
小学 1 年 

 

 

 

 

 

 

☆学習プリントの教科書ページを検索するときは、この一覧表を参考にしてください。 

［国語］ 

1 えんぴつを つかう ときに たしかめよう／かいて みよう 16～19 →i プリ１ 

2 あいうえおのうた 20～21 →i プリ２ 

3 あいうえおの ことばを あつめよう 22～23 →i プリ３ 

4 あいうえおの ことばを あつめよう かくにんテスト － →i プリ４ 

5 あめですよ 26～31 →i プリ５ 

6 あめですよ かくにんテスト － →i プリ６ 

7 ゛や ゜の つく じ 32～33 →i プリ７ 

8 ぶんを つくろう 34～35 →i プリ８ 

9 ぶんをつくろう かくにんテスト － →i プリ９ 

10 みんなに はなそう 36～39 →i プリ１０ 

11 さとうと しお 40～47 →i プリ１１ 

12 ｢は｣を つかおう 48～49 →i プリ１２ 

13 とん こと とん 50～55 →i プリ１３ 

14 とん こと とん かくにんテスト － →i プリ１４ 

15 ｢を｣｢へ｣を つかおう 56～57 →i プリ１５ 

16 ちいさい っ 60～61 →i プリ１６ 

17 ことばあそび 62～63 →i プリ１７ 

18 ことばあそび かくにんテスト － →i プリ１８ 

19 あひるの あくび 64～67 →i プリ１９ 

20 あひるの あくび かくにんテスト － →i プリ２０ 

21 のばす おん 68～69 →i プリ２１ 

22 どう やって みを まもるのかな① 70～72 →i プリ２２ 

23 どう やって みを まもるのかな② 73～74 →i プリ２３ 

24 どう やって みを まもるのかな③ 75～77 →i プリ２４ 

25 どう やって みを まもるのかな かくにんテスト － →i プリ２５ 

26 ちいさい ゃゅょ 78～79 →i プリ２６ 

27 こんな こと したよ 80～83 →i プリ２７ 

28 おおきな かぶ① 84～86 →i プリ２８ 

29 おおきな かぶ② 86～88 →i プリ２９ 

30 おおきな かぶ③ 88～90 →i プリ３０ 

小学校 
１年 

https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-1-1-8796?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-2-1-8797?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-3-1-8798?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-3-2-8799?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-5-1-8800?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-5-2-8801?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-6-1-8802?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-7-1-8803?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-7-2-8804?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-8-1-8805?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-9-1-8806?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-10-1-8807?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-11-1-8808?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-11-2-8809?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-12-1-8810?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-14-1-8811?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-15-1-8812?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-15-2-8813?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-16-1-8814?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-16-2-8815?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-17-1-8816?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-18-1-8817?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-18-2-8818?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-18-3-8819?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-18-4-8820?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-19-1-8821?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-20-1-8822?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-21-1-8823?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-21-2-8824?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-21-3-8825?mondaiMenu=1


小学 1 年 

31 おおきな かぶ④ 91～95 →i プリ３１ 

32 おおきな かぶ かくにんテスト － →i プリ３２ 

33 かぞえうた① 96～97 →i プリ３３ 

34 かぞえうた② 96～99 →i プリ３４ 

35 かぞえうた かくにんテスト － →i プリ３５ 

36 えにっきを かこう 100～103 →i プリ３６ 

37 あるけ あるけ 106～107 →i プリ３７ 

38 おおきく なあれ 108～109 →i プリ３８ 

39 おおきく なあれ かくにんテスト － →i プリ３９ 

40 はなしたいな ききたいな 110～113 →i プリ４０ 

41 かいがら① 114～115 →i プリ４１ 

42 かいがら② 115～116 →i プリ４２ 

43 かいがら③ 116～121 →i プリ４３ 

44 かいがら かくにんテスト － →i プリ４４ 

45 かんじの はなし 126～129 →i プリ４５ 

46 かんじの はなし かくにんテスト － →i プリ４６ 

47 サラダで げんき① 5～8 →i プリ４７ 

48 サラダで げんき② 8～9 →i プリ４８ 

49 サラダで げんき③ 10～12 →i プリ４９ 

50 サラダで げんき④ 13～14 →i プリ５０ 

51 サラダで げんき⑤ 14～19 →i プリ５１ 

52 サラダで げんき かくにんテスト － →i プリ５２ 

53 かたかなを かこう 20～23 →i プリ５３ 

54 かたかなを かこう かくにんテスト － →i プリ５４ 

55 ほんは ともだち「はじめて よんだ ほん」 24～29 →i プリ５５ 

56 よう日と 日づけ 36～37 →i プリ５６ 

57 よう日と 日づけ かくにんテスト － →i プリ５７ 

58 はっけんしたよ 38～42 →i プリ５８ 

59 いろいろな ふね① 43～46 →i プリ５９ 

60 いろいろな ふね② 47～53 →i プリ６０ 

61 いろいろな ふね かくにんテスト － →i プリ６１ 

62 まとめて よぶ ことば 54～55 →i プリ６２ 

63 まとめて よぶ ことば かくにんテスト － →i プリ６３ 

64 おもい出して かこう 62～66 →i プリ６４ 

65 おとうとねずみ チロ① 67～69 →i プリ６５ 

66 おとうとねずみ チロ② 69～71 →i プリ６６ 

67 おとうとねずみ チロ③ 72～75 →i プリ６７ 

https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-21-4-8826?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-21-5-8827?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-22-1-8828?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-22-2-8829?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-22-3-8830?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-23-1-8831?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-25-1-8832?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-26-1-8833?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-26-2-8834?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-27-1-8835?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-28-1-8836?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-28-2-8837?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-28-3-8838?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-28-4-8839?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-30-1-8840?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-1-30-2-8841?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-1-1-8842?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-1-2-8843?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-1-3-8844?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-1-4-8845?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-1-5-8846?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-1-6-8847?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-2-1-8848?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-2-2-8849?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-3-1-8850?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-5-1-8851?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-5-2-8852?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-6-1-8853?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-7-1-8854?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-7-2-8855?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-7-3-8856?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-8-1-8857?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-8-2-8858?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-11-1-8859?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-12-1-8860?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-12-2-8861?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-12-3-8862?mondaiMenu=1


小学 1 年 

68 おとうとねずみ チロ④ 75～81 →i プリ６８ 

69 おとうとねずみ チロ かくにんテスト － →i プリ６９ 

70 みみずの たいそう 86～87 →i プリ７０ 

71 みみずの たいそう かくにんテスト － →i プリ７１ 

72 むかしばなしを たのしもう 88～91 →i プリ７２ 

73 かたかなの かたち 98～100 →i プリ７３ 

74 かたかなの かたち かくにんテスト － →i プリ７４ 

75 子どもを まもる どうぶつたち① 101～104 →i プリ７５ 

76 子どもを まもる どうぶつたち② 104～111 →i プリ７６ 

77 子どもを まもる どうぶつたち かくにんテスト － →i プリ７７ 

78 スイミー① 119～120 →i プリ７８ 

79 スイミー② 120～123 →i プリ７９ 

80 スイミー③ 124～127 →i プリ８０ 

81 スイミー④ 128～129 →i プリ８１ 

82 スイミー⑤ 130～135 →i プリ８２ 

83 スイミー かくにんテスト － →i プリ８３ 

84 かたちの にて いる かん字 136～137 →i プリ８４ 

85 一年かんを ふりかえろう 138～141 →i プリ８５ 

［算数］ 

1 どちらがおおいかな 1～5 →ⅰプリ１ 
2 １から５のかずをよもう 6～7 →ⅰプリ２ 
3 １から５のかずをかこう 8～11 →ⅰプリ３ 
4 いくつと いくつ(５，６，７) 12～13・20～23 →ⅰプリ４ 
5 ６から 10 のかずをよもう 14～15 →ⅰプリ５ 
6 ６から 10 のかずをかこう 16～19 →ⅰプリ６ 
7 いくつと いくつ(８，９) 24～27 →ⅰプリ７ 
8 いくつと いくつ(10) 28～30 →ⅰプリ８ 
9 かずを かぞえて すうじでかこう 31～33 →ⅰプリ９ 

10 ０というかず 34 →ⅰプリ１０ 
11 かくにんテスト(かずとすうじ) － →ⅰプリ１１ 
12 なんばんめかな 36～39 →ⅰプリ１２ 
13 かくにんテスト(なんばんめ) － →ⅰプリ１３ 
14 あわせて いくつ 2～4 →ⅰプリ１４ 
15 みんなで いくつ 5～7 →ⅰプリ１５ 
16 たしざん 8 →ⅰプリ１６ 

https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-12-4-8863?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-12-5-8864?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-14-1-8865?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-14-2-8866?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-15-1-8867?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-17-1-8868?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-17-2-8869?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-18-1-8870?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-18-2-8871?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-18-3-8872?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-21-1-8873?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-21-2-8874?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-21-3-8875?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-21-4-8876?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-21-5-8877?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-21-6-8878?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-22-1-8879?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-2-3-2-23-1-8880?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-1-1-1-3?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-1-1-1-29?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-1-1-1-31?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-1-1-1-206?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-1-1-1-33?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-1-1-1-35?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-1-1-1-208?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-1-1-1-210?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-1-1-1-37?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-1-1-1-93?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-1-1-2-169?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-1-2-1-7927?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-1-2-5-7930?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-1-1-7933?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-1-2-7935?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-1-2-7937?mondaiMenu=1


小学 1 年 

17 たしざんの かあど 9 →ⅰプリ１７ 
18 ０の たしざん 10 →ⅰプリ１８ 
19 かくにんテスト(いくつといくつ) － →ⅰプリ１９ 
20 かくにんテスト(10 よりちいさいたしざん) － →ⅰプリ２０ 
21 のこりは いくつ 14～16 →ⅰプリ２１ 
22 ひきざん 17 →ⅰプリ２２ 
23 ひきざんの かあど 18 →ⅰプリ２３ 
24 ０の ひきざん 19 →ⅰプリ２４ 
25 ちがいは いくつ 20～23 →ⅰプリ２５ 
26 かくにんテスト(10 よりちいさいひきざん) － →ⅰプリ２６ 
27 ながさを くらべよう 26～31 →ⅰプリ２７ 
28 かくにんテスト(ながさくらべ) － →ⅰプリ２８ 
29 かずしらべ 32～34 →ⅰプリ２９ 
30 かくにんテスト(かずしらべ) － →ⅰプリ３０ 
31 10より おおきいかずを かこう 38～39 →ⅰプリ３１ 
32 10の まとまりを かんがえよう 40～41 →ⅰプリ３２ 
33 かずのせん(10 よりおおきいかず) 42～43 →ⅰプリ３３ 
34 10の まとまりで たしざん ひきざん 44 →ⅰプリ３４ 
35 おかしは なんこに なるかな 45 →ⅰプリ３５ 
36 20より おおきいかず 46～47 →ⅰプリ３６ 
37 かくにんテスト(20 までのかず) － →ⅰプリ３７ 
38 なんじ なんじはん 48～49 →ⅰプリ３８ 
39 かくにんテスト(なんじ なんじはん) － →ⅰプリ３９ 
40 ３つの かずの たしざん 51～52 →ⅰプリ４０ 
41 ３つの かずの ひきざん 53 →ⅰプリ４１ 
42 ３つの かずの けいさん 54 →ⅰプリ４２ 
43 かくにんテスト(３つのかずのけいさん) － →ⅰプリ４３ 
44 かさくらべ 55～58 →ⅰプリ４４ 
45 かくにんテスト(かさくらべ) － →ⅰプリ４５ 
46 たしざん(10 を つくろう) 61～66 →ⅰプリ４６ 
47 たしざんの かあど 67～68 →ⅰプリ４７ 
48 ぶんしょうだい(10 よりおおきいたしざん) － →ⅰプリ４８ 
49 かくにんテスト(10 よりおおきいたしざん) － →ⅰプリ４９ 
50 おなじなかまをみつける(ずけい) 72～74 →ⅰプリ５０ 
51 うつしてできるかたち 75 →ⅰプリ５１ 
52 かくにんテスト(かたち) － →ⅰプリ５２ 
53 ひきざん(10 から ひこう) 77～82 →ⅰプリ５３ 

https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-1-2-342?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-1-3-316?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-1-7-257?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-1-7-428?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-2-1-7940?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-2-1-9070?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-2-1-525?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-2-2-7944?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-2-3-473?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-2-6-645?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-3-1-1451?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-3-2-1498?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-4-1-10822?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-4-3-10836?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-5-1-7947?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-5-1-7949?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-5-1-692?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-5-2-7951?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-5-2-786?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-5-3-12633?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-5-4-872?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-6-1-9138?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-6-3-9194?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-7-1-875?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-7-1-877?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-7-1-921?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-7-2-947?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-8-1-9115?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-8-3-9089?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-9-1-948?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-9-1-1001?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-9-5-1096?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-9-6-1097?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-10-1-8642?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-10-1-8644?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-10-2-1450?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-11-1-1098?mondaiMenu=1


小学 1 年 

54 ひきざんの かあど 83～84 →ⅰプリ５４ 
55 ぶんしょうだい(10 よりおおきいひきざん) － →ⅰプリ５５ 
56 かくにんテスト(10 よりおおきいひきざん) － →ⅰプリ５６ 
57 十のくらい 一のくらい 91～92 →ⅰプリ５７ 
58 10をいくつ １をいくつ 93～96 →ⅰプリ５８ 
59 100 というかず 97～98 →ⅰプリ５９ 
60 かずを みて かんがえよう 99 →ⅰプリ６０ 
61 かずのせん(100 までのかず) 100 →ⅰプリ６１ 
62 100 より おおきい かず 101 →ⅰプリ６２ 
63 おおきい かずの けいさん(30＋5，46－6 など) 102～103 →ⅰプリ６３ 
64 おおきい かずの けいさん(30＋20，50-20など) 104 →ⅰプリ６４ 
65 ぶんしょうだい(おおきい かず) － →ⅰプリ６５ 
66 かくにんテスト(100 より おおきい かず) － →ⅰプリ６６ 
67 ひろさくらべ 106～107 →ⅰプリ６７ 
68 かくにんテスト(ひろさくらべ) － →ⅰプリ６８ 
69 なんじ なんぷん 108～110 →ⅰプリ６９ 
70 かくにんテスト(なんじ なんぷん) － →ⅰプリ７０ 
71 まえから なんばんめ 112～113 →ⅰプリ７１ 
72 ぜんぶで いくつ 114～115 →ⅰプリ７２ 
73 おおいと いくつ 116 →ⅰプリ７３ 
74 すくないと いくつ 117 →ⅰプリ７４ 
75 まえから なんばんめ 118～119 →ⅰプリ７５ 
76 かくにんテスト(ずをつかって) － →ⅰプリ７６ 
77 かたちをつくろう 120～124 →ⅰプリ７７ 
78 かくにんテスト(かたちづくり) － →ⅰプリ７８ 
79 かず － →ⅰプリ７９ 
80 おおきい かず － →ⅰプリ８０ 
81 こたえが 10までのたしざん － →ⅰプリ８１ 
82 こたえが 10よりおおきいたしざん － →ⅰプリ８２ 
83 10までのかずからひくひきざん － →ⅰプリ８３ 
84 10よりおおきいかずからひくひきざん － →ⅰプリ８４ 
85 たしざんと ひきざんの ぶんしょうだい － →ⅰプリ８５ 
86 ３つの かずの けいさん － →ⅰプリ８６ 
87 ３つの かずの けいさんの ぶんしょうだい － →ⅰプリ８７ 
88 かさ，ひろさ，とけい － →ⅰプリ８８ 

 

https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-11-1-1151?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-11-6-1274?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-11-7-1275?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-12-1-1276?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-12-1-1277?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-12-2-1278?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-12-2-1279?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-12-2-1280?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-12-3-9080?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-12-4-9083?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-12-4-9082?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-12-6-12653?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-12-7-9085?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-13-1-9090?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-13-2-9088?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-14-1-9139?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-14-3-9195?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-15-1-1499?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-15-1-1500?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-15-1-1501?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-15-1-1502?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-15-1-8650?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-15-2-12700?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-16-1-13463?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-16-2-12727?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-18-1-1504?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-18-1-10771?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-18-2-1505?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-18-2-1506?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-18-2-1507?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-18-2-1508?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-18-2-1509?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-18-2-1510?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-18-2-1511?mondaiMenu=1
https://gctablet.gakuweb.jp/prints/1-1-3-2-18-3-10773?mondaiMenu=1

