
小学１年　　さんすう（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：16 問題数：240
なかまづくり・くらべよう・10までのかず

かずしらべなどの問題を収録

解説教材：4 確認問題：4
5までのかず・10までのかず

かずしらべなどの解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：6
電子黒板などでご利用いただく掲示用教材

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント4枚　宿題プリント18枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜くらべよう (3)＞ 　　　　＜解説・0と いう かず＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　＜いくつでしょう＞ 　　＜単元別P・かずとすうじ①　－5までのかず－＞

教材数：1 問題数：15
なんばんめの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
なんばんめの解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：2
電子黒板などでご利用いただく掲示用教材

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント1枚　宿題プリント5枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜なんばんめ＞ 　　　　＜解説・なんばんめ＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜じゅんばん＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・なんばんめ①＞

教材数：6 問題数：90
いくつと いくつの問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
いくつといくつなどの解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：2
電子黒板などでご利用いただく掲示用教材

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント2枚　宿題プリント12枚

                   　　　　　　　＜6は いくつと いくつ＞ 　　　　　＜確認・10を つくろう＞ 　　　　　　　　　　　　＜５こはいくつといくつ＞ 　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・わけてみよう①＞
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1/7 (OP)オプションコンテンツ



小学１年　　さんすう（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：8 問題数：120
あわせていくつ・ふえるといくつ

たしざんのれんしゅうなどの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
あわせていくつ・ふえるといくつ
0のたしざんの解説・確認問題

（OP）小学校プリントパック
強化プリント

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント3枚　宿題プリント12枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜あわせて いくつ (1)＞ 　　　　　＜解説・ふえると いくつ＞ 　　　　　　＜たし算①　５までの数①　合わせていくつ＞ 　　　　　　　　　　　＜宿題P・あわせてみよう＞

教材数：10 問題数：150
のこりはいくつ・ひきざんのれんしゅう

ちがいはいくつなどの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
のこりはいくつ・0のひきざん

ちがいはいくつの解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：5
電子黒板などでご利用いただく掲示用教材

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント3枚　宿題プリント11枚

　　　　　　　　　　　　＜ひきざんを つかう もんだい (1)＞ 　　　　　　　＜確認・0の ひきざん＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜のこりはいくつ＞ 　　　　　　　　　　　＜宿題P・10までのひきざん①＞

教材数：12 問題数：180
10よりおおきいかず・なんばんめ・かずのならびかた

などの問題を収録

解説教材：4 確認問題：4
10よりおおきいかず・かずのかぞえかた

などの解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：5
電子黒板などでご利用いただく掲示用教材

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント4枚　宿題プリント7枚

　　　　　　　　　　　　　　　＜10より おおきい かず (1)＞ 　　　　＜解説・10より おおきい かず＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜10より おおきい かず＞ 　　　　＜単元別P・10より　おおきい　かず②
                                     　－かずの　かぞえかた－＞
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小学１年　　さんすう（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：2 問題数：30
なんじなんじはんの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
なんじなんじはんの解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：2
電子黒板などでご利用いただく掲示用教材

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント1枚　宿題プリント5枚

　　　　　　　　　　　　　　＜なんじ なんじはん (1)＞ 　　＜解説・なんじ なんじはん＞ 　　　　　　　　　　　　　　　＜なんじ なんじはん＞ 　　　　　　　　　＜宿題P・とけいのよみかた③＞

教材数：2 問題数：30
どちらがながいの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
どちらがながいの解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：3
電子黒板などでご利用いただく掲示用教材

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント1枚　宿題プリント3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　＜どちらが ながい (1)＞ 　　　　　　　　＜確認・どちらが ながい＞ 　　　　　　　　　　　　　　　＜ながさくらべ＞ 　　　　　　　　　＜宿題P・時間①＞

教材数：3 問題数：45
たしざん・ひきざんの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
3つのかずのけいさんの解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：2
電子黒板などでご利用いただく掲示用教材

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント1枚　宿題プリント3枚

　　　　　　　　　　　＜たしざん＞ 　　＜解説・3つの かずの けいさん＞ 　　　　　　　　　　　　　　　＜３つのかずのけいさん＞ 　　　　　　　　　＜宿題P・3つのかずのけいさん③＞
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小学１年　　さんすう（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：2 問題数：30
どちらがおおいの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
どちらがおおいの解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：3
電子黒板などでご利用いただく掲示用教材

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント1枚　宿題プリント3枚

　　　　　　　　　　　　　　　＜どちらが おおい (2)＞        ＜解説・どちらが おおい＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜かさくらべ＞ 　　　　　　＜単元別P・おおきさくらべ②　－かさくらべ－＞

教材数：6 問題数：90
たしざんをつかうもんだいなどの問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
9+4・3+9のけいさん
の解説・確認問題

（OP）100ます計算
９ますから１００ますまでの　「たし算」「ひき算」「かけ

残」の問題プリントを印刷して練習します

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント3枚　宿題プリント19枚

　　　　　　　　　　　　　　　＜4+8 の けいさん＞ 　　　＜確認・9+4の けいさん＞ 　　　　　　　　　　＜プリント：たしざん　９ます＞ 　　　　　　＜単元別P・たしざん③　－ぶんしょうだい－＞

教材数：3 問題数：45
かたちあそび・かたちをうつして

などの問題を収録

（OP）プロジェクタ教材：2
電子黒板などでご利用いただく掲示用教材

（OP）小学校プリントパック
宿題プリント3枚

　　　　　　　　　　　　　　　＜かたちを うつして (1)＞ 　　　　　　　　　　＜おなじかたちをぬりましょう＞ 　　　　　　　　　　＜宿題P・いろいろなかたち②＞
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かたちあそび

どちらがおおい

4/7 (OP)オプションコンテンツ



小学１年　　さんすう（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：6 問題数：90
ひきざんのけいさん・けいさんれんしゅう

ひきざんをつかうもんだいなどの問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
13-9・12-3のけいさんの解説・確認問題

いろいろカード帳
インターネット環境のない教室でも電子黒板や

プロジェクターに投影し、フラッシュカードとして利用

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント3枚　宿題プリント19枚

　　　　　　　　　　　　＜ひきざんを つかう もんだい (2)＞ 　　　　　＜解説・13-9の けいさん＞ 　　＜算数⇒小学1年⇒ひきざん②15-3のけいさん＞ 　　　　　＜単元別P・ひきざん①13－9のけいさん＞

教材数：4 問題数：60
あわせていくつ・ちがいはいくつ

などの問題を収録

（OP）小学校プリントパック
強化プリント

（OP）小学校プリントパック
宿題プリント3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ちがいはいくつ＞ 　　　　　　　　＜たし算・ひき算　チャレンジ問題②＞ 　　　　　＜宿題P・ぶんしょうだいのふくしゅう①＞

教材数：2 問題数：30
どちらがひろいなどの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
どちらが ひろいの解説・確認問題

（OP）小学校プリントパック
強化プリント

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント1枚　宿題プリント3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜どちらが ひろい (1)＞ 　　　　　＜確認・どちらが ひろい＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　＜ひろさくらべ①＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・ひろさくらべ③＞
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小学１年　　さんすう（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：15 問題数：225
100よりおおきいかず・かずのならびかた

などの問題を収録

解説教材：6 確認問題：6
100よりおおきいかず
などの解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：8
電子黒板などでご利用いただく掲示用教材

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント6枚　宿題プリント17枚

　　　　　　              　　   　 　＜おおきい かず (1)＞ 　　　　＜解説・100までの かず＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜１００よりおおきいかず＞ 　　＜単元別P・おおきいかず④－100をこえるかず－＞

教材数：1 問題数：15
なんじなんぷんの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
なんじなんぷんの解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：1
電子黒板などでご利用いただく掲示用教材

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント1枚　宿題プリント4枚

　　　　　　                        　＜なんじ なんぷん＞ 　　　　   ＜確認・なんじ なんぷん＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜なんじ なんぷん＞ 　　　　　　　　　　＜宿題P・なんじなんぷん①＞

教材数：7 問題数：105
なんばんめ・ぜんぶでいくつ・おおいすくない

みんなでなんにんなどの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
なんばんめ・ものとひとのかず

などの解説・確認問題

（OP）小学校プリントパック
強化プリント

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント3枚　宿題プリント6枚

　　　　　　                   　＜おおい すくない (1)＞ 　　　　　　＜確認・なんばんめ＞ 　　　　　　　　　　　　＜図をかいて考えよう②＞
　　　＜単元別P・ずを　つかって　かんがえよう②

　　　　　　　　　　　　　　　－ものと　ひとの　かず－＞

なんじなんぷん
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小学１年　　さんすう（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：1 問題数：15
かたちづくりの問題を収録

（OP）プロジェクタ教材：2
電子黒板などでご利用いただく掲示用教材

（OP）小学校プリントパック
宿題プリント4枚

　　　　　　                        　＜かたちづくり＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜かたちを かえてみよう＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・かたちづくり①＞

かたちづくり
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