
小学3年　　算数（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
かけ算のきまり・□にあてはまる数・10や0のかけ算

などの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
かけ算のきまり・九九の表をひろげて

などの解説・確認問題

いろいろカード帳
フラッシュカードとして使用

編集ツールでオリジナルカード帳を作成

（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6枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜□にあてはまる数＞ 　　　　＜解説・かけ算のきまり＞ 　　　　　　　　＜算数・小学３年・かけ算①6×□=54＞ 　　　　　　　　　　＜単元別P・九九の表とかけ算③＞

教材数：4 問題数：60
後の時こく・かかった時間・前の時こく・短い時間

などの問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
時こくと時間のもとめ方・短い時間

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4枚　宿題プリント10枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜前の時こく＞ 　　　　＜解説・時こくと時間のもとめ方＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜時こくと時間＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・時こくと時間②＞

教材数：6 問題数：90
キロメートル・長さの表し方・道のりときょりの計算

などの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
長い長さのたんいの解説・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2枚　宿題プリント3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜まきじゃく＞ 　　　　　＜確認・長い長さのたんい＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜何km何mでしょう＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・長さ②＞

かけ算

時こくと時間の
もとめ方

長いものの長さ
のはかり方
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小学3年　　算数（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：19 問題数：258
3人で同じに分ける・2の段の九九を使うわり算

などの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
1人分の数をもとめる計算

などの解説・確認問題

いろいろカード帳
フラッシュカードとして使用

編集ツールでオリジナルカード帳を作成

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント8枚　宿題プリント17枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜3こずつ分ける (1)＞ 　　　　　　　＜解説・0や1のわり算＞ 　　　　　　＜算数・小学３年・わり算①24÷3の計算＞ 　　　　　　　＜単元別P・わり算④－倍とわり算－＞

教材数：21 問題数：315
354+248の計算・３けたの数のたし算を使う問題

などの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
3けたの数のたし算の解説・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7枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜325+243 の計算＞ 　　　　＜確認・3けたの数のたし算＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜274+361のひっ算のしかた＞ 　　　　＜単元別P・大きな数のたし算とひき算①
　　　　　　　　　　　　　　　－3けたの数のたし算－＞

教材数：24 問題数：360
417-243の計算・３けたの数のひき算を使う問題

などの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
3けたの数のひき算の解説・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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜467-243の計算＞ 　　　　＜確認・3けたの数のひき算＞ 　　　　　　＜444-209のひっ算のしかた＞ 　＜単元別P・大きな数のたし算とひき算②
　　　　　　　　　　　　　－3けたの数のひき算－＞

わり算

３けたの数の
たし算

３けたの数の
ひき算
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小学3年　　算数（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：4 問題数：60
5423+3278の計算・6327-3267の計算

などの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
4けたの数の筆算の解説・確認問題

（OP）強化プリント：2
説明と問題のプリント

（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9枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜4325+487 の計算＞ 　　　　＜解説・4けたの数の筆算＞ 　　　　　　　　　＜4けたのたし算とひき算　説明＞ 　＜単元別P・大きな数のたし算とひき算②
　　　　　　　　　　　　　－3けたの数のひき算－＞

教材数：2 問題数：30
つないだ長さの問題を収録

（OP）小学校プリントパック
宿題プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜つないだ長さ（１）＞ 　　　　　　　　　　＜宿題P・重なりに目をつけて＞

教材数：8 問題数：120
たし算の暗算のしかた、ひき算の暗算のしかた

などの問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
たし算とひき算の暗算の解説・確認問

題

（OP）強化プリント：2
思考力アップ　問題

（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

　　　　　　　　　　　　　　＜たし算の暗算のしかた (2)＞ 　　＜解説・たし算とひき算の暗算＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜暗算　たし算とひき算①＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・暗算しよう①＞

暗算

大きい数の筆算

重なりに目を
つけて
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小学3年　　算数（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：7 問題数：105
あまりのあるわり算・あまりを考える問題

などの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
あまりのあるわり算

などの解説・確認問題

（OP）100題わり算
わり算の計算練習を行います。プリントもご利用でき

ます

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント8枚　宿題プリント10枚

　　　　　　　　　　　　＜あまりのあるわり算のしかた (1)＞ 　　　　＜確認・あまりを考える問題＞ 　　　　　　　　　　　　＜かんたんなあまりのあるわり算＞ 　　　　　　　　＜単元別P・あまりのあるわり算②＞

教材数：21 問題数：315
一万の位の表し方・一万の位より大きい数の表し方
一億という数・大きい数の大小などの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
数の表し方・数直線と数の大小

などの解説・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8枚　宿題プリント9枚

　　　　　　＜一万の位より大きい数のならび方 (2)＞ 　＜解説・10倍した数と10でわった数＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜１００００より大きい数＞ 　　　　　　　　　＜宿題P・千万・一億までの数のふく習＞

教材数：23 問題数：345
何十，何百のかけ算・3つの数のかけ算のきまり

かけ算の筆算を使う問題などの問題を収録

解説教材：5 確認問題：5
何十，何百のかけ算・倍とわり算

などの解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材
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8枚　宿題プリント15枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜24×4 の計算＞        ＜解説・2けたの数に1けたの数
　　　　　　　　　　　　　　　　をかける計算＞

　　　　　　　　　　＜かけ算のひっ算＞ 　　　　　　　　　＜宿題P・かけ算のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ計算＞

あまりのある
わり算

大きい数のしく
み

かけ算の筆算
（1）
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小学3年　　算数（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
80÷4の暗算・69÷3の暗算の問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
大きい数のわり算の解説・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2枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜80÷4 の暗算＞ 　　　＜確認・大きい数のわり算＞ 　　　　　　　　　　　　＜かけ算とわり算のまとめ②＞ 　　　　　　　　　　　＜単元別P・大きい数のわり算＞

教材数：19 問題数：285
はしたの大きさと小数・小数のしくみ

小数のいろいろな表し方などの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
小数のしくみ・小数のたし算とひき算

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10枚

　　　　　　　　　　　　　　　＜はしたの大きさと小数 (1)＞ 　　　　　＜確認・小数のしくみ＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜水のかさ＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・小数③＞

教材数：12 問題数：180
グラム・キログラム・重さの表し方

トンという重さのたんいなどの問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
はかりとグラム・キログラム

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

　　　　　　　　　　　　　　　＜グラムとはかり＞ 　　　　　＜解説：キログラム＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　＜はかりを読みましょう＞ 　　　　　　　＜単元別P・重さ①－はかりとグラム－＞

大きい数の
わり算

小数

重さのたんいと
はかり方
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小学3年　　算数（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
円・円の直径と半径・球の問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
円・球の解説・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4枚　宿題プリント6枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜円の直径と半径＞ 　　　　　＜確認・球＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜球の切り口の形＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・円と球②＞

教材数：11 問題数：165
はしたの大きさと分数・分子と分母・分数の大きさ

分数と小数のかんけいなどの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
はしたの大きさの表し方・分数と小数

などの解説・確認問題

（OP）強化プリント：2
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6枚　宿題プリント11枚

　　　　　　                        　＜分数の大きさ (1) ＞ 　　　　＜解説・はしたの大きさの表し方＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜分数①＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・分数⑤＞

教材数：2 問題数：30
たし算とひき算・かけ算とわり算の問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
たし算とひき算・かけ算とわり算

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4枚　宿題プリント6枚

　　　　　　                        　＜かけ算とわり算＞ 　　　　       ＜確認・たし算とひき算＞ 　　　　　　　　　＜□を使った式・かけ算、わり算＞ 　　　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・□を使った式④＞

□を使った式

円と球

分数
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小学3年　　算数（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
7×30の計算・12×23の計算・265×27の計算

かけ算を使う問題などの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
何十をかける計算

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8枚　宿題プリント19枚

　　　　　　                        　＜24×30 の計算＞ ＜確認・3けたの数×2けたの数の計算＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜練習（23×30）＞ 　　　　　　　　　　　＜強化P・かけ算＜2けた×2けた＞①＞

教材数：5 問題数：75
二等辺三角形・正三角形・角などの問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
二等辺三角形と正三角形・三角形と

角
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4枚　宿題プリント3枚

　　　　　　                        　＜二等辺三角形＞ 　　　　       ＜解説・三角形と角＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　＜二等辺三角形のかき方＞ 　　　　　　　　　　　　　　　＜宿題P・三角形③＞

教材数：4 問題数：60
整理のしかた・ぼうグラフ・表のくふう

などの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
ぼうグラフ・ぼうグラフのかき方

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4枚

　　　　　　                        　＜ぼうグラフのかき方＞ 　　　　       ＜解説・表のくふう＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜いろいろな遊び方＞ 　　　　　　　＜単元別P・ぼうグラフと表①－ぼうグラフ－＞

かけ算の筆算
（2）

三角形と角

ぼうグラフと表
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