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１ つぎの数をあわせるといくつになりますか。□にあてはまる数を書きましょう。

（１）                     （２）

  こたえ                     こたえ

（３）                      （４）

こたえ                      こたえ

２ □にあてはまる数をかきましょう。

（１） １００を４こ、１０を７こ、１を５こ、あわせた数は、         です。

（２） １００を８こ、１０を３こ、１を９こ、あわせた数は、         です。

（３） １００を７こ、１０を１こ、１を２こ、あわせた数は、         です。

（４） １００を９こ、１０を５こ、１を７こ、あわせた数は、         です。

（５） １００を７こ、１０を３こ、あわせた数は、         です。

（６） １００を３こ、１を８こ、あわせた数は、         です。

（７） 百のくらいが４、十のくらいが３、一のくらいが８の数は、         です。

  

（８） ５００は、１００を      こあつめた数です。

◎まちがえた問だいを、うらにもういちどやりましょう。

べんきょうした日

／

小２「計算」用
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◇ つぎの□にあてはまる数を書きましょう。

（１） ７００は、１００を       こあつめた数です。

（２） ９００は、１００を       こあつめた数です。

（３） 百のくらいが６、十のくらいが３、一のくらいが５の数は、        です。

（４） 百のくらいが５、十のくらいが２、一のくらいが７の数は、        です。

（５） 百のくらいが２、十のくらいが１、一のくらいが８の数は、        です。

（６） １００を      こあつめた数は、６００です。

（７） ８００は、１０を      こあつめた数です。

（８） １００を８こ、１０を４こ、１を７こ、あわせた数は、        です。

（９） 百のくらいが４、十のくらいが２、一のくらいが８の数は、        です。

（１０）百のくらいが８、十のくらいが９、一のくらいが６の数は、        です。

（１１）７８０は        より２０小さい数です。

（１２）６２９は、１００を      こ、１０を      こ、１を      こ

あつめた数です。

（１３）７４５は、１００を      こ、１０を      こ、１を      こあつめ

た数です。

（１４）４５０は、１０を      こあつめた数です。

（１５）百のくらいが３、十のくらいが８、一のくらいが５の数は、      です。     

◎まちがえた問だいは、うらにもういちどやりましょう。

べんきょうした日

／

小２「計算」用



                                   

◇ ひっ算で計算をしましょう。□の中にひっ算を書きましょう。

（１）５３＋３６        （２）７２＋２７       （３）１１＋２４

     

こたえ              こたえ             こたえ

（４）７２－４１        （５）３５－１２       （６）９８－７２

     

こたえ              こたえ             こたえ

（７）６７－４        （８）５７－２４       （９）７８－７０

     

こたえ              こたえ             こたえ

◎まちがえた問だいは、うらにもういちどやりましょう。

べんきょうした日

／

小２「計算」用

    



                                   

◇ ひっ算で計算をしましょう。□の中にひっ算を書きましょう。

（１）４８＋１７        （２）１４＋５７       （３）５６＋３７

     

こたえ              こたえ             こたえ

（４）４３＋２９        （５）２８＋２２       （６）３３＋１７

     

こたえ              こたえ             こたえ

（７）８５＋６        （８）９＋３１         （９）２５＋３９

     

こたえ              こたえ             こたえ

◎まちがえた問だいは、うらにもういちどやりましょう。

べんきょうした日

／

小２「計算」用

    

    



                                   

◇ ひっ算で計算をしましょう。□の中にひっ算を書きましょう。

（１）７２－３４        （２）６４－４８       （３）９４－２５

     

こたえ              こたえ             こたえ

（４）７０－２３        （５）３３－２８       （６）６７－５９

     

こたえ              こたえ             こたえ

（７）８３－５        （８）２６－９         （９）２０－２

     

こたえ              こたえ             こたえ

◎まちがえた問だいは、うらにもういちどやりましょう。

べんきょうした日

／

小２「計算」用

  

  

    



                                   

◇ ひっ算で計算をしましょう。□の中にひっ算を書きましょう。

（１）９４＋６４        （２）７８＋４６       （３）２３＋９８

     

こたえ              こたえ             こたえ

（４）４７＋８４        （５）４３＋９９       （６）８８＋３２

     

こたえ              こたえ             こたえ

（７）５９＋４８        （８）９＋９２       （９）９７＋６

     

こたえ              こたえ             こたえ

◎まちがえた問だいは、うらにもういちどやりましょう。

べんきょうした日

／

小２「計算」用

    

  



                                   

◇ ひっ算で計算をしましょう。□の中にひっ算を書きましょう。

（１）１３８－６２        （２）１０６－５３       （３）１５３－８６

     

こたえ              こたえ             こたえ

（４）１２４－５７        （５）１３２－８４       （６）１８７－８９

     

こたえ              こたえ             こたえ

（７）１０２－３７        （８）１０４－６       （９）１０３－８

     

こたえ              こたえ             こたえ

◎まちがえた問だいは、うらにもういちどやりましょう。

べんきょうした日

／

小２「計算」用



                                   

◇ 計算をしましょう。

（１）９×４＝   （２）６×５＝  （３）８×３＝   （４）６×２＝

（５）６×７＝   （６）８×６＝ （７）３×７＝   （８）７×７＝

（９）９×８＝   （10）８×７＝   （11）４×２＝   （12）７×４＝

（13）６×３＝   （14）７×５＝  （15）９×６＝   （16）８×５＝

（17）４×８＝   （18）３×４＝   （19）５×６＝   （20）２×３＝

（21）３×１＝   （22）４×７＝   （23）２×８＝   （24）５×７＝

（25）５×５＝   （26）３×５＝   （27）６×８＝   （28）２×６＝

（29）２×７＝   （30）５×９＝   （31）３×９＝   （32）４×５＝

（33）９×９＝   （34）７×３＝   （35）５×９＝   （36）８×８＝

（37）６×４＝   （38）１×９＝   （39）２×９＝   （40）６×６＝

（41）４×４＝   （42）３×３＝ （43）８×４＝   （44）７×６＝

◎まちがえた問だいは、うらにもういちどやりましょう。

べんきょうした日

／

小２「計算」用



                                   

◇ 問だいをよんでこたえましょう。

（１）パンが６まいずつ入ったふくろが３ふくろあります。パンはぜんぶで何まいありますか。

しき                          こたえ

（２）１はこに５こずつ入ったカステラを買います。４はこ買うと、カステラは何こありますか。

                           

しき                          こたえ

（３）子どもが６人います。1人にチーズを７こずつくばります。チーズは何こいりますか。

しき                          こたえ

（４）長いすが７つあります。１つの長いすに３人ずつすわります。みんなで何人すわれますか。

しき                          こたえ

（５）１ふくろに４まいずつ入っているシールを９ふくろ買います。

シールはぜんぶで何まいありますか。

しき                          こたえ

（６）８ｃｍのテープが７本あります。そのうちの５本をつなぎます。

つないだテープの長さは、何ｃｍですか。

しき                          こたえ

◎まちがえた問だいは、うらにもういちどやりましょう。

べんきょうした日

／

小２「計算」用

つなぎ目の長さは

考えないよ！



                                   

１ □にあてはまる数を書きましょう。

（１） 1 日＝        時間       （２） 1 時間＝        分

２ つぎの時計を見て時こくを書きましょう。また、それぞれの 1 時間前、３０分後の時

こくを書きましょう。

（１）                     （２）

① 時こく                     ① 時こく

② 1 時間前                    ② 1 時間前

③ ３０分後                     ③ ３０分後

３ □にあてはまる数をかきましょう。

（１） １ｃｍ＝       ｍｍ       （２） １Ｌ＝        ｄＬ

（３） ３４ｄＬ＝      Ｌ      ｄＬ （４） ８ｃｍ５ｍｍ＝      ｍｍ

（５） １Ｌ＝        ｍＬ        （６） ５Ｌ＝        ｄＬ

（７） ４８ｍｍ＝      ｃｍ     ｍｍ （８） ２Ｌ６ｄＬ＝      ｄＬ

◎まちがえた問だいは、うらにもういちどやりましょう。

べんきょうした日

／

小２「計算」用


