はんたいの　いみの　ことば① 小学１年 ことば はんたいの　ことば 基本

2 はんたいの　いみの　ことば② 小学１年 ことば はんたいの　ことば 標準

3 はんたいの　いみの　ことば③ 小学１年 ことば はんたいの　ことば 挑戦

4 はんたいの　いみの　ことば④ 小学２年 ことばの　いみ はんたいの　いみ 基本

5 はんたいの　いみの　ことば⑤ 小学２年 ことばの　いみ はんたいの　いみ 標準

6 はんたいの　いみの　ことば⑥ 小学２年 ことばの　いみ はんたいの　いみ 挑戦

3 いろいろな　ことば 5 にて　いる　ことば 1 にて　いる　いみの　ことば① 小学２年 ことばの　いみ にて　いる　いみ 基本

2 にて　いる　いみの　ことば② 小学２年 ことばの　いみ にて　いる　いみ 標準

3 にて　いる　いみの　ことば③ 小学２年 ことばの　いみ にて　いる　いみ 挑戦

3 いろいろな　ことば 6 ようすを　あらわす　ことば 1 ようすを　あらわす　ことば① 小学１年 ことば いろいろな　ことば 基本

2 ようすを　あらわす　ことば② 小学１年 ことば いろいろな　ことば 標準

3 ようすを　あらわす　ことば③ 小学１年 ことば いろいろな　ことば 挑戦

4 ようすを　あらわす　ことば④ 小学１年 ことば ようすを　あらわす　ことば 基本

5 ようすを　あらわす　ことば⑤ 小学１年 ことば ようすを　あらわす　ことば 標準

6 ようすを　あらわす　ことば⑥ 小学１年 ことば ようすを　あらわす　ことば 挑戦

7 ようすを　あらわす　ことば⑦ 小学２年 ことばの　いみ ようすを　あらわす　ことば 基本

8 ようすを　あらわす　ことば⑧ 小学２年 ことばの　いみ ようすを　あらわす　ことば 標準

9 ようすを　あらわす　ことば⑨ 小学２年 ことばの　いみ ようすを　あらわす　ことば 挑戦

3 いろいろな　ことば 7 いろいろな　ことばづかい 1 さししめす　ことば① 小学２年 ことばの　つかいかた こそあどことば 基本

2 さししめす　ことば② 小学２年 ことばの　つかいかた こそあどことば 挑戦

3 ことばの　いみ① 小学２年 ことばの　いみ ことばの　いみ 基本

4 ことばの　いみ② 小学２年 ことばの　いみ ことばの　いみ 標準

5 ことばの　いみ③ 小学２年 ことばの　いみ ことばの　いみ 挑戦

6 いろいろな　ことばづかい① 小学２年 ことばの　いみ ことばの　つかいかた 基本

7 いろいろな　ことばづかい② 小学２年 ことばの　いみ ことばの　つかいかた 標準

8 いろいろな　ことばづかい③ 小学２年 ことばの　いみ ことばの　つかいかた 挑戦

4 ことばの　きまり　 1 ていねいな　いいかた 1 ていねいな　いいかた① 小学１年 ことば ていねいな　いいかた 基本

2 ていねいな　いいかた② 小学１年 ことば ていねいな　いいかた 標準

3 ていねいな　いいかた③ 小学１年 ことば ていねいな　いいかた 挑戦

4 ていねいな　いいかた④ 小学２年 ことばの　つかいかた ていねいな　言いかた 基本

5 ていねいな　いいかた⑤ 小学２年 ことばの　つかいかた ていねいな　言いかた 標準

6 ていねいな　いいかた⑥ 小学２年 ことばの　つかいかた ていねいな　言いかた 挑戦

4 ことばの　きまり　 2 ぶんの　くみたて (1) 1 ことばの　つながり① 小学１年 ことば ことばの　つながり 基本

2 ことばの　つながり② 小学１年 ことば ことばの　つながり 標準

3 ことばの　つながり③ 小学１年 ことば ことばの　つながり 挑戦

4 ただしい　ことばづかい① 小学２年 ことばの　つかいかた 正しい　ことばづかい 基本

5 ただしい　ことばづかい② 小学２年 ことばの　つかいかた 正しい　ことばづかい 標準

6 ただしい　ことばづかい③ 小学２年 ことばの　つかいかた 正しい　ことばづかい 挑戦

7 つなぎことば① 小学２年 ことばの　つかいかた つなぎことば 基本

8 つなぎことば② 小学２年 ことばの　つかいかた つなぎことば 標準

9 つなぎことば③ 小学２年 ことばの　つかいかた つなぎことば 挑戦

4 ことばの　きまり　 3 ぶんの　くみたて (2) 1 ことばの　じゅんじょ① 小学２年 ことばの　つかいかた 文の　組み立て （ことばの じゅんじょ） 基本

2 ことばの　じゅんじょ② 小学２年 ことばの　つかいかた 文の　組み立て （ことばの じゅんじょ） 標準

3 ～が　どうする① 小学２年 ことばの　つかいかた 文の　組み立て （「～が どうする」） 基本

4 ～が　どうする② 小学２年 ことばの　つかいかた 文の　組み立て （「～が どうする」） 標準

5 せつめいする　ことば① 小学２年 ことばの　つかいかた 文の　組み立て （かざりことば） 基本

6 せつめいする　ことば② 小学２年 ことばの　つかいかた 文の　組み立て （かざりことば） 標準

4 ことばの　きまり　 4 てん・まる・かぎ 1 「　」の　つかいかた 小学２年 ことばの　つかいかた 「 」の　つかいかた 基本

2 「。」の　つかいかた① 小学１年 ことば 「。」の　つかいかた 基本

3 「。」の　つかいかた② 小学１年 ことば 「。」の　つかいかた 標準

4 「。」の　つかいかた③ 小学２年 ことばの　つかいかた 「。」の　つかいかた 基本

5 「。」の　つかいかた④ 小学２年 ことばの　つかいかた 「。」の　つかいかた 標準

6 「。」の　つかいかた⑤ 小学２年 ことばの　つかいかた 「。」の　つかいかた 挑戦

7 「、」の　つかいかた① 小学１年 ことば 「、」の　つかいかた 基本

8 「、」の　つかいかた② 小学１年 ことば 「、」の　つかいかた 標準

9 「、」の　つかいかた③ 小学２年 ことばの　つかいかた 「、」の　つかいかた 基本

10 「、」の　つかいかた④ 小学２年 ことばの　つかいかた 「、」の　つかいかた 標準
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5 漢字　チャレンジ（かんじ） 1 すうじ・ようび 1 ものの　かぞえかた① 小学１年 かん字 かずと　かん字 基本

2 ものの　かぞえかた② 小学１年 かん字 かずと　かん字 標準

3 ものの　かぞえかた③ 小学１年 かん字 かずと　かん字 挑戦

4 すうじの　よみかた 小学１年 かん字 ふたつの　よみかた 基本

5 ようびの　よみかた 小学１年 かん字 ふたつの　よみかた 標準

5 漢字　チャレンジ（かんじ） 2 はんたいの　いみの　かんじ 1 はんたいの　いみの　かんじ① 小学１年 かん字 はんたいの　かん字 基本

2 はんたいの　いみの　かんじ② 小学１年 かん字 はんたいの　かん字 標準

3 はんたいの　いみの　かんじ③ 小学１年 かん字 はんたいの　かん字 挑戦

4 はんたいの　いみの　かんじ④ 小学２年 かん字 はんたいの　いみの　かん字 基本

5 はんたいの　いみの　かんじ⑤ 小学２年 かん字 はんたいの　いみの　かん字 標準

6 はんたいの　いみの　かんじ⑥ 小学２年 かん字 はんたいの　いみの　かん字 挑戦

5 漢字　チャレンジ（かんじ） 3 かんじを　おぼえよう (1) 1 かんじを　よむ① 小学１年 かん字 かん字を　よむ 基本

2 かんじを　よむ② 小学１年 かん字 かん字を　よむ 標準

3 かんじを　よむ③ 小学１年 かん字 かん字を　よむ 挑戦

4 かんじを　よむ④ 小学２年 かん字 かん字を　読む （１） 基本

5 かんじを　よむ⑤ 小学２年 かん字 かん字を　読む （１） 標準

6 かんじを　よむ⑥ 小学２年 かん字 かん字を　読む （１） 挑戦

7 かんじを　よむ⑦ 小学２年 かん字 かん字を　読む （２） 基本

8 かんじを　よむ⑧ 小学２年 かん字 かん字を　読む （２） 標準

9 かんじを　よむ⑨ 小学２年 かん字 かん字を　読む （２） 挑戦

5 漢字　チャレンジ（かんじ） 4 かんじを　おぼえよう (2) 1 かんじを　かく① 小学１年 かん字 かん字を　えらぶ 基本

2 かんじを　かく② 小学１年 かん字 かん字を　えらぶ 標準

3 かんじを　かく③ 小学１年 かん字 かん字を　えらぶ 挑戦

4 かんじを　かく④ 小学２年 かん字 かん字を　書く （１） 基本

5 かんじを　かく⑤ 小学２年 かん字 かん字を　書く （１） 標準

6 かんじを　かく⑥ 小学２年 かん字 かん字を　書く （１） 挑戦

7 かんじを　かく⑦ 小学２年 かん字 かん字を　書く （２） 基本

8 かんじを　かく⑧ 小学２年 かん字 かん字を　書く （２） 標準

9 かんじを　かく⑨ 小学２年 かん字 かん字を　書く （２） 挑戦

6 にほんごを　よんで　こたえよう☆ 1 えを　みて　こたえよう！ (1) 1 どうぶつや　ものの　なまえ① 小学１年 10までの　かず なかまづくり (1) 基本

2 どうぶつや　ものの　なまえ② 小学１年 10までの　かず なかまづくり (1) 標準

3 どうぶつや　ものの　なまえ③ 小学１年 10までの　かず なかまづくり (1) 挑戦

4 どうぶつや　ものの　なまえ④ 小学１年 10までの　かず なかまづくり (2) 基本

5 なにを　して　いますか？① 小学１年 10までの　かず なかまづくり (2) 標準

6 なにを　して　いますか？② 小学１年 10までの　かず なかまづくり (2) 挑戦

7 まえ　うしろ 小学１年 なんばんめ ものの　ばしょ 標準

8 みぎ　ひだり 小学１年 なんばんめ ものの　ばしょ 挑戦

9 なんばんめ？① 小学１年 なんばんめ なんばんめ 標準

10 なんばんめ？② 小学１年 なんばんめ なんばんめ 挑戦

6 にほんごを　よんで　こたえよう☆ 2 えを　みて　こたえよう！ (2) 1 いろいろな　かたち① 小学１年 かたちあそび かたちを　うつして (1) 基本

2 いろいろな　かたち② 小学１年 かたちあそび かたちを　うつして (1) 標準

3 いろいろな　かたち③ 小学１年 かたちあそび かたちを　うつして (2) 基本

4 いろいろな　かたち④ 小学１年 かたちあそび かたちを　うつして (2) 標準

5 いろいろな　かたち⑤ 小学１年 かたちあそび かたちを　うつして (2) 挑戦

6 はこの　かたち 小学２年 はこの　形 はこづくり 基本

7 ながさを　くらべよう 小学１年 ながさくらべ ながさくらべ (1) 標準

8 ひろさを　くらべよう 小学１年 ひろさくらべ ひろさくらべ (1) 標準

9 かさを　くらべよう 小学１年 かさくらべ かさくらべ (1) 挑戦

6 にほんごを　よんで　こたえよう☆ 3 いま　なんじ？ 1 とけい① 小学１年 なんじ　なんじはん なんじ　なんじはん (1) 標準

2 とけい② 小学１年 なんじ　なんじはん なんじ　なんじはん (1) 挑戦

3 とけい③ 小学１年 なんじ　なんじはん なんじ　なんじはん (2) 標準

4 とけい④ 小学１年 なんじ　なんじはん なんじ　なんじはん (2) 挑戦

5 とけい⑤ 小学１年 なんじなんぷん なんじなんぷん 標準

6 とけい⑥ 小学１年 なんじなんぷん なんじなんぷん 挑戦

6 にほんごを　よんで　こたえよう☆ 4 じこくと　じかん 1 じこく 小学２年 時こくと　時間 時こく 挑戦

2 じかん① 小学２年 時こくと　時間 時間 標準

3 じかん② 小学２年 時こくと　時間 時間 挑戦

4 あとの　じこく① 小学２年 時こくと　時間 後の　時こく 基本

5 あとの　じこく② 小学２年 時こくと　時間 後の　時こく 標準

6 あとの　じこく③ 小学２年 時こくと　時間 後の　時こく 挑戦

7 まえの　じこく① 小学２年 時こくと　時間 前の　時こく 基本

8 まえの　じこく② 小学２年 時こくと　時間 前の　時こく 標準

9 まえの　じこく③ 小学２年 時こくと　時間 前の　時こく 挑戦

10 いちにちの　じかん 小学２年 時こくと　時間 1日の　時間 基本

6 にほんごを　よんで　こたえよう☆ 5 さんすう　チャレンジ！ 1 かずの　おおきさくらべ① 小学１年 10より　おおきい　かず 20までの　かずの　おおきさくらべ 基本

2 かずの　おおきさくらべ② 小学１年 10より　おおきい　かず 20までの　かずの　おおきさくらべ 標準

3 かずの　おおきさくらべ③ 小学１年 10より　おおきい　かず 20までの　かずの　おおきさくらべ 挑戦

4 ぶんすう① 小学２年 分数 分数 基本

5 ぶんすう② 小学２年 分数 分数 標準

6 ぶんすう③ 小学２年 分数 分数 挑戦

6 にほんごを　よんで　こたえよう☆ 6 よく　よんで　こたえよう！ 1 あわせて　いくつ？ 小学２年 たし算と　ひき算 あわせて　いくつ 標準

2 ちがいは　いくつ？ 小学２年 たし算と　ひき算 ちがいは　いくつ 標準

3 はじめは　いくつ？ 小学２年 たし算と　ひき算 はじめは　いくつ 標準

4 ふえたの　いくつ？ 小学２年 たし算と　ひき算 ふえたの　いくつ 標準

5 へったの　いくつ？ 小学２年 たし算と　ひき算 へったの　いくつ 標準

6 ものと　ひと 小学２年 たし算と　ひき算 ものと　人 標準

7 おおい　すくない 小学２年 たし算と　ひき算 多い　少ない (1) 標準

8 かけざんを　つかう　もんだい① 小学２年 かけ算 (2) かけ算を　つかう　もんだい 基本

9 かけざんを　つかう　もんだい② 小学２年 かけ算 (2) かけ算を　つかう　もんだい 標準
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