
小学校算数 ２年生① 

 

 

  

１ 教科書
きょ うかしょ

６０ページから ６３ページを 見ましょう。 

（１） 🐟は 何びき いますか。 くふうして 数
かぞ

えましょう。 

 

 

 

 

 

（２） （１）は １００が いくつ、１０が いくつ、１が いくつ ありますか。 

   １００が（        ）こ、１０が（        ）こ、１が（        ）こ 

（３） つぎの （ ）に あてはまる 数や ことばを かきましょう。（よみかたは かん字で かきましょう。） 

●１００を ２こ あつめた 数
か ず

を （         ）と 書
か

いて、 

（         ）と よみます。 

●２００と ３０と ６を 合
あ

わせた 数を （         ）と 書いて、

（            ）と よみます。 

●さかなの 数は （         ）ぴきです。 

●２３６の ２は （    ）のくらいの 数字
す う じ

です。 

 

2 教科書６４ページを 見ましょう。 

（１）右の数は、１００が いくつ、１０が いくつ、１が いくつ ありますか。 

   １００が（        ）こ、１０が（        ）こ、１が（        ）こ 

（２）（１）の数について、つぎの （ ）に あてはまる 数や ことばを 書きましょう。 

●１０のまとまりが ないので、十のくらいは（      ）に なります。 

●３００と ５を 合わせた 数を（         ）と 書いて、 

（         ）と よみます。 

（３） 数を 書きましょう。 

①       ②５００と ２０と ７を合わせた 数 
 

③百のくらいが ６、十のくらいが ３、一のくらいが ８の 数 

④１００を ３こ、１０を ２こ、１を ９こ 合わせた 数 

⑤１００を ７こ、１を ５こ 合わせた 数 

＜たんげん＞ 数の しくみを しらべよう （教科書
きょうかしょ

2年P.60～P.７６） 

＜めあて＞ １００より 大きい 数の あらわし方
かた

を しろう。 
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小学校算数 ２年生② 

（４）つぎの 数を よみましょう。（かん字で 書きましょう。） 

①３２１  ②５０４   ③７９０   ④８００ 

 

（５）次の 数を 数字で 書きましょう。 

①二百五十  ②六百四十三  ③九百七  ④四百 

 

３ 教科書６６ページを 見ましょう。 

（１）「１０を １３こ あつめた 数」について かんがえましょう。（ ）に あてはまる 数を 書きましょう。 

 

 

 

（２）つぎの 数を 数字で 書きましょう。 

①１０を１８こ あつめた 数     ②１０を ２５こ あつめた 数  ③１０を５０こあつめた数 

 

４ 教科書６７ページを 見ましょう。 

（１）「１６０は １０を いくつ あつめた 数ですか。」について かんがえましょう。 

（ ）に あてはまる 数を かきましょう。 

 

 

 

（２）つぎの 数は、１０を いくつ あつめた 数ですか。 

①１５０  ②５４０   ③３２０   ④３００ 

 

５ 教科書６８ページを 見ましょう。つぎの 数の線について かんがえましょう。 

 
                                                                                                                                 

 

 

（１） あ、い、う、え、お、かが、さしている 目もりの 数は いくつでしょう。 

あ   い  う  え  お  か 

 

 

（２） 数の線で、 ３４０をあらわす 目もりに ↑を かきましょう。（上の 数の 線に かきましょう。） 

 

１０が １０こで （      ） 
１０が １３こ  １０が １３こで （      ） 

１０が  ３こで （      ） 

１００は １０の （    ）こ分 
１６０  １６０は １０の （    ）こ分 

６０は １０の （    ）こ分 

0 

 

１００ 2００ 3００ 4００ 

あ い う え お か 



小学校算数 ２年生③ 
６ 教科書６９ページを 見ましょう。 

（１）つぎの （ ）に あてはまる ことばを 書きましょう。 

●数の 大きさを くらべる ときは、（             ）から  

じゅんに くらべます。 

●数の 大小は、 つぎのように あらわします。 

  ２３５ ＞ ２１８  ２３５は ２１８より （          ）。 

  ２１５ ＜ ２１８  ２１５は ２１８より （          ）。 

 

（２） （ ）に あてはまる ＞か ＜を 書きましょう。 

 ①５３６（      ）５６３  ②７９５（      ）７９１  ③９５（      ）１０４ 

７ 教科書７０ページを 見ましょう。２７０という 数を いろいろな 見方
み か た

で あらわします。 

（ ）に あてはまる 数を 書きましょう。 

（１）２７０は １００を（     ）こと、１０を（     ）合わせた 数です。 

（２）２７０は １０を（     ）こ あつめた 数です。 

（３）２７０は ３００より（     ）小さい 数です。 

（４）２７０は ２００より（     ）大きい 数です。 
 

８ 教科書７１ページを 見ましょう。 

（１）つぎの （ ）に あてはまる 数や ことばを 書きましょう。 

●１００を １０こ あつめた 数を（        ）と 書いて （    ）と よみます。 

●１０００は １０を （      ）こ あつめた 数です。 

（２）□に あてはまる 数を 書きましょう。 

９９０－ －９９２－９９３－９９４－ －９９６－９９７－998－ －１０００ 

（３）つぎの 数を 数字で 書きましょう。 

 ① ９００より １００ 大きい 数   ②１０００より ３００ 小さい 数 

９ 教科書７２ページを 見ましょう。 

（１）８０円の 牛
ぎゅう

にゅうと ５０円の クッキーを 買
か

います。合
あ

わせて 何円
なんえん

に なりますか。 

つぎの もんだいに こたえましょう。 

① しきは どうなりますか。 

② ８０は１０が いくつですか。 

③ ５０は１０が いくつですか。 

④ 「８＋５＝１３」と かんがえて、計算する ことが できます。何が１３こ ありますか。 

⑤ こたえは 何円ですか。 



小学校算数 ２年生④ 

（２）つぎの （ ）に あてはまる ことばを 書きましょう。 

●８０＋５０や １５０－８０のような 計算は、これまでの 計算が つかえるように 

  （                       ） で かんがえます。 

（３）つぎの 計算を しましょう。 

 ①４０＋７０   ②９０＋３０   ③６０＋８０   

 

 ④１３０－６０   ⑤１４０－８０   ⑥１１０－３０ 

 

１０ 教科書７５ページを よみ、問題
もんだい

に こたえましょう。 

１  それぞれ 何ごう室
しつ

ですか。 

かほ （          ごう室
しつ

）  しゅう（          ごう室
しつ

） 

はると（          ごう室
しつ

）  るな （          ごう室
しつ

） 

２  ３０６ごう室の ばしょを いろいろな いい方
かた

で あらわしましょう。 

 

１１ 教科書６５ページ、７４ページの「算数たまてばこ」を よみ、かんがえましょう。 

（１）【教科書６５ページ】 どんな 数が できますか。すべて 書きましょう。 

 

（２）【教科書７４ページ】 みのまわりには、どんなところに 数がありますか。 

 

 

 

 



小学校算数 ２年生⑤ 

１２ GIFU
ぎ ふ

 Web
う ぇ ぶ

ラーニングを つかって 「たんげんまとめの れんしゅう」の 学しゅうを 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

ラーニングに つなぐ ときは  おうちの 人に 聞
き

いてみま

しょう。 

 

 

 

 

 

※（こたえ）１（１）236ぴき ※１０のまとまりや １００のまとまりを つくって かぞえましょう。 

（２）（じゅんばんに） ２  ３  ６   （３）（じゅんばんに）２００  二百  ２３６  二百三十六  ２３６  百 
 

          ２（１）（じゅんばんに） ３  ０  ５             （２）（じゅんばんに）０  ３０５  三百五   

（３）①２４３ ②５２７ ③６３８ ④３２９ ⑤７０５ （４）①三百二十一 ②五百四 ③七百九十 ④八百 

（５）①２５０ ②６４３ ③９０７ ④４００ 
 

          ３（１）（１０が １０こで）１００  （１０が ３こで）３０  （１０が １３こで）１３０ （２）①１８０ ②２５０ ③５００ 
 

４（１）（１００は １０の）１０（こ分） （６０は １０の）６（こ分） （１６０は １０の）１６（こ分） （２）①１５ ②５４ ③３２ ④３０ 
 

５（１）あ １０  い １３０  う １９０  え ２５０  お ３８０  か ４２０ （２）おうちの 人に 見て もらいましょう。  
 

          ６（１）（じゅんばんに）上の くらい   大きい   小さい   （２）①＜ ②＞ ③＜ 
 

          ７（１）２  ７ （２）２７ （３）３０ （４）７０ 
 

          ８（１）（じゅんばんに）１０００  千  １００  （２）（じゅんばんに）９９１  ９９５  ９９９  （３）①１０００  ②７００ 
 

          ９（１）①８０＋５０ ②８こ ③５こ ④１０ ⑤１３０円    （２）１０のいくつ分 

 （３）①１１０ ②１２０ ③１４０ ④７０ ⑤６０ ⑥８０ 
 

１０１ かほ…４０５ごう室  しゅう…６０４ごう室  はると…３０９ごう室  るな…６０６ごう室 

   ２ おうちの 人に 見て もらいましょう。 （れい）３０６ごう室は ４０６ごう室の ま下です。 
 

１１（１）３  １２  ２１  ３０  １０２  １１１  １２０  ２０１  ２１０  ３００ 

（２）おうちの 人に 見て もらいましょう。 （れい）カレンダー  とけい  リモコン 

 

★学しゅうのふりかえりをしましょう。 

「学校がはじまったら先生にききたいこと」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。 


