
小学２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
グラフ・ひょうの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
せいりの しかたの解説・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4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜グラフ＞ 　　　　＜解説・せいりの しかた＞ 　　　　　　　　　　＜グラフにあらわしましょう＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　＜単元別P・せいりの　しかた＞

教材数：18 問題数：270
たし算のひっ算のしかた・たし算のきまり

などの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
たし算のひっ算・たし算のきまり

などの解説・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」の問題をパソコンで練習します

（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22枚

　　　　　　　　　　　　　＜34+22 の 計算の しかた＞ 　　　　＜確認・たし算の きまり＞ 　　　　　　　　　　＜練習：たし算　９ます＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・百ますたし算④＞

教材数：17 問題数：255
ひき算のひっ算のしかた・ひき算のたしかめ

などの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
ひき算のひっ算・ひき算のきまり

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6枚　宿題プリント21枚

　　　　　　　　＜2けたの 数の ひき算を つかう もんだい ＞ 　　　　　＜解説・ひき算の ひっ算＞ 　　　　　　　　　＜56-24のひっ算＞ ＜単元別P・ひっ算②－くり下がりのあるひき算－＞

ひょうとグラフ

たし算のひっ算

ひき算のひっ算
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小学２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
あわせていくつ・多い少ない・ものと人

などの問題を収録

（OP）強化プリント
思考力アップ・文章題ドリル

（OP）小学校プリントパック
宿題プリント3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜多い 少ない (1)＞ 　　　　　　　　　　　＜たし算・ひき算＜２けた＞①＞ 　　　　　　　　　　　＜宿題P・文しょうだい②＞

教材数：8 問題数：120
センチメートル・ミリメートル

長さのたんいのかえかたなどの問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
センチメートル・ミリメートル

の解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：4
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5枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ものさしの つかいかた＞ 　　　　　　　＜解説・センチメートル＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜くわしいはかり方＞ 　　　　　　　＜単元別P・しらべよう②－ミリメートル－＞

教材数：20 問題数：300
100より大きい数・1000までの数の大小

などの問題を収録

解説教材：5 確認問題：5
100より大きい数のあらわし方としく

み・
10が いくつなどの解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：4
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24枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜10が いくつ＞ 　　　　＜確認・10がいくつ＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜なんびきいるでしょう＞ 　　　　＜単元別P・100より大きい数④
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－何十，何百の計算－＞

長さのたんい

３けたの数

どんな計算に
なるのかな

2/6 (OP)オプションコンテンツ



小学２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
デシリットル・リットル・かさの計算

などの問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
リットルとデシリットル・ミリリットル

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2枚

　　　　　　　　　　　　　　＜かさの計算 (1)＞ 　＜確認・ミリリットル＞ 　　　　　　　＜水のかさはどれだけでしょう（２Ｌ）＞ 　　　　　＜単元別P・水の　かさの　たんい①
　　　　　　　　　　　　　　－リットルとデジリットル－＞

教材数：3 問題数：45
時こく・時間・１日の時間などの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
時こくと 時間・１日の時間

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8枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜時こく＞ 　　＜確認・時こくと 時間＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜１日の時間＞ 　　　　　　　　　＜宿題P・時間①＞

教材数：4 問題数：60
3つの数の計算のじゅんじょなどの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
3つの数の計算のじゅんじょ

の解説・確認問題

（OP）強化プリント
思考力アップ・文章題ドリル

（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

　　　　　　　　　　　＜3つの 数の 計算の じゅんじょ (1)＞ 　＜解説・3つの数の計算のじゅんじょ＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜計算のくふう①＞ 　　　　　　　　　＜宿題P・計算のくふうのふくしゅう＞

水のかさの
たんい

時こくと時間

計算のくふう
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小学２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：18 問題数：270
たし算・ひき算のひっ算をつかう問題などを収録

解説教材：3 確認問題：3
百のくらいにくり上がるたし算

などの解説・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6枚　宿題プリント11枚

　　　　　　　　　　　　　　　＜54+63 の 計算＞   ＜確認・百のくらいから
　　　　　　　くり下がる ひき算＞

　　　　　　　　＜小学２年⇒たし算③　38+40の計算＞ 　　　　　　　　　＜宿題P・ひき算の文しょうだい＞

教材数：6 問題数：90
三角形と四角形・へんとちょう点・直角・

長方形・正方形・直角三角形の問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
三角形と四角形・長方形と正方形

直角三角形の解説・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6枚　宿題プリント3枚

　　　　　　　　　　　　　　　＜直角三角形＞ 　　　＜解説・長方形と 正方形＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜直線でかこまれた形＞ 　　　　＜単元別P・四角形②　－長方形と　正方形－＞

教材数：12 問題数：180
かけ算・九九などの問題を収録

解説教材：4 確認問題：4
いくつ分・ばいとかけ算・九九

などの解説・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」の問題をパソコンで練習します

（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14枚

　　　　　　　　　　　　　　　＜5のだんの 九九 (1)＞ 　　　＜解説・5のだん，2のだんの 九九＞ 　　　　　　　　　　＜練習：かけ算　９ます＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・かけ算のいみ＞

三角形と四角形

かけ算（１）

たし算とひき算
のひっ算
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小学２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：14 問題数：210
九九・九九のひょう・かけ算をつかうもんだい

などの問題を収録

解説教材：6 確認問題：6
九九のひょうときまり・九九を広げて

などの解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：7
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12枚　宿題プリント35枚

　　　　　　　　　　　　　　　＜九九の ひょう (1)＞ ＜確認：8のだん，9のだんの 九九＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜かけ算九九の表＞ 　　　　　　　　　＜宿題P・かけ算(1)②　－何ばい－＞

教材数：12 問題数：180
1000より大きい数・100がいくつ・10000という数

などの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
1000より大きい数・100がいくつ

などの解説・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6枚　宿題プリント7枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜10000と いう 数＞ 　　　　　＜解説・1000より 大きい 数＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜数字をかいて読みましょう＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・大きな数のふくしゅう＞

教材数：6 問題数：90
メートル・長さのたんいのかえかた

などの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
メートルの解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：4
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6枚

                  　＜長さの たんいの かえかた (1)＞ 　　　　＜確認・メートル＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜長さはどこまで＞ ＜単元別P・長いものの長さをしらべよう－メートル－＞

かけ算（２）

４けたの数

長いものの長さ
のたんい
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小学２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：3 問題数：45
ふえたのはいくつ・へったのはいくつ・はじめはいくつ

の問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
ふえたのはいくつ・へったのはいくつ

などの解説・確認問題

（OP）強化プリント
思考力アップ・文章題ドリル

（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4枚

　　　　　　                        　＜へったの いくつ ＞ 　　　　       ＜解説・はじめは いくつ＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜テープ図①＞ 　　　　　　　　　　　　＜宿題P・線分図をつかって②＞

教材数：1 問題数：15
分数の問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
分数の解説・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19枚　宿題プリント8枚

　　　　　　                        　＜分数＞ 　　　　　　＜確認・分数＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜色をぬりましょう＞ 　　　　　　　　　　　＜宿題P・分数①＞

教材数：3 問題数：45
はこの面・はこづくり・はこのへんとちょう点

の問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
工作用紙をつかって・ひごをつかって

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4枚　宿題プリント3枚

　　　　　　                        　＜はこのへんと ちょう点＞ 　　　　   ＜確認・工作用紙を つかって＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜はこの形＞ 　　　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・三角形③＞

たし算とひき算

分数

はこの形
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