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南米スペイン語圏出身児童のための算数教材

内容別の区切り 課 タイトル 内  容  と  表  現 ページ

表紙と目次
「指導者用」と「児童用」の内容およびページ数はそれぞれ異なります。
ご注意下さい。

第1課 １０までの かず
10までの数の命数法（唱え方）・記数法（書き方）
・（　　）と　（　　）を　せんで　むすびましょう。

1

第2課 あわせると
2つの数を合算する足し算
・あわせると　（　　）こに　なります。

7

第3課 ３にん くると
人や物が増える場面の足し算
・（　　）にん　くると　（　　）にんに　なります。

13

第4課 みんなで・ぜんぶで
2種類のものを数えて合算する足し算
・みんなで（　　）にん。
・ぜんぶで（　　）こ。

18

第5課 のこりは
人や物が減る場面の引き算
・（　　）こ　たべると　のこりは　（　　）こ。

23

第6課
まるは しかくより ２こ おお
い。

差を求める引き算
・（　　）は　（　　）より　（　　）こ
おおい・すくないです。

29

第7課 ちがいは
差を求める引き算「5個と2個。違いは3個。」
・（　　）こと　（　　）こ。　ちがいは　（　　）こ。

35

第8課 １０に ３を たすと
10と1位数を足す計算
・（　　）に（　　）を　たすと　（　　）に　なります。

40

第9課 １０と １で １１。
19までの数の命数法（唱え方）・記数法（書き方）
・（　　）と　（　　）で　（　　）です。

45

第10課 １３から　３をひくと
（19までの2位数）―（1位数）
・（　　）から　（　　）を　ひくと（　　）に　なります。

48

第11課 １あげると
（1位数）＋（1位数）で繰り上がりがある計算
・（　　）から　（　　）に　（　　）あげる。 53

第12課 １３は １０と ３。
（11～18）―（1位数）で繰り下がりがある計算
・（　　）は　（　　）と　（　　）。
・（　　）ひく（　　）は（　　）。

58

第13課 おおい　すくない
Aが8個。BはAより2個多い（少ない）。Bは何個か。
・（　　）は　（　　）より　（　　）こ
おおい・すくないです。

65

第14課 １０が ２つ で２０。
100までの数の構成「10が2つで20。」
・(　　）が　（N個）で　（　　）です。

71

第15課 たすと ひくと
（2位数）―（何十）の計算
・（　　）に（　　）をたすと
・（　　）から（　　）をひくと

75

第16課 ひっさん
（2位数）＋（2位数）で繰り上がりなし
・（　　）と　（　　）で　（　　）。
・たてに　かく。

80

第17課 １くりあげて
（2位数）＋（2位数）で繰り上がりあり
・１くりあげて　（　　）を　かく。 86

第18課 １くりさげて
（2位数）―（2位数）で繰り下がりなし、あり
・（　　）から（　　）は　ひけないから
・１くりさげたから（　　）

94

第19課 いくつ あまりますか。
１個ずつ配っていくつ余るかを求める計算
・（　　）ずつ　くばると、いくつ　あまりますか。
・あまる

101

第20課 いくつ たりませんか。
１個ずつ配っていくつ足りないかを求める計算
・（　　）ずつ　くばると、いくつ　たりませんか。

106

第21課
２００　３００　４００…
１０００

1000未満の数の構成（200、300、400、500～900）
・（　　）が　（　　）で　（　　）。

111

1位数と1位数、
2位数と1位数の計算で
～繰り上がり・繰り下がり　あり

2位数と1位数、
2位数と2位数の計算で
～繰り上がり・繰り下がり　なし
　繰り上がり・繰り下がり　あり

足し算・引き算日本語クリアー　指導者用　目次

1位数どうしの足し算

１位数どうしの引き算

2位数と1位数の計算で
～繰り上がり・繰り下がり　なし



第22課
あわせて いくら｡のこりは
いくら。

50＋20や150＋30のような一の位が0の数の計算
・あわせて　いくら。
・のこりは　いくら。

118

第23課 いくつ あつめましたか。
（2位数）＋（2位数）で繰り上がりが2回
・いくつ　あつめましたか。

123

第24課 ひやくの くらい
（3位数）＋（3位数）で繰り上がり　なし・あり
・一のくらい　十のくらい　百のくらい

128

第25課 まず、（　　）の なかを
加法の結合法則　3＋5＋6＝（3＋5）＋6
・まず、～。　つぎに、～。かっこ。じゅんじょ。

134

第26課 １００えんを １０えんに
（3位数）―（2位数）で繰り下がり1回
・（　　）を　（　　）に　かえる。～したらいい。
・ひけないから。

140

第27課 十のくらいは いま いくつ。
（3位数）―（2位数）で繰り下がり２回
・（　　）のくらいから　１くりさげて（　　）。

146

第28課 ３けたの ひきざん
（3位数）―（3位数）で繰り下がり　なし・あり
・あと　いくつ　～すると　おわりますか。

151

第29課
０だから くりさげられない
①

802－647のように十の位が0の時の引き算
・十のくらいは　０だから　くりさげられない

159

第30課
０だから くりさげられない
②

700－567のように百の位も十の位も0の時の引き算
・（　　）のくらいから（　　）のくらいに　１くりさげると
（　　）のくらいは　（　　）。

168

第31課 ４けたの たしざん・ひきざん

（3位数）＋（3位数）＝（4位数）の計算
（4位数）―（3位数）の計算
・（　　）から（　　）は　ひけないから　（　　）のくらい
から　１くりさげて　（　　）のくらいは　（　　）。

174

第32課 まちがいやすい ひきざん　①
1000－（3位数）で3回連続繰り下がり
・千のくらいから　１くりさげると　千のくらいは
（　　）で、百のくらいは（　　）。

181

第33課 まちがいやすい ひきざん　②
（4位数）―（3位数）で2回連続繰り下がり
・（ ）のくらいから１くりさげると （ ）のくらいは
（　　）で、（　　）のくらいは（　　）。

187

第34課 たしざん・ひきざんと ず　①
足し算・引き算の場面をテープ図で表す
・（　　）を　（　　）に　しました。

192

第35課 たしざん・ひきざんと ず　②
テープ図を使って元の数を求める足し算・引き算
・なんにんかいる。/なんまいかある。/なんこかある。

198

第36課 なんばんめ
数を使って順序を表す方法　「何番目」
・（　　）から　（　　）にん
・（　　）から　（　　）にんめ・ばんめ・まいめ

203

第37課 まえには ５にん
順序数を使って全体の数を求める足し算・引き算
・まえには（　　）にん。/うしろには（　　）にん。
・（　　）を　つかって　かんがえましょう。

209

第38課 １０００　２０００　３０００
9000までの数の命数法（唱え方）・記数法（書き方）
・すうじで　かきましょう。

215

第39課
あと なんまいで
１００００まい

10000の数の構成と命数法（唱え方）・記数法（書き方）
大きな数を数直線上で読む基礎
・あとなんまいで（　　）まいに　なりますか。

221

第40課 かずの せん
数直線に慣れる
・（　　）に　はいる　かず

227

用語集（ポルトガル語訳） 重要用語の日本語、スペイン語での一覧 別紙

その他、
足し算・引き算とテープ、
図、
順序数、
数直線

2位数と2位数、
3位数と2位数、
3位数と3位数で
～繰り上がり・繰り下がり　なし
  繰り上がり・繰り下がり　あり

3位数と3位数、
4位数と3位数で
～繰り上がり・繰り下がり　なし
　繰り上がり・繰り下がり　あり
（準備中）
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