
算数よしゅうプリント 九九を見なおそう① P９～１１     考え→三人の考えを見て、あなうめしてみよう 

下の九九の表に答えを書こう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題
もんだい

：永井先生は７×４の答えをわすれてしまいました。 

先生に答えのもとめ方を教えましょう。 
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かけ算のきまりを使って見つけられない

かな？ 

使うきまり 

かけられる数と 

かける数を 

                

 

               

 

 

使うきまり 

かける数が１ふえ

ると答えは 

                

 

               

 

 

きまりをわすれて

しまったら、２年生

の下の教科書を見

なおしてみよう！ 



ふくしゅうプリント① かけ算 

①２×３＝          ⑪１×３＝          ㉑２×１＝ 

②３×５＝          ⑫３×６＝          ㉒３×２＝ 

③４×２＝          ⑬４×７＝          ㉓４×６＝ 

④５×８＝          ⑭５×３＝          ㉔５×６＝ 

⑤１×９＝          ⑮１×１＝          ㉕１×４＝ 

⑥２×７＝          ⑯２×４＝          ㉖２×９＝ 

⑦３×９＝          ⑰３×３＝          ㉗３×８＝ 

⑧４×５＝          ⑱４×９＝          ㉘４×３＝ 

⑨５×１＝          ⑲５×５＝          ㉙５×７＝ 

⑩２×２＝          ⑳１×８＝          ㉚１×７＝ 
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算数よしゅうプリント 九九を見なおそう② P１２ 

問題
もんだい

：こうたさんは９×７の答えを、下のように考えて れんしゅう問題  

   もとめました。こうたさんの考えをせつ明しましょう。 

 

 

 

 

 

せつ明 

 

 

 

 

 

 

 

  

         ３×６＝□ 

８×６＝ 

         □×６＝□ 

         あわせて□ 

         ７×６＝□ 

９×４＝ 

         □×６＝□ 

         あわせて□ 



ふくしゅうプリント② かけ算 

①６×３＝          ⑪８×３＝          ㉑６×５＝ 

②７×５＝          ⑫９×６＝          ㉒７×３＝ 

③８×２＝          ⑬６×７＝          ㉓８×６＝ 

④９×８＝          ⑭７×３＝          ㉔９×２＝ 

⑤６×９＝          ⑮８×１＝          ㉕６×４＝ 

⑥７×７＝          ⑯９×４＝          ㉖７×４＝ 

⑦８×９＝          ⑰６×２＝          ㉗８×８＝ 

⑧９×５＝          ⑱７×９＝          ㉘９×３＝ 

⑨６×１＝          ⑲８×５＝          ㉙６×６＝ 

⑩７×２＝          ⑳９×１＝          ㉚８×７＝ 
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算数よしゅうプリント 九九を見なおそう③ P１３ 

問題
もんだい

：しほさんは、９×７の答えを下のように考えて れんしゅう問題 

   もとめました。しほさんの考えをせつ明しましょう。 

 

せつ明 

  

 

 

 

 

 

 

  

         ５×６＝□ 

８×６＝ 

         ３×□＝□ 

         あわせて□ 

         ７×６＝□ 

９×４＝ 

         □×６＝□ 

         あわせて□ 



ふくしゅうプリント③ かけ算 

①３×３＝          ⑪３×３＝          ㉑３×１＝ 

②４×５＝          ⑫４×６＝          ㉒４×２＝ 

③５×２＝          ⑬５×７＝          ㉓５×６＝ 

④１×８＝          ⑭１×３＝          ㉔１×６＝ 

⑤２×９＝          ⑮２×１＝          ㉕２×４＝ 

⑥３×７＝          ⑯３×４＝          ㉖３×９＝ 

⑦４×９＝          ⑰４×３＝          ㉗４×８＝ 

⑧５×５＝          ⑱５×９＝          ㉘５×３＝ 

⑨１×１＝          ⑲１×５＝          ㉙１×７＝ 

⑩２×２＝          ⑳２×８＝          ㉚２×７＝ 
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算数よしゅうプリント 九九を見なおそう④ P１４ 

問題
もんだい

：今までの学習を使って、１０×４の答えの求め方を     れんしゅう問題 

考えましょう。                        ①１０×１＝ 

考え                             ②１０×２＝ 

 ③１０×３＝ 

                               ④１０×４＝ 

                               ⑤１０×５＝ 

                               ⑥１０×６＝ 

                               ⑦１０×７＝ 

                               ⑧１０×８＝ 

                               ⑨１０×９＝ 

 

 

 

 

 

ふくしゅうプリント④ かけ算 



①７×３＝          ⑪９×３＝          ㉑７×５＝ 

②８×５＝          ⑫６×６＝          ㉒８×３＝ 

③９×２＝          ⑬７×７＝          ㉓９×６＝ 

④６×８＝          ⑭８×３＝          ㉔６×２＝ 

⑤７×９＝          ⑮９×１＝          ㉕７×４＝ 

⑥８×７＝          ⑯６×４＝          ㉖８×４＝ 

⑦９×９＝          ⑰７×２＝          ㉗９×８＝ 

⑧６×５＝          ⑱８×９＝          ㉘６×３＝ 

⑨７×１＝          ⑲９×５＝          ㉙７×６＝ 

⑩８×２＝          ⑳６×１＝          ㉚８×７＝ 
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算数よしゅうプリント 九九を見なおそう⑤ P１５～１７、２２ 

問題
もんだい

：いろいろなもとめ方で、１２×４の答えを 問題：□に当てはまる数を見つけましょう。 

   もとめましょう。                  (１)３×８＝□ (２)８×□＝５６ (３)□×５＝３０ 

考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

どうやって考えればいい

かな？考え方も書こう！ 



ふくしゅうプリント⑤ かけ算 

①１×３＝          ⑪２×３＝          ㉑６×５＝ 

②３×５＝          ⑫４×６＝          ㉒７×３＝ 

③５×２＝          ⑬６×７＝          ㉓３×６＝ 

④２×８＝          ⑭３×３＝          ㉔１×２＝ 

⑤６×９＝          ⑮１×１＝          ㉕４×４＝ 

⑥７×７＝          ⑯９×４＝          ㉖８×４＝ 

⑦８×９＝          ⑰８×２＝          ㉗２×８＝ 

⑧９×５＝          ⑱４×９＝          ㉘５×３＝ 

⑨４×１＝          ⑲５×５＝          ㉙１×６＝ 

⑩６×２＝          ⑳７×１＝          ㉚９×７＝ 
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