
算数Ｄコース

ステップ 学習内容 ステップ 学習内容

大きな数 001回 大きな数のしくみ 面積 061回 面積の表し方，長方形と正方形の面積

大きな数 002回 大きな数の計算 面積 062回 面積の求め方のくふう

大きな数 003回 ステップアップテスト 面積 063回 大きな面積

およその数 004回 がい数 面積 064回 面積のまとめ

和や差の見積もり 005回 和や差の見積もり 面積 065回 ステップアップテスト

およその数/和や差の見積もり 006回 ステップアップテスト 直方体と立方体 066回 直方体と立方体

１けたでわるわり算 007回 何十，何百のわり算 直方体と立方体 067回 展開図

１けたでわるわり算 008回 ２けた÷１けた① 直方体と立方体 068回 面や辺の垂直と平行

１けたでわるわり算 009回 ２けた÷１けた② 直方体と立方体 069回 位置の表し方

１けたでわるわり算 010回 ３けた÷１けた 直方体と立方体 070回 ステップアップテスト

わり算の文章題 011回 １けたでわるわり算の文章題 折れ線グラフ 071回 グラフの読み方

１けたでわるわり算 012回 ステップアップテスト 折れ線グラフ 072回 グラフのかき方

２けたでわるわり算 013回 何十でわるわり算 折れ線グラフ 073回 折れ線グラフとぼうグラフ

２けたでわるわり算 014回 商が１けた 折れ線グラフ 074回 ２つの折れ線グラフ

２けたでわるわり算 015回 商が２けた，３けた 折れ線グラフ 075回 ステップアップテスト

２けたでわるわり算 016回 わり算のきまり 変わり方 076回 ともなって変わる２つの量

わり算の文章題 017回 ２けたでわるわり算の文章題 変わり方 077回 □と○を使った式

２けたでわるわり算 018回 ステップアップテスト 変わり方 078回 ステップアップテスト

積や商の見積もり 019回 積や商の見積もり [復習]４年生のまとめ 079回 何十，何百のわり算

簡単な割合 020回 かんたんな割合 [復習]４年生のまとめ 080回 ２けた÷１けた①

積や商の見積もり/かんたんな割合 021回 ステップアップテスト [復習]４年生のまとめ 081回 ２けた÷１けた②

計算のきまり 022回 四則のまじった計算 [復習]４年生のまとめ 082回 ３けた÷１けた

計算のきまり 023回 ( )を使った計算 [復習]４年生のまとめ 083回 何十でわるわり算

計算のきまり 024回 計算のきまり [復習]４年生のまとめ 084回 商が１けた

計算のきまり 025回 計算のきまりのまとめ [復習]４年生のまとめ 085回 商が２けた，３けた

計算のきまりの文章題 026回 計算の順じょの文章題 [復習]４年生のまとめ 086回 わり算のきまり

計算のきまりの文章題 027回 計算のきまりの文章題 [復習]４年生のまとめ 087回 わり算の文章題

計算のきまり 028回 ステップアップテスト [復習]４年生のまとめ 088回 ステップアップテスト

小数のたし算，ひき算 029回 小数の表し方 [復習]４年生のまとめ 089回 四則のまじった計算

小数のたし算，ひき算 030回 小数のしくみ [復習]４年生のまとめ 090回 ( )を使った計算

小数のたし算，ひき算 031回 小数のたし算，ひき算 [復習]４年生のまとめ 091回 計算のきまり

小数のたし算，ひき算 032回 小数のたし算，ひき算のまとめ [復習]４年生のまとめ 092回 計算のきまりのまとめ

小数のたし算，ひき算 033回 ステップアップテスト [復習]４年生のまとめ 093回 計算のきまりの文章題

小数のかけ算，わり算 034回 小数×整数 [復習]４年生のまとめ 094回 ステップアップテスト

小数のかけ算，わり算 035回 小数÷整数 [復習]４年生のまとめ 095回 角の大きさ

小数のかけ算，わり算 036回 小数÷整数（あまり） [復習]４年生のまとめ 096回 垂直と平行

小数のかけ算，わり算 037回 小数÷整数（わり進め） [復習]４年生のまとめ 097回 四角形

小数の文章題 038回 小数のかけ算の文章題 [復習]４年生のまとめ 098回 折れ線グラフ

小数の文章題 039回 小数のわり算の文章題 [復習]４年生のまとめ 099回 ステップアップテスト

小数のかけ算，わり算 040回 ステップアップテスト [復習]４年生のまとめ 100回 大きな数/およその数

同分母分数のたし算，ひき算 041回 分数の表し方 [復習]４年生のまとめ 101回 小数の表し方

同分母分数のたし算，ひき算 042回 分数の大きさ [復習]４年生のまとめ 102回 小数のしくみ

同分母分数のたし算，ひき算 043回 分数のたし算，ひき算 [復習]４年生のまとめ 103回 小数のたし算，ひき算

同分母分数のたし算，ひき算 044回 帯分数をふくむたし算，ひき算 [復習]４年生のまとめ 104回 小数×整数

分数の文章題 045回 分数のたし算，ひき算の文章題 [復習]４年生のまとめ 105回 小数÷整数

分数の文章題 046回 帯分数の計算の文章題 [復習]４年生のまとめ 106回 あまりのある小数のわり算

同分母分数のたし算，ひき算 047回 ステップアップテスト [復習]４年生のまとめ 107回 わり進める小数のわり算

角の大きさ 048回 角の大きさの表し方，はかり方 [復習]４年生のまとめ 108回 ステップアップテスト

角の大きさ 049回 角のかき方 [復習]４年生のまとめ 109回 分数の表し方

角の大きさ 050回 三角じょうぎの角 [復習]４年生のまとめ 110回 分数の大きさ

角の大きさ 051回 まとめ [復習]４年生のまとめ 111回 分数のたし算，ひき算

角の大きさ 052回 ステップアップテスト [復習]４年生のまとめ 112回 小数と分数の文章題

垂直と平行，四角形 053回 垂直と平行 [復習]４年生のまとめ 113回 ステップアップテスト

垂直と平行，四角形 054回 平行線と角度 [復習]４年生のまとめ 114回 面積①

垂直と平行，四角形 055回 いろいろな四角形① [復習]４年生のまとめ 115回 面積②

垂直と平行，四角形 056回 いろいろな四角形② [復習]４年生のまとめ 116回 直方体と立方体

垂直と平行，四角形 057回 ステップアップテスト [復習]４年生のまとめ 117回 整理のしかた/変わり方

整理のしかた 058回 ２つのことがらについて調べる① [復習]４年生のまとめ 118回 ステップアップテスト

整理のしかた 059回 ２つのことがらについて調べる②

整理のしかた 060回 ステップアップテスト


