
【小学１年生】　eライブラリ　さんすう　教材一覧　―大日本図書（株）―

学年名 教科名 単元ｺｰﾄﾞ 単元ﾍﾟｰｼﾞ 単元名 教材ﾍﾟｰｼﾞ 表示教材名

小学１年 さんすう 1 4-9 なかよし 4-5 なかまづくり (1)

小学１年 さんすう 4-5 なかまづくり (2)

小学１年 さんすう 4-5 なかまづくり (3)

小学１年 さんすう 6-9 くらべよう (1)

小学１年 さんすう 6-9 くらべよう (2)

小学１年 さんすう 6-9 くらべよう (3)

小学１年 さんすう 2 10-27 10までの かず 10-15 5までの かず (1)

小学１年 さんすう 10-15 5までの かず (2)

小学１年 さんすう 10-15 5までの かず (3)

小学１年 さんすう 10-23 10までの かず (1)

小学１年 さんすう 16-24 10までの かず (2)

小学１年 さんすう 10-24 10までの かず (3)

小学１年 さんすう 24- 0と いう かず

小学１年 さんすう 25- かずの おおきさくらべ

小学１年 さんすう 26-27 かずの ならびかた

小学１年 さんすう 3 28-30 なんばんめ 28-30 なんばんめ

小学１年 さんすう 4 31-39 いくつと いくつ 31-32 5は いくつと いくつ

小学１年 さんすう 33- 6は いくつと いくつ

小学１年 さんすう 34- 7は いくつと いくつ

小学１年 さんすう 35- 8は いくつと いくつ

小学１年 さんすう 36- 9は いくつと いくつ

小学１年 さんすう 37-39 10は いくつと いくつ

小学１年 さんすう 5 41-50 あわせて いくつ ふえると いくつ 41-44 あわせて いくつ (1)

小学１年 さんすう 41-44 あわせて いくつ (2)

小学１年 さんすう 45-48 ふえると いくつ (1)

小学１年 さんすう 45-48 ふえると いくつ (2)

小学１年 さんすう 48- たしざんを つかう もんだい

小学１年 さんすう 48- たしざんの おはなしづくり

小学１年 さんすう 49- たしざんの れんしゅう

小学１年 さんすう 50- 0の たしざん

小学１年 さんすう 6 51-61 のこりは いくつ ちがいは いくつ 51-55 のこりは いくつ (1)

小学１年 さんすう 51-55 のこりは いくつ (2)

小学１年 さんすう 51-55 のこりは いくつ (3)

小学１年 さんすう 56- 0の ひきざん

小学１年 さんすう 57-59 ちがいは いくつ (1)

小学１年 さんすう 57-59 ちがいは いくつ (2)

小学１年 さんすう 60- ひきざんを つかう もんだい (1)

小学１年 さんすう 60- ひきざんを つかう もんだい (2)

小学１年 さんすう 60- ひきざんの おはなしづくり

小学１年 さんすう 61- ひきざんの れんしゅう

小学１年 さんすう 7 66-69 かずしらべ 66-69 かずしらべ

小学１年 さんすう 8 71-84 10より おおきい かず 71-76 10より おおきい かず (1)

小学１年 さんすう 71-76 10より おおきい かず (2)

小学１年 さんすう 71-76 10より おおきい かず (3)

小学１年 さんすう 77- 10と いくつ (1)

小学１年 さんすう 77- 10と いくつ (2)

小学１年 さんすう 78-79 かずの ならびかた

小学１年 さんすう 79- かずの おおきさくらべ

小学１年 さんすう 82- 10+3 の けいさん

小学１年 さんすう 82- 15+3 の けいさん

小学１年 さんすう 83- 13-3 の けいさん

小学１年 さんすう 83- 18-3 の けいさん

小学１年 さんすう 9 85-87 なんじ なんじはん 85-87 なんじ なんじはん (1)

小学１年 さんすう 85-87 なんじ なんじはん (2)

小学１年 さんすう 10 89-95 3つの かずの けいさん 89-90 たしざん

小学１年 さんすう 91- ひきざん

小学１年 さんすう 92- たしざんと ひきざん

小学１年 さんすう 11 97-101 ながさくらべ 97-101 ながさくらべ (1)

小学１年 さんすう 97-101 ながさくらべ (2)

小学１年 さんすう 12 102-103 ひろさくらべ 102-103 ひろさくらべ (1)

小学１年 さんすう 102-103 ひろさくらべ (2)

小学１年 さんすう 13 106-117 たしざん 107-113 8+4 の けいさん

小学１年 さんすう 107-113 8+4 の けいさんれんしゅう

小学１年 さんすう 114- 4+8 の けいさん

小学１年 さんすう 114- 4+8 の けいさんれんしゅう

小学１年 さんすう 116-117 たしざんを つかう もんだい (1)

小学１年 さんすう 116-117 たしざんを つかう もんだい (2)

小学１年 さんすう 14 118-119 かさくらべ 118-119 かさくらべ (1)

小学１年 さんすう 118-119 かさくらべ (2)

小学１年 さんすう 15 120-127 ひきざん 120-123 12-9 の けいさん

小学１年 さんすう 120-123 12-9 の けいさんれんしゅう

小学１年 さんすう 124- 12-3 の けいさん

小学１年 さんすう 124- 12-3 の けいさんれんしゅう

小学１年 さんすう 127- ひきざんを つかう もんだい (1)

小学１年 さんすう 127- ひきざんを つかう もんだい (2)

小学１年 さんすう 16 129-133 いろいろな かたち 129-133 かたちあそび

小学１年 さんすう 129-133 かたちを うつして (1)

小学１年 さんすう 129-133 かたちを うつして (2)
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【小学１年生】　eライブラリ　さんすう　教材一覧　―大日本図書（株）―

学年名 教科名 単元ｺｰﾄﾞ 単元ﾍﾟｰｼﾞ 単元名 教材ﾍﾟｰｼﾞ 表示教材名

小学１年 さんすう 17 135-149 大きな かず 135-142 100までの かず (1)

小学１年 さんすう 135-142 100までの かず (2)

小学１年 さんすう 135-142 100までの かず (3)

小学１年 さんすう 135-142 100までの かず (4)

小学１年 さんすう 135-142 100までの かず (5)

小学１年 さんすう 140- 100と いう かず

小学１年 さんすう 143- 100より おおきい かず

小学１年 さんすう 144-145 かずの ならびかた (1)

小学１年 さんすう 144-145 かずの ならびかた (2)

小学１年 さんすう 146-147 10が いくつ

小学１年 さんすう 146-147 20+30 の けいさん

小学１年 さんすう 146-147 40+6 の けいさん

小学１年 さんすう 146-147 42+6 の けいさん

小学１年 さんすう 146-147 50-30 の けいさん

小学１年 さんすう 146-147 46-6 の けいさん

小学１年 さんすう 146-147 46-2 の けいさん

小学１年 さんすう 18 150-154 なんじなんぷん 150-154 なんじなんぷん

小学１年 さんすう 19 155-161 ずを つかって かんがえよう 155-157 なんばんめ (1)

小学１年 さんすう 155-157 なんばんめ (2)

小学１年 さんすう 158- ぜんぶで いくつ

小学１年 さんすう 158- のこりは いくつ

小学１年 さんすう 159-160 おおい すくない (1)

小学１年 さんすう 159-160 おおい すくない (2)

小学１年 さんすう 20 162-166 かたちづくり 162-166 かたちづくり
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【小学２年生】　eライブラリ　さんすう　教材一覧　―大日本図書（株）―

学年名 教科名 単元ｺｰﾄﾞ 単元ﾍﾟｰｼﾞ 単元名 教材ﾍﾟｰｼﾞ 表示教材名

小学２年 さんすう 1 10-16 せいりの しかた 10-16 ひょう

小学２年 さんすう 10-16 グラフ

小学２年 さんすう 2 17-32 2けたの たし算 18- 30+43 の 計算

小学２年 さんすう 19-26 たし算の ひっ算の しかた

小学２年 さんすう 19-24 34+22 の 計算の しかた

小学２年 さんすう 19-24 34+22 の 計算

小学２年 さんすう 25- 30+22 の 計算

小学２年 さんすう 25- 30+20 の 計算

小学２年 さんすう 25-26 34+4 の 計算

小学２年 さんすう 25-26 4+22 の 計算

小学２年 さんすう 25-26 4+20 の 計算

小学２年 さんすう 27-29 38+24 の 計算の しかた

小学２年 さんすう 27-29 38+24 の 計算

小学２年 さんすう 27-29 38+22 の 計算

小学２年 さんすう 29- 38+5 の 計算

小学２年 さんすう 29- 38+2 の 計算

小学２年 さんすう 29- 8+24 の 計算

小学２年 さんすう 29- 6+24 の 計算

小学２年 さんすう 30-31 たし算の たしかめ (1)

小学２年 さんすう 30-31 たし算の たしかめ (2)

小学２年 さんすう 32- 2けたの 数の たし算を つかう もんだい

小学２年 さんすう 3 33-46 2けたの ひき算 34- 42-30 の 計算

小学２年 さんすう 35-38 ひき算の ひっ算の しかた

小学２年 さんすう 35-37 47-24 の 計算の しかた

小学２年 さんすう 35-37 47-24 の 計算

小学２年 さんすう 37- 47-20 の 計算

小学２年 さんすう 38- 47-42 の 計算

小学２年 さんすう 38- 47-27 の 計算

小学２年 さんすう 38- 47-4 の 計算

小学２年 さんすう 39-41 47-28 の 計算の しかた

小学２年 さんすう 39-41 47-28 の 計算

小学２年 さんすう 41-42 40-28 の 計算

小学２年 さんすう 43- 47-38 の 計算

小学２年 さんすう 43- 47-8 の 計算の しかた

小学２年 さんすう 43- 47-8 の 計算

小学２年 さんすう 43- 40-4 の 計算

小学２年 さんすう 44-45 ひき算の たしかめ (1)

小学２年 さんすう 44-45 ひき算の たしかめ (2)

小学２年 さんすう 46- 2けたの 数の ひき算を つかう もんだい

小学２年 さんすう 4 47-59 長さの たんい 49-50 センチメートル

小学２年 さんすう 51-52 ミリメートル

小学２年 さんすう 53- ものさしの つかいかた

小学２年 さんすう 54- 長さの たんいの かえかた (1)

小学２年 さんすう 54- 長さの たんいの かえかた (2)

小学２年 さんすう 55- 直線

小学２年 さんすう 57- 長さの たし算

小学２年 さんすう 57- 長さの ひき算

小学２年 さんすう 5 60-74 100より 大きい 数 60-65 100より 大きい 数 (1)

小学２年 さんすう 60-65 100より 大きい 数 (2)

小学２年 さんすう 60-65 100より 大きい 数 (3)

小学２年 さんすう 60-65 100より 大きい 数 (4)

小学２年 さんすう 60-65 100より 大きい 数 (5)

小学２年 さんすう 60-65 100より 大きい 数 (6)

小学２年 さんすう 66-67 10が いくつ

小学２年 さんすう 68-69 1000までの 数の 大小 (1)

小学２年 さんすう 68-69 1000までの 数の 大小 (2)

小学２年 さんすう 68-69 1000までの 数の 大小 (3)

小学２年 さんすう 70-71 1000と いう 数

小学２年 さんすう 70-71 1000までの 数の ならびかた

小学２年 さんすう 72- 60+70 の 計算

小学２年 さんすう 72- 140-60 の 計算

小学２年 さんすう 6 77-85 かさの たんい 79- デシリットル

小学２年 さんすう 80- リットル

小学２年 さんすう 80-81 リットルと デシリットル

小学２年 さんすう 81- かさの あらわし方 (1)

小学２年 さんすう 81- かさの あらわし方 (2)

小学２年 さんすう 82- かさの 計算 (1)

小学２年 さんすう 82- かさの 計算 (2)

小学２年 さんすう 84- ミリリットル

小学２年 さんすう 7 86-95 時こくと 時間 87-89 時こく

小学２年 さんすう 87-89 時間

小学２年 さんすう 90-91 1日の 時間

小学２年 さんすう 92- 後の 時こく

小学２年 さんすう 92- 前の 時こく

3／16



【小学２年生】　eライブラリ　さんすう　教材一覧　―大日本図書（株）―

学年名 教科名 単元ｺｰﾄﾞ 単元ﾍﾟｰｼﾞ 単元名 教材ﾍﾟｰｼﾞ 表示教材名

小学２年 さんすう 8 98-106 たし算の ひっ算 98-101 54+63 の 計算

小学２年 さんすう 101-103 54+67 の 計算

小学２年 さんすう 103- 94+8 の 計算

小学２年 さんすう 103- 54+48 の 計算

小学２年 さんすう 104-105 3つの 数の 計算の じゅんじょ (1)

小学２年 さんすう 104-105 3つの 数の 計算の じゅんじょ (2)

小学２年 さんすう 106- たし算の ひっ算を つかう もんだい

小学２年 さんすう 9 107-114 ひき算の ひっ算 107-109 117-43 の 計算

小学２年 さんすう 109-110 153-67 の 計算

小学２年 さんすう 111- 103-67 の 計算

小学２年 さんすう 112- 103-7 の 計算

小学２年 さんすう 113- 325+4 の計算

小学２年 さんすう 113- 325+34 の計算

小学２年 さんすう 113- 325+9 の計算

小学２年 さんすう 113- 325+58 の計算

小学２年 さんすう 113- 467-3 の計算

小学２年 さんすう 113- 467-43 の計算

小学２年 さんすう 113- 473-7 の計算

小学２年 さんすう 113- 473-47 の計算

小学２年 さんすう 114- ひき算の ひっ算を つかう もんだい

小学２年 さんすう 10 117-128 三角形と 四角形 117-120 三角形と 四角形

小学２年 さんすう 119-120 へんと ちょう点

小学２年 さんすう 121- 直角

小学２年 さんすう 122- 長方形

小学２年 さんすう 123- 正方形

小学２年 さんすう 124-125 直角三角形

小学２年 さんすう 11 129-147 かけ算 131-134 かけ算 (1)

小学２年 さんすう 131-134 かけ算 (2)

小学２年 さんすう 131-134 かけ算 (3)

小学２年 さんすう 135-136 2のだんの 九九 (1)

小学２年 さんすう 135-136 2のだんの 九九 (2)

小学２年 さんすう 137-138 5のだんの 九九 (1)

小学２年 さんすう 137-138 5のだんの 九九 (2)

小学２年 さんすう 139-140 3のだんの 九九 (1)

小学２年 さんすう 139-140 3のだんの 九九 (2)

小学２年 さんすう 141-142 4のだんの 九九 (1)

小学２年 さんすう 141-142 4のだんの 九九 (2)

小学２年 さんすう 143-144 ばいと かけ算

小学２年 さんすう 12 148-157 かけ算九九づくり 149-150 6のだんの 九九 (1)

小学２年 さんすう 149-150 6のだんの 九九 (2)

小学２年 さんすう 151-152 7のだんの 九九 (1)

小学２年 さんすう 151-152 7のだんの 九九 (2)

小学２年 さんすう 153- 8のだんの 九九 (1)

小学２年 さんすう 153- 8のだんの 九九 (2)

小学２年 さんすう 154- 9のだんの 九九 (1)

小学２年 さんすう 154- 9のだんの 九九 (2)

小学２年 さんすう 155- 1のだんの 九九 (1)

小学２年 さんすう 155- 1のだんの 九九 (2)

小学２年 さんすう 156-157 かけ算を つかう もんだい

小学２年 さんすう 13 158-164 長い ものの 長さの たんい 159-161 メートル (1)

小学２年 さんすう 159-161 メートル (2)

小学２年 さんすう 160-161 長さの たんいの かえかた (1)

小学２年 さんすう 160-161 長さの たんいの かえかた (2)

小学２年 さんすう 163- 長い 長さの たし算

小学２年 さんすう 163- 長い 長さの ひき算

小学２年 さんすう 14 168-179 1000より 大きい 数 168-171 1000より 大きい 数 (1)

小学２年 さんすう 168-171 1000より 大きい 数 (2)

小学２年 さんすう 168-171 1000より 大きい 数 (3)

小学２年 さんすう 168-171 1000より 大きい 数 (4)

小学２年 さんすう 168-171 1000より 大きい 数 (5)

小学２年 さんすう 168-171 1000より 大きい 数 (6)

小学２年 さんすう 172-173 100が いくつ

小学２年 さんすう 174- 1000より 大きい 数の ならびかた

小学２年 さんすう 174- 1000より 大きい 数の 大小

小学２年 さんすう 176-177 10000と いう 数

小学２年 さんすう 178- 200+300 の 計算

小学２年 さんすう 178- 600+700 の 計算

小学２年 さんすう 178- 500-300 の 計算

小学２年 さんすう 178- 1300-700 の 計算

小学２年 さんすう 15 180-188 たし算と ひき算の かんけい 183-184 ふえたのは いくつ

小学２年 さんすう 185-186 へったのは いくつ

小学２年 さんすう 187- はじめは いくつ

小学２年 さんすう 16 190-198 かけ算の きまり 190-193 九九の ひょう (1)

小学２年 さんすう 190-193 九九の ひょう (2)

小学２年 さんすう 190-193 九九の ひょう (3)
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学年名 教科名 単元ｺｰﾄﾞ 単元ﾍﾟｰｼﾞ 単元名 教材ﾍﾟｰｼﾞ 表示教材名

小学２年 さんすう 17 199-204 分数 199-204 分数

小学２年 さんすう 199-204 分数と もとの 大きさ

小学２年 さんすう 18 205-209 はこの 形 205-206 はこの 面

小学２年 さんすう 207- はこづくり

小学２年 さんすう 208- はこの へんと ちょう点
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学年名 教科名 単元ｺｰﾄﾞ 単元ﾍﾟｰｼﾞ 単元名 教材ﾍﾟｰｼﾞ 表示教材名

小学３年 算数 1 10-23 かけ算 10-13 かけ算のきまり (1)

小学３年 算数 10-13 かけ算のきまり (2)

小学３年 算数 14- 10のかけ算 (1)

小学３年 算数 14- 10のかけ算 (2)

小学３年 算数 20-21 0のかけ算

小学３年 算数 2 26-30 たし算の筆算 26-28 325+243 の計算のしかた

小学３年 算数 26-28 325+243 の計算

小学３年 算数 26-28 325+34 の計算

小学３年 算数 26-28 325+4 の計算

小学３年 算数 26-28 325+247 の計算のしかた

小学３年 算数 26-28 325+247 の計算

小学３年 算数 26-28 325+58 の計算

小学３年 算数 26-28 325+9 の計算

小学３年 算数 26-28 354+263 の計算のしかた

小学３年 算数 26-28 354+263 の計算

小学３年 算数 26-28 354+63 の計算

小学３年 算数 29- 354+267 の計算のしかた

小学３年 算数 29- 354+267 の計算

小学３年 算数 29- 354+67 の計算

小学３年 算数 29- 354+248 の計算

小学３年 算数 29- 354+48 の計算

小学３年 算数 29- 394+8 の計算

小学３年 算数 30- 897+565 の計算

小学３年 算数 30- 967+54 の計算

小学３年 算数 30- 996+8 の計算

小学３年 算数 30- 3けたの数のたし算を使う問題

小学３年 算数 30- 4325+487 の計算

小学３年 算数 30- 5423+3728 の計算

小学３年 算数 3 31-37 ひき算の筆算 31-32 467-243 の計算のしかた

小学３年 算数 31-32 467-243 の計算

小学３年 算数 31-32 467-43 の計算

小学３年 算数 31-32 467-3 の計算

小学３年 算数 31-32 473-247 の計算のしかた

小学３年 算数 31-32 473-247 の計算

小学３年 算数 31-32 473-47 の計算

小学３年 算数 31-32 473-7 の計算

小学３年 算数 31-32 417-243 の計算のしかた

小学３年 算数 31-32 417-243 の計算

小学３年 算数 31-32 417-343 の計算

小学３年 算数 31-32 417-43 の計算

小学３年 算数 33- 453-267 の計算のしかた

小学３年 算数 33- 453-267 の計算

小学３年 算数 33- 453-367 の計算

小学３年 算数 33- 453-67 の計算

小学３年 算数 34- 403-267 の計算のしかた

小学３年 算数 34- 403-267 の計算

小学３年 算数 34- 403-367 の計算

小学３年 算数 34- 403-67 の計算

小学３年 算数 34- 403-7 の計算

小学３年 算数 33-34 3けたの数のひき算を使う問題

小学３年 算数 35- 1000-234 の計算

小学３年 算数 35- 1005-234 の計算

小学３年 算数 35- 5834-346 の計算

小学３年 算数 35- 6327-3267 の計算

小学３年 算数 4 38- まほうじん 38- まほうじん

小学３年 算数 5 39-55 ぼうグラフと表 40-41 整理のしかた

小学３年 算数 42-44 ぼうグラフ

小学３年 算数 45-47 ぼうグラフのかき方

小学３年 算数 51- 表のくふう

小学３年 算数 52- 組み合わせたぼうグラフ

小学３年 算数 6 56-68 わり算 57-60 3人で同じに分ける (1)

小学３年 算数 57-60 3人で同じに分ける (2)

小学３年 算数 61-64 3こずつ分ける (1)

小学３年 算数 61-64 3こずつ分ける (2)

小学３年 算数 60-65 2のだんの九九を使うわり算

小学３年 算数 60-65 3のだんの九九を使うわり算

小学３年 算数 60-65 4のだんの九九を使うわり算

小学３年 算数 60-65 5のだんの九九を使うわり算

小学３年 算数 60-65 6のだんの九九を使うわり算

小学３年 算数 60-65 7のだんの九九を使うわり算

小学３年 算数 60-65 8のだんの九九を使うわり算

小学３年 算数 60-65 9のだんの九九を使うわり算

小学３年 算数 60-65 九九を使うわり算のまとめ

小学３年 算数 66- わられる数とわる数が同じわり算

小学３年 算数 66- 0をわるわり算

小学３年 算数 66- 1でわるわり算

小学３年 算数 67-68 わり算を使う問題 (1)

小学３年 算数 67-68 わり算を使う問題 (2)
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小学３年 算数 7 70-77 時こくと時間 71-72 後の時こく

小学３年 算数 71-72 前の時こく

小学３年 算数 73- かかった時間

小学３年 算数 74- あわせた時間

小学３年 算数 72- 時間のたし算の筆算

小学３年 算数 72- 時間のひき算の筆算

小学３年 算数 75- 短い時間

小学３年 算数 8 78-93 かけ算の筆算 79-80 何十，何百のかけ算

小学３年 算数 81-85 23×3 の計算

小学３年 算数 81-85 24×4 の計算

小学３年 算数 81-85 42×4 の計算

小学３年 算数 81-85 43×4 の計算

小学３年 算数 81-85 48×7 の計算

小学３年 算数 86-88 213×3 の計算

小学３年 算数 86-88 214×3 の計算

小学３年 算数 86-88 241×3 の計算

小学３年 算数 86-88 254×3 の計算

小学３年 算数 86-88 413×3 の計算

小学３年 算数 86-88 415×3 の計算

小学３年 算数 86-88 463×3 の計算

小学３年 算数 86-88 465×3 の計算

小学３年 算数 86-88 437×3 の計算

小学３年 算数 86-88 693×3 の計算

小学３年 算数 86-88 667×3 の計算

小学３年 算数 89- 3つの数のかけ算のきまり

小学３年 算数 89- 3つの数のかけ算を使う問題

小学３年 算数 90-91 かけ算の筆算を使う問題 (1)

小学３年 算数 90-91 かけ算の筆算を使う問題 (2)

小学３年 算数 90-91 かけ算の筆算を使う問題 (3)

小学３年 算数 9 88- 【はってん】4けた×1けたの筆算 88- 3456×4 の計算

小学３年 算数 10 94-106 円と球 95-103 円

小学３年 算数 95-103 円の直径と半径

小学３年 算数 104- 球

小学３年 算数 11 108-122 大きな数 109-110 一万の位の表し方 (1)

小学３年 算数 109-110 一万の位の表し方 (2)

小学３年 算数 109-110 一万の位の表し方 (3)

小学３年 算数 109-110 一万の位の表し方 (4)

小学３年 算数 109-110 一万の位の表し方 (5)

小学３年 算数 111-113 一万の位より大きい数の表し方 (1)

小学３年 算数 111-113 一万の位より大きい数の表し方 (2)

小学３年 算数 111-113 一万の位より大きい数の表し方 (3)

小学３年 算数 111-113 一万の位より大きい数の表し方 (4)

小学３年 算数 111-113 一万の位より大きい数の表し方 (5)

小学３年 算数 111-113 一万の位より大きい数の表し方 (6)

小学３年 算数 111-113 一万の位より大きい数の表し方 (7)

小学３年 算数 111-113 一万の位より大きい数の表し方 (8)

小学３年 算数 114-115 一万の位より大きい数のならび方 (1)

小学３年 算数 114-115 一万の位より大きい数のならび方 (2)

小学３年 算数 115- 一億という数

小学３年 算数 116- 大きな数の大小 (1)

小学３年 算数 116- 大きな数の大小 (2)

小学３年 算数 117- 10倍した数

小学３年 算数 118- 100倍，1000倍した数

小学３年 算数 119- 10でわった数

小学３年 算数 12 124- たし算とひき算の暗算 124- たし算の暗算のしかた (1)

小学３年 算数 124- たし算の暗算のしかた (2)

小学３年 算数 124- たし算の暗算のしかた (3)

小学３年 算数 124- たし算の暗算のしかた (4)

小学３年 算数 124- ひき算の暗算のしかた (1)

小学３年 算数 124- ひき算の暗算のしかた (2)

小学３年 算数 124- ひき算の暗算のしかた (3)

小学３年 算数 124- ひき算の暗算のしかた (4)

小学３年 算数 13 125-135 あまりのあるわり算 125-129 あまりのあるわり算のしかた (1)

小学３年 算数 125-129 あまりのあるわり算のしかた (2)

小学３年 算数 125-129 あまりのあるわり算

小学３年 算数 130- あまりのあるわり算の答えのたしかめ

小学３年 算数 131-133 あまりのあるわり算の問題 (1)

小学３年 算数 131-133 あまりのあるわり算の問題 (2)

小学３年 算数 131-133 あまりのあるわり算の問題 (3)

小学３年 算数 14 136-137 大きな数のわり算 136- 80÷4 の暗算

小学３年 算数 137- 69÷3 の暗算
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小学３年 算数 15 138-154 小数 139-140 はしたの大きさと小数 (1)

小学３年 算数 139-140 はしたの大きさと小数 (2)

小学３年 算数 139-140 はしたの大きさと小数 (3)

小学３年 算数 140- 小数を使ったかさの表し方

小学３年 算数 141- 小数を使った長さの表し方

小学３年 算数 142-146 小数のしくみ (1)

小学３年 算数 142-146 小数のしくみ (2)

小学３年 算数 142-146 小数のつくり (1)

小学３年 算数 142-146 小数のつくり (2)

小学３年 算数 145- 小数の大きさ (1)

小学３年 算数 145- 小数の大きさ (2)

小学３年 算数 147-148 小数のたし算

小学３年 算数 147-148 くり上がりのある小数のたし算

小学３年 算数 149- 小数のたし算の筆算のしかた

小学３年 算数 149- 4.5＋3.7 の筆算

小学３年 算数 150- 小数のひき算

小学３年 算数 150- くり下がりのある小数のひき算

小学３年 算数 151- 小数のひき算の筆算のしかた

小学３年 算数 151- 4.5－2.7 の筆算

小学３年 算数 16 155-161 長さ 155-157 まきじゃく

小学３年 算数 158-159 道のりときょり

小学３年 算数 158-159 キロメートル

小学３年 算数 158-159 長さの表し方

小学３年 算数 158-159 長さの計算

小学３年 算数 158-159 道のりときょりの計算

小学３年 算数 17 162-175 分数 162-167 はしたの大きさと分数 (1)

小学３年 算数 162-167 はしたの大きさと分数 (2)

小学３年 算数 162-167 はしたの大きさと分数 (3)

小学３年 算数 162-167 分子と分母

小学３年 算数 168-169 分数の大きさ (1)

小学３年 算数 168-169 分数の大きさ (2)

小学３年 算数 168-169 分数の大きさ (3)

小学３年 算数 170- 分数と小数のかんけい

小学３年 算数 170- 分数と小数の大小

小学３年 算数 171-173 分数のたし算

小学３年 算数 173- 分数のひき算

小学３年 算数 18 176-187 三角形と角 177-182 二等辺三角形

小学３年 算数 177-182 正三角形

小学３年 算数 177-182 二等辺三角形と正三角形

小学３年 算数 183-184 角

小学３年 算数 183-184 二等辺三角形と正三角形の角

小学３年 算数 19 190-203 重さの単位 191-193 グラム

小学３年 算数 194-195 グラムとはかり

小学３年 算数 196-197 キログラム

小学３年 算数 196-197 キログラムとはかり

小学３年 算数 196-197 重さの表し方 (1)

小学３年 算数 196-197 重さの表し方 (2)

小学３年 算数 198- 重さのたし算

小学３年 算数 198- 重さのひき算

小学３年 算数 198- 全体の重さをもとめる問題

小学３年 算数 198- なかみの重さをもとめる問題

小学３年 算数 199- トンという重さの単位 (1)

小学３年 算数 199- トンという重さの単位 (2)

小学３年 算数 200- かさ・長さ・重さの単位のしくみ

小学３年 算数 20 205-213 □を使った式 205-208 □を使ったたし算やひき算の式

小学３年 算数 209-211 □を使ったかけ算やわり算の式

小学３年 算数 21 213- かけ算の暗算 213- 24×3 の暗算

小学３年 算数 213- 240×3 の暗算

小学３年 算数 22 214-225 2けたの数をかける計算 215-216 7×30 の計算

小学３年 算数 215-216 70×30 の計算

小学３年 算数 215-216 17×30 の計算

小学３年 算数 217-219 12×23 の計算

小学３年 算数 217-219 14×36 の計算

小学３年 算数 217-219 24×26 の計算

小学３年 算数 217-219 24×63 の計算

小学３年 算数 217-219 24×76 の計算

小学３年 算数 220- 265×27 の計算

小学３年 算数 222- 計算のくふう

小学３年 算数 224-225 かけ算を使う問題 (1)

小学３年 算数 224-225 かけ算を使う問題 (2)

小学３年 算数 23 226-229 倍とかけ算，わり算 226- 倍の大きさをもとめる問題

小学３年 算数 227- 何倍かをもとめる問題

小学３年 算数 228- もとの大きさをもとめる問題
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小学４年 算数 1 10-29 折れ線グラフと表 10-15 折れ線グラフの読み方

小学４年 算数 10-15 折れ線グラフのかたむき

小学４年 算数 16-18 折れ線グラフのかき方

小学４年 算数 18- 折れ線グラフのかき方のくふう

小学４年 算数 19-20 2つのことがらを表すグラフ

小学４年 算数 21-25 整理のしかた (1)

小学４年 算数 21-25 整理のしかた (2)

小学４年 算数 21-25 整理のしかた (3)

小学４年 算数 2 30-45 わり算の筆算 30-38 42÷3 の計算

小学４年 算数 30-38 43÷3 の計算

小学４年 算数 39- 64÷3 の計算

小学４年 算数 39- 62÷3 の計算

小学４年 算数 39- 60÷3 の計算

小学４年 算数 38-39 答えのたしかめ

小学４年 算数 37-39 わり算を使う問題 (1)

小学４年 算数 40-41 467÷3 の計算

小学４年 算数 40-41 465÷3 の計算

小学４年 算数 40-41 671÷3 の計算

小学４年 算数 40-41 672÷3 の計算

小学４年 算数 40-41 547÷3 の計算

小学４年 算数 40-41 546÷3 の計算

小学４年 算数 40-41 635÷3 の計算

小学４年 算数 40-41 639÷3 の計算

小学４年 算数 42- 542÷3 の計算

小学４年 算数 42- 540÷3 の計算

小学４年 算数 42- 632÷3 の計算

小学４年 算数 42- 630÷3 の計算

小学４年 算数 42- 625÷3 の計算

小学４年 算数 42- 624÷3 の計算

小学４年 算数 42- 607÷3 の計算

小学４年 算数 42- 609÷3 の計算

小学４年 算数 42- 312÷3 のかんたんな計算のしかた

小学４年 算数 43- 256÷3 の計算

小学４年 算数 43- 252÷3 の計算

小学４年 算数 43- 245÷3 の計算

小学４年 算数 43- 246÷3 の計算

小学４年 算数 43- 242÷3 の計算

小学４年 算数 43- 240÷3 の計算

小学４年 算数 44-45 わり算を使う問題 (2)

小学４年 算数 44-45 わり算を使う問題 (3)

小学４年 算数 44-45 わり算を使う問題 (4)

小学４年 算数 3 46- わり算の暗算 46- 39÷3 の暗算

小学４年 算数 4 47-58 角度 48-52 回転の角の大きさ

小学４年 算数 50-56 角の大きさの単位

小学４年 算数 52- 直線と角

小学４年 算数 53- 三角じょうぎの角

小学４年 算数 5 59-71 大きな数 59-63 大きな数の位

小学４年 算数 59-63 大きな数の位のしくみ

小学４年 算数 59-63 大きな数の読み方

小学４年 算数 59-63 大きな数の書き方

小学４年 算数 59-63 大きな数のつくり

小学４年 算数 64- 10倍した数，10分の1にした数

小学４年 算数 65- 大きな数の大小

小学４年 算数 67- 432×132 の計算

小学４年 算数 67- 432×102 の計算

小学４年 算数 67- 402×132 の計算

小学４年 算数 68- 300×700 の計算

小学４年 算数 6 74-83 式と計算 75-77 かっこを使った式 (1)

小学４年 算数 75-77 かっこを使った式 (2)

小学４年 算数 78-79 かけ算やわり算のまじった計算 (1)

小学４年 算数 78-79 かけ算やわり算のまじった計算 (2)

小学４年 算数 80-81 (　)を使った計算のきまり

小学４年 算数 80-81 たし算のきまり

小学４年 算数 80-81 かけ算のきまり

小学４年 算数 81- 計算のくふう

小学４年 算数 7 84-109 垂直，平行と四角形 85-89 垂直

小学４年 算数 90-95 平行

小学４年 算数 94- 平行と角

小学４年 算数 96-99 台形

小学４年 算数 96-101 平行四辺形

小学４年 算数 100-101 平行四辺形のせいしつ

小学４年 算数 102-103 ひし形

小学４年 算数 104-106 四角形の対角線
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小学４年 算数 8 112-126 がい数 113-118 がい数と四捨五入

小学４年 算数 113-118 がい数のつくり方 (1)

小学４年 算数 113-118 がい数のつくり方 (2)

小学４年 算数 113-118 がい数のつくり方 (3)

小学４年 算数 118-119 がい数の表すはんい

小学４年 算数 118-119 以上，以下，未満 (1)

小学４年 算数 118-119 以上，以下，未満 (2)

小学４年 算数 120- 和や差をがい数で答える問題

小学４年 算数 120- 和や差の見積もり

小学４年 算数 121- 積の見積もり

小学４年 算数 121- 商の見積もり

小学４年 算数 122- がい数とぼうグラフ

小学４年 算数 9 127-144 2けたの数でわる計算 127-129 90÷30 の暗算

小学４年 算数 127-129 270÷30 の暗算

小学４年 算数 127-129 80÷30 の暗算

小学４年 算数 127-129 250÷30 の暗算

小学４年 算数 130-135 67÷32 の計算

小学４年 算数 130-135 75÷24 の計算

小学４年 算数 130-135 67÷24 の計算

小学４年 算数 130-135 76÷18 の計算

小学４年 算数 130-135 わり算のけん算

小学４年 算数 136- 123÷34 の計算

小学４年 算数 136- 215÷23 の計算

小学４年 算数 136- 262÷29 の計算

小学４年 算数 137-138 280÷23 の計算

小学４年 算数 137-138 252÷23 の計算

小学４年 算数 139- 3649÷27 の計算

小学４年 算数 139- 3649÷127 の計算

小学４年 算数 140-141 わり算のせいしつ

小学４年 算数 141- 3500÷700 の筆算

小学４年 算数 141- 3600÷700 の筆算

小学４年 算数 142-144 わり算を使う問題 (2けた÷2けた)

小学４年 算数 142-144 わり算を使う問題 (3けた÷2けた)

小学４年 算数 10 145-153 変わり方 145-153 2つの量の関係

小学４年 算数 145-153 2つの量の関係を表す式

小学４年 算数 11 156-161 倍とかけ算，わり算 156-158 倍にした大きさを求める問題

小学４年 算数 156-158 何倍かを求める問題

小学４年 算数 156-158 もとにする大きさを求める問題

小学４年 算数 159- 割合

小学４年 算数 12 163-179 小数 163-166 かさの単位と小数

小学４年 算数 163-166 長さの単位と小数

小学４年 算数 163-166 重さの単位と小数

小学４年 算数 167-170 小数のしくみ (1)

小学４年 算数 167-170 小数のしくみ (2)

小学４年 算数 171- 小数を10倍，100倍した数

小学４年 算数 171- 小数を10分の1，100分の1した数

小学４年 算数 173-175 3.52+4.18 の計算

小学４年 算数 173-175 2.234+1.381 の計算

小学４年 算数 173-175 5+2.34 の計算

小学４年 算数 173-175 0.436+0.064 の計算

小学４年 算数 176-177 5.79-3.46 の計算

小学４年 算数 176-177 2.234-1.381 の計算

小学４年 算数 176-177 5-2.34 の計算

小学４年 算数 176-177 0.436-0.036 の計算

小学４年 算数 13 180-195 面積 181-183 広さくらべ

小学４年 算数 181-183 平方センチメートル

小学４年 算数 181-183 面積の求め方

小学４年 算数 184-185 長方形の面積の公式

小学４年 算数 184-185 正方形の面積の公式

小学４年 算数 184-185 長方形の面積の計算

小学４年 算数 184-185 正方形の面積の計算

小学４年 算数 187-188 面積の求め方のくふう

小学４年 算数 189-190 平方メートル

小学４年 算数 189-190 平方メートルと平方センチメートル

小学４年 算数 191- 平方キロメートル

小学４年 算数 191- 平方キロメートルと平方メートル

小学４年 算数 192- アール

小学４年 算数 192- アールと平方メートル

小学４年 算数 192- アールと平方キロメートル

小学４年 算数 193- ヘクタール

小学４年 算数 193- ヘクタールと平方メートル

小学４年 算数 193- ヘクタールと平方キロメートル

小学４年 算数 192-193 アールとヘクタール

小学４年 算数 192-193 面積の単位の関係
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小学４年 算数 14 200-219 小数と整数のかけ算・わり算 200-203 小数のかけ算のしかた (1)

小学４年 算数 200-206 小数のかけ算のしかた (2)

小学４年 算数 203-206 3.6×3 の計算

小学４年 算数 203-206 3.6×5 の計算

小学４年 算数 203-206 3.6×32 の計算

小学４年 算数 203-206 0.34×7 の計算

小学４年 算数 203-206 3.26×54 の計算

小学４年 算数 203-206 小数のかけ算を使う問題

小学４年 算数 207-209 小数のわり算のしかた (1)

小学４年 算数 207-212 小数のわり算のしかた (2)

小学４年 算数 210-212 7.5÷3 の計算

小学４年 算数 210-212 2.7÷3 の計算

小学４年 算数 210-212 7.38÷6 の計算

小学４年 算数 210-212 88.4÷26 の計算

小学４年 算数 210-212 0.56÷8 の計算

小学４年 算数 210-212 3.06÷17 の計算

小学４年 算数 213- あまりを出す小数÷整数の計算

小学４年 算数 214- わり進む小数÷整数の計算

小学４年 算数 215- わり進む整数÷整数の計算

小学４年 算数 215- 商を1/10の位までのがい数で表すわり算 (1)

小学４年 算数 215- 商を1/10の位までのがい数で表すわり算 (2)

小学４年 算数 215- 商を1/100の位までのがい数で表すわり算

小学４年 算数 216-217 小数倍

小学４年 算数 218-219 小数のわり算を使う問題

小学４年 算数 15 220-234 分数 221-223 仮分数 (1)

小学４年 算数 221-223 仮分数 (2)

小学４年 算数 221-223 仮分数 (3)

小学４年 算数 221-223 帯分数 (1)

小学４年 算数 221-223 帯分数 (2)

小学４年 算数 221-223 帯分数 (3)

小学４年 算数 221-223 帯分数 (4)

小学４年 算数 224-225 仮分数の帯分数への直し方

小学４年 算数 224-225 帯分数の仮分数への直し方

小学４年 算数 226-227 分数の大きさ

小学４年 算数 228- いろいろな分数の大きさくらべ

小学４年 算数 229- 分数のたし算のしかた

小学４年 算数 229- 真分数＋真分数

小学４年 算数 229- 仮分数＋仮分数

小学４年 算数 229- 分数のひき算のしかた

小学４年 算数 229- 真分数－真分数

小学４年 算数 229- 仮分数－真分数

小学４年 算数 229- 仮分数－仮分数

小学４年 算数 230- 帯分数＋真分数

小学４年 算数 230- 帯分数＋帯分数

小学４年 算数 231-232 帯分数－真分数

小学４年 算数 231-232 帯分数－帯分数

小学４年 算数 16 236-250 直方体と立方体 237-239 直方体と立方体

小学４年 算数 240-242 展開図

小学４年 算数 240-242 直方体の展開図

小学４年 算数 240-242 立方体の展開図

小学４年 算数 243- 面と面の平行，垂直

小学４年 算数 244- 辺と辺の平行，垂直

小学４年 算数 245- 面と辺の平行，垂直

小学４年 算数 245- 展開図を使った面と面の平行，垂直

小学４年 算数 246- 見取図

小学４年 算数 247-248 平面上の位置の表し方

小学４年 算数 248- 空間内の位置の表し方
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小学５年 算数 1 10-15 整数と小数 10-12 小数を10倍，100倍した数

小学５年 算数 10-12 小数を10分の1，100分の1にした数

小学５年 算数 13-14 小数のしくみ (1)

小学５年 算数 13-14 小数のしくみ (2)

小学５年 算数 2 16-29 図形の角の大きさ 16-18 三角形の角

小学５年 算数 16-18 三角形の角度を求める問題

小学５年 算数 16-18 二等辺三角形の角度を求める問題

小学５年 算数 19-23 四角形の角

小学５年 算数 24-25 多角形

小学５年 算数 24-25 多角形の角

小学５年 算数 3 32-34 2つの量の変わり方 32-34 比例

小学５年 算数 32-34 変わり方とかけ算 (1)

小学５年 算数 32-34 変わり方とかけ算 (2)

小学５年 算数 34- 変わり方とたし算 (1)

小学５年 算数 34- 変わり方とたし算 (2)

小学５年 算数 34- 変わり方とひき算 (1)

小学５年 算数 34- 変わり方とひき算 (2)

小学５年 算数 34- 変わり方とわり算 (1)

小学５年 算数 34- 変わり方とわり算 (2)

小学５年 算数 4 35-48 小数のかけ算 40-43 3×1.2 の計算

小学５年 算数 40-43 13×1.2 の計算

小学５年 算数 40-43 1.8×4.2 の計算

小学５年 算数 40-43 0.2×0.5 の計算

小学５年 算数 40-43 0.47×6.4 の計算

小学５年 算数 40-43 0.58×0.21 の計算

小学５年 算数 44- 積の大きさ

小学５年 算数 45- 面積 (1)

小学５年 算数 45- 面積 (2)

小学５年 算数 46- 小数の計算のきまり (1)

小学５年 算数 46- 小数の計算のきまり (2)

小学５年 算数 46- 小数の計算のきまり (3)

小学５年 算数 47-48 小数のかけ算を使う問題

小学５年 算数 5 50-64 体積 51-55 体積の単位

小学５年 算数 51-55 体積の計算

小学５年 算数 51-55 直方体の体積の公式

小学５年 算数 51-55 立方体の体積の公式

小学５年 算数 55-57 いろいろな形の体積

小学５年 算数 58- 高さと体積の関係

小学５年 算数 59-60 大きな体積の単位 (1)

小学５年 算数 59-60 大きな体積の単位 (2)

小学５年 算数 59-60 大きな体積の計算

小学５年 算数 61- 体積と水のかさの単位の関係

小学５年 算数 61-62 体積と水のかさ (1)

小学５年 算数 61-62 体積と水のかさ (2)

小学５年 算数 6 65-84 小数のわり算 65-66 小数でわる計算の式

小学５年 算数 65-69 35÷1.4 の計算

小学５年 算数 70-74 42÷5.6 の計算

小学５年 算数 70-74 1.4÷2.8 の計算

小学５年 算数 70-74 21.6÷2.4 の計算

小学５年 算数 70-74 32.2÷3.5 の計算

小学５年 算数 70-74 7.68÷3.2 の計算

小学５年 算数 70-74 4.9÷0.28 の計算

小学５年 算数 70-74 4.97÷1.42 の計算

小学５年 算数 75- 商の大きさ

小学５年 算数 77- あまりのある小数のわり算 (1)

小学５年 算数 77- あまりのある小数のわり算 (2)

小学５年 算数 78- 商をがい数で表す小数のわり算

小学５年 算数 79- 小数のわり算を使う問題

小学５年 算数 80- 小数倍の量の求め方 (1)

小学５年 算数 80- 小数倍の量の求め方 (2)

小学５年 算数 80- 小数倍の量の求め方 (3)

小学５年 算数 81- 小数倍の求め方 (1)

小学５年 算数 81- 小数倍の求め方 (2)

小学５年 算数 81- 小数倍の求め方 (3)

小学５年 算数 82- 小数倍のもとにする量の求め方 (1)

小学５年 算数 82- 小数倍のもとにする量の求め方 (2)

小学５年 算数 82- 小数倍のもとにする量の求め方 (3)

小学５年 算数 7 85-94 合同な図形 85-88 合同な図形

小学５年 算数 85-88 合同な図形の辺や角

12／16



【小学５年生】　eライブラリ　算数　教材一覧　―大日本図書（株）―

学年名 教科名 単元ｺｰﾄﾞ 単元ﾍﾟｰｼﾞ 単元名 教材ﾍﾟｰｼﾞ 表示教材名

小学５年 算数 8 97-109 整数の性質 97-98 偶数と奇数 (1)

小学５年 算数 97-98 偶数と奇数 (2)

小学５年 算数 99-100 倍数

小学５年 算数 99-102 公倍数

小学５年 算数 99-102 最小公倍数 (1)

小学５年 算数 99-102 最小公倍数 (2)

小学５年 算数 102- 3つの数の最小公倍数

小学５年 算数 102- 倍数を使う問題

小学５年 算数 103-104 約数 (1)

小学５年 算数 103-104 約数 (2)

小学５年 算数 103-106 公約数 (1)

小学５年 算数 103-106 公約数 (2)

小学５年 算数 103-106 最大公約数 (1)

小学５年 算数 103-106 最大公約数 (2)

小学５年 算数 105- 3つの数の最大公約数

小学５年 算数 106- 約数を使う問題

小学５年 算数 9 110-123 分数のたし算とひき算 110-113 等しい分数

小学５年 算数 114-115 通分 (1)

小学５年 算数 114-115 通分 (2)

小学５年 算数 114-115 通分 (3)

小学５年 算数 115- 帯分数の通分

小学５年 算数 115- 3つの分数の通分

小学５年 算数 114-115 分母がちがう分数の大きさ比べ (1)

小学５年 算数 114-115 分母がちがう分数の大きさ比べ (2)

小学５年 算数 116- 約分 (1)

小学５年 算数 116- 約分 (2)

小学５年 算数 117-118 分母がちがう分数のたし算のしかた

小学５年 算数 117-118 分母がちがう分数のたし算

小学５年 算数 117-118 分母がちがう分数のたし算 (約分あり)

小学５年 算数 117-118 分母がちがう分数のひき算のしかた

小学５年 算数 117-118 分母がちがう分数のひき算

小学５年 算数 117-118 分母がちがう分数のひき算 (約分あり)

小学５年 算数 118- 3つの分数のたし算とひき算

小学５年 算数 119- 帯分数＋真分数

小学５年 算数 119- 帯分数＋帯分数

小学５年 算数 119- 帯分数－真分数 (1)

小学５年 算数 119- 帯分数－真分数 (2)

小学５年 算数 119- 帯分数－帯分数

小学５年 算数 121- 分数のたし算を使う問題

小学５年 算数 121- 分数のひき算を使う問題

小学５年 算数 10 124-132 平均 124-132 平均 (1)

小学５年 算数 124-132 平均 (2)

小学５年 算数 124-132 平均 (3)

小学５年 算数 11 134-143 単位量あたりの大きさ 134-137 こみぐあい

小学５年 算数 138-139 単位量と全体量の関係 (1)

小学５年 算数 138-139 単位量と全体量の関係 (2)

小学５年 算数 140- 人口密度

小学５年 算数 12 144-153 分数と小数，整数 144-147 わり算と分数 (1)

小学５年 算数 144-147 わり算と分数 (2)

小学５年 算数 144-147 わり算と分数 (3)

小学５年 算数 144-147 わり算と分数 (4)

小学５年 算数 148- 分数倍 (1)

小学５年 算数 148- 分数倍 (2)

小学５年 算数 149- 商の分数，小数での表し方 (1)

小学５年 算数 149- 商の分数，小数での表し方 (2)

小学５年 算数 149- 分数の小数へのなおし方 (1)

小学５年 算数 149- 分数の小数へのなおし方 (2)

小学５年 算数 149- 分数と小数の大きさのくらべ方 (1)

小学５年 算数 149- 分数と小数の大きさのくらべ方 (2)

小学５年 算数 150- 小数の分数へのなおし方 (1)

小学５年 算数 150- 小数の分数へのなおし方 (2)

小学５年 算数 150- 整数の分数へのなおし方 (1)

小学５年 算数 150- 整数の分数へのなおし方 (2)

小学５年 算数 151- 小数と分数のたし算

小学５年 算数 151- 小数と分数のひき算

小学５年 算数 13 154-170 割合 154-157 割合を表す小数 (1)

小学５年 算数 154-157 割合を表す小数 (2)

小学５年 算数 158-160 百分率

小学５年 算数 158-160 小数を百分率で表す

小学５年 算数 158-160 百分率を小数で表す

小学５年 算数 161-162 比べる量の求め方 (1)

小学５年 算数 161-162 比べる量の求め方 (2)

小学５年 算数 163-164 もとにする量の求め方 (1)

小学５年 算数 163-164 もとにする量の求め方 (2)

小学５年 算数 165-166 わりびき，わりましの問題

小学５年 算数 167- 歩合

小学５年 算数 167- 小数を歩合で表す

小学５年 算数 167- 歩合を小数で表す
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小学５年 算数 14 171-185 帯グラフと円グラフ 172-173 帯グラフ (1)

小学５年 算数 172-173 帯グラフ (2)

小学５年 算数 172-173 円グラフ (1)

小学５年 算数 172-173 円グラフ (2)

小学５年 算数 174-175 複数の帯グラフ

小学５年 算数 176-177 帯グラフのかき方

小学５年 算数 176-177 円グラフのかき方

小学５年 算数 15 186-199 正多角形と円 186-190 円を使った正八角形のかき方

小学５年 算数 186-190 円を使った正五角形のかき方

小学５年 算数 186-190 円を使った正六角形のかき方

小学５年 算数 191-194 円周と円周率

小学５年 算数 191-194 円周の公式

小学５年 算数 194- 直径のおよその長さ

小学５年 算数 195- 直径と円周の関係

小学５年 算数 196-198 円周の問題 (1)

小学５年 算数 196-198 円周の問題 (2)

小学５年 算数 16 202-221 四角形と三角形の面積 203-206 平行四辺形の面積

小学５年 算数 203-206 平行四辺形の底辺と高さ

小学５年 算数 203-206 平行四辺形の面積の公式

小学５年 算数 203-206 平行四辺形の面積の計算 (1)

小学５年 算数 207- 平行四辺形の外にある高さ

小学５年 算数 207- 平行四辺形の面積の計算 (2)

小学５年 算数 208- 平行四辺形の底辺や高さと面積の関係

小学５年 算数 209-212 三角形の面積

小学５年 算数 209-212 三角形の底辺と高さ

小学５年 算数 209-212 三角形の面積の公式

小学５年 算数 209-212 三角形の面積の計算 (1)

小学５年 算数 213- 三角形の外にある高さ

小学５年 算数 213- 面積の等しい三角形

小学５年 算数 213- 三角形の面積の計算 (2)

小学５年 算数 214-216 台形の面積の求め方

小学５年 算数 214-216 台形の面積の公式

小学５年 算数 216-217 ひし形の面積の求め方

小学５年 算数 216-217 ひし形の面積の公式

小学５年 算数 17 222-231 速さ 222-226 速さの比べ方

小学５年 算数 222-226 速さの公式

小学５年 算数 222-226 速さの単位

小学５年 算数 222-226 速さの計算

小学５年 算数 227- 道のりの公式

小学５年 算数 227- 道のりの計算

小学５年 算数 228- 時間の求め方

小学５年 算数 228- 時間の計算

小学５年 算数 229- 時速を分速で表す

小学５年 算数 229- 分速を時速で表す

小学５年 算数 229- 分速を秒速で表す

小学５年 算数 229- 秒速を分速で表す

小学５年 算数 231- 仕事の速さ

小学５年 算数 18 232-243 角柱と円柱 232-237 角柱

小学５年 算数 232-237 円柱

小学５年 算数 239- 角柱の展開図

小学５年 算数 240- 円柱の展開図
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小学６年 算数 1 10-25 対称な図形 10-13 線対称

小学６年 算数 10-13 点対称

小学６年 算数 14-16 線対称な図形の点，辺，角

小学６年 算数 14-16 線対称な図形の性質

小学６年 算数 17-19 点対称な図形の点，辺，角

小学６年 算数 17-19 点対称な図形の性質

小学６年 算数 20- 四角形と対称

小学６年 算数 20- 三角形と対称

小学６年 算数 21- 正多角形と対称

小学６年 算数 22-25 いろいろな図形と対称

小学６年 算数 2 26-38 分数と整数のかけ算・わり算 27-29 分数に整数をかける計算のしかた

小学６年 算数 27-29 分数×整数

小学６年 算数 27-29 分数×整数 (約分あり)

小学６年 算数 30-36 分数を整数でわる計算のしかた

小学６年 算数 30-36 分数÷整数

小学６年 算数 30-36 分数÷整数 (約分あり)

小学６年 算数 3 39-49 円の面積 40-42 円の面積の求め方 (1)

小学６年 算数 40-42 円の面積の求め方 (2)

小学６年 算数 43-44 円の面積の公式

小学６年 算数 44- 円の面積の計算 (1)

小学６年 算数 44- 円の面積の計算 (2)

小学６年 算数 45-46 円の面積の問題 (1)

小学６年 算数 45-46 円の面積の問題 (2)

小学６年 算数 4 51-59 文字を使った式 52-55 文字の使い方 (1)

小学６年 算数 52-55 文字の使い方 (2)

小学６年 算数 52-55 文字の使い方 (3)

小学６年 算数 52-55 あてはまる数の求め方 (1)

小学６年 算数 52-55 あてはまる数の求め方 (2)

小学６年 算数 52-55 あてはまる数の求め方 (3)

小学６年 算数 5 60-80 データの活用 61-62 平均値

小学６年 算数 63-65 最頻値

小学６年 算数 66-67 中央値

小学６年 算数 70-71 度数分布表

小学６年 算数 72-73 柱状グラフ

小学６年 算数 74- いろいろなグラフ

小学６年 算数 6 81-88 角柱と円柱の体積 82-84 四角柱の体積

小学６年 算数 82-84 三角柱の体積

小学６年 算数 85- 円柱の体積

小学６年 算数 7 91-105 分数のかけ算 92-95 分数×分数

小学６年 算数 96- 分数×分数 (約分あり)

小学６年 算数 96- 分数×分数 (約分2回あり)

小学６年 算数 97- 分数×整数

小学６年 算数 97- 整数×分数

小学６年 算数 97- 整数×分数 (約分あり)

小学６年 算数 96-97 3つの分数のかけ算

小学６年 算数 97- 帯分数をふくむかけ算

小学６年 算数 99- 逆数 (1)

小学６年 算数 99- 逆数 (2)

小学６年 算数 101- 面積の計算

小学６年 算数 102- 計算のきまり (1)

小学６年 算数 102- 計算のきまり (2)

小学６年 算数 102- 計算のきまり (3)

小学６年 算数 103-104 分数のかけ算を使う問題

小学６年 算数 105- 分数で表された時間 (1)

小学６年 算数 105- 分数で表された時間 (2)

小学６年 算数 105- 道のりを求める問題

小学６年 算数 8 107-124 分数のわり算 108-111 分数÷分数

小学６年 算数 112- 分数÷分数 (約分あり)

小学６年 算数 112- 分数÷分数 (約分2回あり)

小学６年 算数 113- 整数÷分数

小学６年 算数 113- 整数÷分数 (約分あり)

小学６年 算数 113- 分数÷整数

小学６年 算数 113- 分数÷整数 (約分あり)

小学６年 算数 112-113 3つの分数のかけ算やわり算のしかた

小学６年 算数 112-113 3つの分数のかけ算やわり算

小学６年 算数 113- 帯分数をふくむわり算

小学６年 算数 114- 分数のわり算を使う問題

小学６年 算数 117-118 整数，小数のまざった計算 (1)

小学６年 算数 117-118 整数，小数のまざった計算 (2)

小学６年 算数 119- 分数倍の量の求め方

小学６年 算数 120- 分数倍の求め方 (1)

小学６年 算数 120- 分数倍の求め方 (2)

小学６年 算数 120- 分数倍の求め方 (3)

小学６年 算数 121- 分数倍のもとにする量の求め方

小学６年 算数 9 125-134 場合の数 125-128 並べ方 (1)

小学６年 算数 125-128 並べ方 (2)

小学６年 算数 125-128 並べ方 (3)

小学６年 算数 129-132 組み合わせ方
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学年名 教科名 単元ｺｰﾄﾞ 単元ﾍﾟｰｼﾞ 単元名 教材ﾍﾟｰｼﾞ 表示教材名

小学６年 算数 10 138-151 比 138-141 比 (1)

小学６年 算数 138-141 比 (2)

小学６年 算数 142- 比の値 (1)

小学６年 算数 142- 比の値 (2)

小学６年 算数 142-143 等しい比 (1)

小学６年 算数 142-143 等しい比 (2)

小学６年 算数 144- 比を簡単にする (整数)

小学６年 算数 145- 比を簡単にする (小数)

小学６年 算数 145- 比を簡単にする (分数)

小学６年 算数 146- 一方から一方を求める (比)

小学６年 算数 146- 一方から一方を求める (比の値)

小学６年 算数 147- 全体から一方を求める (比)

小学６年 算数 147- 全体から一方を求める (比の値)

小学６年 算数 11 152-167 拡大図と縮図 153-155 拡大図

小学６年 算数 153-155 拡大図と縮図の性質

小学６年 算数 160-163 縮図の利用 (1)

小学６年 算数 160-163 縮図の利用 (2)

小学６年 算数 160-163 縮図の利用 (3)

小学６年 算数 160-163 縮図の利用 (4)

小学６年 算数 12 169-190 比例と反比例 169-175 比例の性質

小学６年 算数 176-178 比例の式 (1)

小学６年 算数 176-178 比例の式 (2)

小学６年 算数 176-178 比例の式 (3)

小学６年 算数 179-181 比例のグラフ (1)

小学６年 算数 179-181 比例のグラフ (2)

小学６年 算数 179-181 比例のグラフ (3)

小学６年 算数 179-181 比例のグラフ (4)

小学６年 算数 182- 比例の問題

小学６年 算数 183-185 反比例 (1)

小学６年 算数 183-185 反比例 (2)

小学６年 算数 186-187 反比例の式 (1)

小学６年 算数 186-187 反比例の式 (2)

小学６年 算数 188- 反比例のグラフ (1)

小学６年 算数 188- 反比例のグラフ (2)

小学６年 算数 189-190 反比例の問題

小学６年 算数 13 191-193 およその面積や体積 191-193 およその面積

小学６年 算数 193- およその体積
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