
さんすう ステップ１⑤ たしざん①サポートシート 

 

１～３ 

 

○ きょうかしょの２ページの １の 「あわせる」をみて ぶろっくを  

うごかしてみましょう。 

そして きょうかしょの３ページを よんで たしかめましょう。 

○ きょうかしょの３ページの △２の しきと こたえを ノートにかき    

ましょう。 

○ きょうかしょの３ページの △３の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの４ページの ４の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの４ページの △５の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの５ページの １の 「ふえる」を みて ぶろっくを うごかして みましょう。  

そして きょうかしょの ６ページを よんで たしかめましょう。 

○ きょうかしょの６ページの △２の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの６ページの △３の こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの７ページの ４の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの７ページの △５の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの８ページの △６の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの８ページの △８の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの11ページの １のえを みて ４＋３のしきになる もんだいを ノートに  

かきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

きょうかしょはココ！ 

小学１年②Ｐ2～13 

「あわせて いくつ ふえると いくつ」 



算数・数学ステップ１⑥ ひきざん①サポートシート 

 

１ ２ 

○ きょうかしょの14ページの １の しきと こたえを ノートに かき 

ましょう。 

そして きょうかしょの14ページを よんで たしかめましょう。 

○ きょうかしょの15ページの △２と△３の しきと こたえを ノート 

に かきましょう。 

○ きょうかしょの16ページの ４の しきと こたえを ノートに かき 

ましょう。 

○ きょうかしょの16ページの △５の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの17ページの △６の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの17ページの ７の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの17ページの △８の こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの20ページの 「ちがい」の こたえを ノートに かきましょう。 

そして きょうかしょの20ページを よんで たしかめましょう。 

○ きょうかしょの20ページの １の こたえを ノートにかきましょう。 

○ きょうかしょの21ページの △２の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの22ページの ３の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの22ページの △４の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

 

 

 

きょうかしょはココ！ 

小学１年②Ｐ14～25 

「のこりは いくつ ちがいは いくつ」 



さんすう ステップ１⑦ 10よりおおきいかずサポートシート 

 

１～３ 

 

○ きょうかしょ37ページの １の どんぐりの かずを かぞえましょう。  

そして きょうかしょ38ページで こたえを たしかめましょう。 

○ きょうかしょ38ページの ２の かずを かぞえましょう。 

○ きょうかしょ39ページの △３の かずを かぞえましょう。 

○ きょうかしょ44ページの １の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょ44ページの △２と△３の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょ45ページの ４の こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょ45ページの △５の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

 

きょうかしょはココ！ 小学１年①Ｐ36～47「10より おおきい かず」 



 さんすう ステップ１⑧ ３つのかずのけいさん サポートシート 

 

 

 

 

 

１ ２ 

○ きょうかしょの51ページの えをみて ねこの かずを ノートに かき 

ましょう。 

そして きょうかしょの52ページを よんで しきと こたえを たしかめ 

ましょう。 

○ きょうかしょの52ページの △２の しきと こたえを ノートに かき 

ましょう。 

○ きょうかしょの53ページの ３の えをみて ねこは なんびき のこっ    

ているかをノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの53ページの △４の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

○ きょうかしょの54ページの ５の えをみて ねこは なんびきに なったかを ノートに 

かきましょう。 

○ きょうかしょの54ページの △６～△８の しきと こたえを ノートに かきましょう。 

 

 

 

 

 

きょうかしょはココ！ 小学１年②Ｐ51～54「３つの かずの けいさん」 


