
小学校算数 １年生① 

 

 

※ぶろっくを じゅんびしましょう。 

 

 

 

１ きょうかしょの ４１ぺえじを みましょう。 

  「あわせると なんびきに なりますか。」を 

  かんがえましょう。  

（１）みぎの きんぎょの うえに ぶろっくを 

    おきましょう。 

 

（２）（１）で おいた ぶろっくを  

みぎの ように おきましょう。 

 

（３）（２）で おいた ぶろっくを りょうほうの てで あわせましょう。 

（４）「３と ２を あわせると、５に なります。」このことを つぎの ように かきます。なぞりましょう。 

 しき ３ ＋ ２ ＝ ５    こたえ ５ひき 

（５）「＋」「＝」を かきましょう。かきじゅんは きょうかしょ ４２ぺえじを みましょう。 

 
           

（６）きょうかしょ ４２ぺえじ、４３ぺえじを やりましょう。 

①（えんぴつもんだい１）りんごは あわせると なんこに なりますか。 

しき １ ＋ ３ ＝      こたえ     こ 

②ちゅうりっぷは ぜんぶで なんぼんに なりますか。 

しき   ＋    ＝      こたえ     ぽん 

③みんなで なんにんに なりますか。 

しき                こたえ     にん 

（７）４２ぺえじを みて、（ ）に あてはまる ことばを かきましょう。 

３＋２や １＋３のような けいさんを（            ）と いいます。 

＜たんげん＞ あわせて いくつ ふえると いくつ （きょうかしょ１ねんP.４１～P.５０） 

＜めあて＞ あわせて いくつに なる けいさんや、 

ふえると いくつに なる けいさんに ついて かんがえよう。 

かんがえよう。  

３   たす    ２     は    ５ 

＋ ＝ 

  



小学校算数 １年生② 

２ きょうかしょの ４４ぺえじを やりましょう。 

（１）あかい あめが ３こ あります。きいろい あめが ４こ あります。 

    あめは ぜんぶで なんこ ありますか。 

                                                         こたえ     こ 

（２）しろねこが ５ひき います。とらねこが ４ひき います。 

    ねこは あわせて なんびきですか。 

                                                         こたえ    ひき 

（３）えんぴつもんだい３を やりましょう。 

①４＋１  ②６＋３  ③２＋５  ④３＋３ 

⑤１＋２  ⑥７＋１  ⑦２＋７  ⑧４＋４ 
 

３ きょうかしょ ４６ぺえじを みましょう。 

「きんぎょが すいそうに ５ひき います。２ひき ふえました。ぜんぶで なんびきになりますか。」 

（１）きょうかしょと おなじように、ぶろっくを ならべて うごかしてみましょう。 

 

                                   

（２）きょうかしょ ４６ぺえじを みて、（ ）に あてはまる ことばや しきを かきましょう。 

５ あって ２ ふえると、７に なります。 

このときも （                   ）に なります。 

しき（                    ） こたえ（    ）ひき 
（３） きょうかしょ ４６ぺえじ、４７ぺえじを やりましょう。 

①（えんぴつもんだい１）くるまが ２だい あります。１だい ふえました。ぜんぶで なんだいに なりましたか。 

しき ２ ＋ １ ＝      こたえ     だい  

②とりが ３わ います。５わ くると、ぜんぶで なんわに なりますか。 

しき   ＋    ＝      こたえ     わ 

③ほんが ４さつ あります。２さつ もらうと、ぜんぶで なんさつに なりますか。 

しき                こたえ     さつ 

④こどもが ７にん います。３にん きました。 みんなで なんにんに なりましたか。 

しき                こたえ     にん 

しき 

しき 
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（４）きょうかしょ ４７ぺえじを みましょう。えんぴつもんだい２を やりましょう。 

①２＋３  ②５＋１  ③２＋２  ④３＋６ 

⑤５＋５  ⑥２＋６  ⑦６＋４  ⑧１＋９ 
 

４ きょうかしょ ４８ぺえじの えをみて、４＋３の しきに なる もんだいを つくりましょう。 

５ きょうかしょ ５０ぺえじを みましょう。 

（１）くまが たまいれを ２かい しました。 

    はいった たまの かずを あわせると 

なんこに なりますか。 

しき    ＋ ３ ＝     

こたえ     こ  

（２）えんぴつもんだい２を やりましょう。 

①７＋０  ②５＋０  ③０＋８  ④０＋０ 

 

６ きょうかしょ ４９ぺえじを みましょう。（たしざんかあどを じゅんびしましょう。） 

（１）こたえが ６になる かあどを すべて あつめましょう。 

（２）かあどを つかって、たしざんの れんしゅうを しましょう。 

（れい）こどもが ４にん います。 おとなが ３にん います。 あわせて なんにんですか。 

（れい）１＋５ 
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７ GIFU
ぎ ふ

 Web
う ぇ ぶ

らーにんぐを つかって 「たんげんまとめの れんしゅう」の がくしゅうを すすめましょう。 

 パソコンや タブレットなどで GIFU
ぎ ふ

 Web
う ぇ ぶ

らーにんぐに つなぐときは おうちの ひとに きいて みま

しょう。 

 

 

 

 

※（こたえ） １（１）（２）（３）（４）（５）おうちの ひとに みてもらいましょう。 

１（６） ①しき １＋３＝４  こたえ ４こ ②しき ２＋４＝６  こたえ ６ぽん 

      ③しき ５＋３＝８  こたえ ８にん 

１（７）このような けいさんを（たしざん）と いいます。 

２（１） しき ３＋４＝７ こたえ ７こ  （２）しき ５＋４＝９ こたえ ９ひき 

２（３）①４＋１＝５ ②６＋３＝９ ③２＋５＝７ ④３＋３＝６  

⑤１＋２＝３ ⑥７＋１＝８ ⑦２＋７＝９ ⑧４＋４＝８ 

３（１）おうちの ひとに みてもらいましょう。 

 （２）５あって ２ふえると、７に なります。 

     このときも （たしざん）に なります。 

     しき（５＋２＝７） こたえ（７）ひき 

（３） ①しき ２＋１＝３ こたえ ３だい ②しき ３＋５＝８ こたえ ８わ 

     ③しき ４＋２＝６ こたえ ６さつ ④しき ７＋３＝１０ こたえ １０にん 

（４）①２＋３＝５  ②５＋１＝６  ③２＋２＝４  ④３＋６＝９ 

    ⑤５＋５＝１０ ⑥２＋６＝８ ⑦６＋４＝１０ ⑧１＋９＝１０ 

４ おうちの ひとに みてもらいましょう。 

５ （１）しき ０＋３＝３ こたえ ３こ   （２）①７＋０＝７ ②５＋０＝５ ③０＋８＝８ ④０＋０＝０ 

      ６ （１）１＋５、２＋４、３＋３、４＋２、５＋１ （２）おうちの ひとに きいてもらいましょう。 

      

★がくしゅうの ふりかえりを しましょう。 

「がっこうが はじまったら せんせいに ききたいこと」 や 

「わからなかった こと ・ しんぱいな こと」 が あったら かきましょう。  

 

【おうちのひとへ】 
 

GIFU Webラーニングを使用するためのログイン名とパスワードＰＷは、

学校にお知らせしてありますので、ご確認ください。 


