小学５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

教材数：4 問題数：60

解説教材：2 確認問題：2

（OP）プロジェクタ教材：3

整数や小数のしくみ
などの解説・確認問題

電子黒板などでご利用いただく掲示用教材
ひとつずつ確認しながら解説

小数のしくみなどの問題を収録

ライブラリ

（OP）プリント教材
（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

整数と小数

＜小数のしくみ(2)＞

教材数：12 問題数：180
体積の単位/計算・比例などの問題を収録

＜解説・整数や小数のしくみ＞

＜小数点の移動＞

解説教材：5 確認問題：5

（OP）プロジェクタ教材：5

体積の公式・体積と比
などの解説・確認問題

電子黒板などでご利用いただく掲示用教材
動画で体積の求め方を解説

＜宿題P・数のしくみ①＞

（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11枚

直方体や立方体
の体積

＜大きな体積の単位 (1)＞

教材数：16 問題数：240
小数の計算・面積・計算のきまり・
小数倍の量の求め方などの問題を収録

＜解説・体積の求め方のくふう＞

解説教材：6 確認問題：6
小数のかけ算の筆算のしかた・
積の大きさなどの解説・確認問題

＜体積の求め方＞

（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
ひとつずつ確認しながら解説

＜単元別P・体積-1＞

（OP）小学校プリントパック
単元別プリント14枚 宿題プリント14枚

小数のかけ算

＜小数倍の量の求め方 (1)＞

＜解説・小数のかけ算＞
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＜1.8×4.2の計算＞

＜宿題P・小数のかけ算④＞

(OP)オプションコンテンツ

小学５年
単元

算数（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧
ドリル教材

解説教材・確認問題

ライブラリ

教材数：20 問題数：300

解説教材：6 確認問題：6

（OP）プロジェクタ教材：3

小数の計算・あまりのある小数のわり算・
小数倍のもとにする量の求め方などの問題を収録

小数のわり算・商の大きさ・
商とあまりなどの解説・確認問題

電子黒板などでご利用いただく掲示用教材
動画でわかりやすく解説

（OP）プリント教材
（OP）小学校プリントパック
単元別プリント14枚 宿題プリント15枚

小数のわり算

＜小数倍の求め方 (1)＞

＜確認・小数のわり算の筆算のしかた＞

＜どちらで買うと得でしょう＞

＜宿題P・小数のわり算①＞

教材数：3 問題数：45

（OP）小学校プリントパック

小数の乗法や除法を適用した問題を収録

宿題プリント2枚

どんな計算に
なるのかな

＜どんな計算になるのかな （2）＞

＜宿題P・小数のかけ算⑧＞

教材数：2 問題数：30

解説教材：2 確認問題：2

合同な図形・合同な図形の辺や角の問題を収録

合同な図形などの解説・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教材
動画で合同な図形の書き方を解説

（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5枚

合同な図形

＜合同な図形＞

＜解説・合同な図形のかき方＞
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＜合同な三角形のかき方（１）＞

＜単元別P・合同な形②＞

(OP)オプションコンテンツ

小学５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

教材数：17 問題数：255

解説教材：6 確認問題：6

（OP）プロジェクタ教材：10

最小公倍数・最大公約数などの問題を収録

倍数と公倍数・約数と公約数
などの解説・確認問題

電子黒板などで利用いただく掲示用教材
偶数と奇数へ振り分けをしながら解説

＜公約数 (1)＞

＜確認・偶数と奇数＞

（OP）プリント教材
（OP）小学校プリントパック
単元別プリント10枚 宿題プリント12枚

偶数と奇数，
倍数と約数

教材数：16 問題数：240
わり算と分数・分数の小数へのなおし方・
小数の分数へのなおし方などの問題を収録

解説教材：4 確認問題：4
わり算と分数などの解説・確認問題

＜奇数と偶数にわけましょう＞

（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
ひとつずつ確認しながら解説

＜宿題P・倍数と約数①＞

（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

分数と小数，
整数の関係

＜分数の小数へのなおし方 (1) ＞

教材数：27 問題数：405
約分・通分・小数と分数のたし算/ひき算
などの問題を収録

＜解説・分数を小数や整数になおす方法＞

解説教材：4 確認問題：4
約分・通分などの解説・確認問題

＜わり算と分数＞

（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
ひとつずつ考えながら確認

＜単元別P・分数①＞

（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33枚

分数のたし算と
ひき算

＜帯分数＋真分数＞

＜確認・分数のたし算とひき算＞
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＜大きさの等しい分数＞

＜宿題P・分数の約分と通分①＞

(OP)オプションコンテンツ

小学５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

教材数：7 問題数：105

解説教材：5 確認問題：5

（OP）プロジェクタ教材：2

平均・人口密度・単位量と全体量の関係
などの問題を収録

平均・単位量あたりの大きさ
などの解説・確認問題

電子黒板などでご利用いただく掲示用教材
動画でわかりやすく解説

（OP）プリント教材
（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14枚

単位量あたりの
大きさ

＜平均 (1)＞

教材数：4 問題数：60
三角形/四角形/多角形の角の問題を収録

＜解説・単位量あたりを使った問題＞

＜こみぐあいを比べよう＞

解説教材：5 確認問題：5

（OP）プロジェクタ教材：3

三角形の角、四角形の角
の解説・確認問題

電子黒板などでご利用いただく掲示用教材
動画でわかりやすく解説

＜宿題P・人口密度＞

（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

図形の角

＜多角形の角＞

教材数：20 問題数：300
平行四辺形/三角形/台数/ひし形の
面積の求め方などの問題を収録

＜確認・三角形の角＞

解説教材：7 確認問題：7
平行四辺形/三角形/台形/ひし形の
面積の求め方などの解説・確認問題

＜３つの角の大きさの和（3）＞

（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
動画でわかりやすく解説

＜単元別P・図形の角を求める問題②＞

（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

四角形と三角形
の面積

＜およその面積＞

＜確認：台形の面積の求め方＞
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＜平行四辺形の面積＞

＜単元別P・三角形の面積①＞

(OP)オプションコンテンツ

小学５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

教材数：19 問題数：285

解説教材：8 確認問題：8

百分率・歩合・くらべられる量の求め方・
帯グラフ・円グラフなどの問題を収録

割合・百分率・グラフのよみ方
などの解説・確認問題

（OP）プリント教材

（OP）プロジェクタ教材：1

（OP）小学校プリントパック

電子黒板などでご利用いただく掲示用教材

単元別プリント12枚 宿題プリント12枚

百分率とグラフ

＜帯グラフ (1)＞

＜解説・割合を使った問題＞

＜成績の比べ方＞

教材数：9 問題数：135

解説教材：3 確認問題：3

（OP）プロジェクタ教材：2

円を使った正八角形のかき方・
円周と円周率・円周の問題などの問題を収録

正多角形・円のまわりの長さ
などの解説・確認問題

電子黒板などでご利用いただく掲示用教材
動画でわかりやすく解説

＜宿題P・割合①＞

（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

正多角形と
円周の長さ

＜円を使った正五角形のかき方＞

教材数：6 問題数：90
分数×整数・分数÷整数などの問題を収録

＜確認・円のまわりの長さ＞

＜正六角形をかこう＞

解説教材：2 確認問題：2

（OP）プロジェクタ教材：2

分数のかけ算・分数のわり算
の解説・確認問題

電子黒板などでご利用いただく掲示用教材
ひとつずつ確認しながら解説

＜宿題P・正多角形＞

（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

分数のかけ算と
わり算

＜分数に整数をかける計算のしかた ＞

＜解説・分数のわり算＞
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＜分数と整数のわり算＞

＜単元別P・分数と整数のかけ算-1＞

(OP)オプションコンテンツ

小学５年
単元

算数（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧
ドリル教材

解説教材・確認問題

教材数：4 問題数：60

解説教材：2 確認問題：2
角柱と円柱・角柱と円柱の展開図
の解説・確認問題

角柱・円柱・角柱/円柱の展開図の問題を収録

ライブラリ

（OP）プリント教材

アニメーション教材

（OP）小学校プリントパック

動きを使ってわかりやすく解説

単元別プリント2枚 宿題プリント11枚

角柱と円柱

＜円柱＞

＜解説・角柱や円柱の展開図＞

教科書復習テスト
教科書ページの範囲で力だめし

＜円の移動と立体＞

＜宿題P・角柱と円柱⑩＞

（OP）ニューワイド学習百科事典

（OP）小学校プリントパック

百科事典でさらに詳しく調べる

強化プリント（力だめしテスト44枚 総まとめ16枚
はってん学習15枚）

（全体）

＜円周率＞
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＜総まとめ・四角形の面積/多角形と円＞

(OP)オプションコンテンツ

