
数の あらわし方数の あらわし方数の あらわし方 名前

このプリントはウェブサイトで無料ダウンロードできます。(C) 小学生の学習教材【ちびむすドリル】　http://kotoba.littlestar.jp/syogaku.html

の 、 、

の 、 、

の 、 、

(4) 三百六十七

(1) 九百九十三

(5) 五百三

(2) 四百二十一

(6) 百六十

(3) 七百三十二こたえ　　　　　　　993

こたえ　　　　　　　367 こたえ　　　　　　　503

こたえ　　　　　　　421

こたえ　　　　　　　160

こたえ　　　　　　　732

(6)

です。

です。

です。

です。160

581 です。

309 です。

1、

5、

(2) (3)

百のくらいの　数字が

百のくらいの　数字が

十のくらいの　数字が

十のくらいの　数字が

百のくらいの　数字は 十のくらいの　数字は 5

512(4) 695(5)827 269 308

267

305

☆　　　　    　　にあてはまる　数字を　書きましょう。

☆　数字で　書きましょう。

(4) の数字は百のくらいの　数字が 十のくらいの　数字が 一のくらいの　数字が

3、

(1)

0、(6)

(5)

463

(2)

(3)

の数字は

の数字は

6、 0

489

一のくらいの　数字は3 0

一のくらいの　数字は十のくらいの　数字は

☆　つぎの　数を　読みましょう。

8、 1

9

一のくらいの　数字が

一のくらいの　数字が

(1) 百のくらいの　数字は

百のくらいの　数字は

2 7

4

6

8 9

十のくらいの　数字は 一のくらいの　数字は

１０００未満の数(1)



数の あらわし方数の あらわし方数の あらわし方 名前
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の 、 、

の 、 、

の 、 、

(6) 二百五 こたえ　　　　　　　205(5) 九百二十六 こたえ　　　　　　　926(4) 四百三十四 こたえ　　　　　　　434

(3) 八百六十四 こたえ　　　　　　　864

337

☆　数字で　書きましょう。

(1) 百十九 こたえ　　　　　　　119 (2) 三百九十八 こたえ　　　　　　　398

402 (5) 296 (6)

930 です。

☆　つぎの　数を　読みましょう。

(1) 183 (2) 960 (3) 385 (4)

267 です。

(6) 百のくらいの　数字が 9、 十のくらいの　数字が 3、 一のくらいの　数字が 0 の数字は

849 です。

(5) 百のくらいの　数字が 2、 十のくらいの　数字が 6、 一のくらいの　数字が 7 の数字は

4、 一のくらいの　数字が 9 の数字は(4) 百のくらいの　数字が 8、 十のくらいの　数字が

です。

(3) 293 百のくらいの　数字は 2 十のくらいの　数字は 9 一のくらいの　数字は 3 です。

十のくらいの　数字は 9 一のくらいの　数字は 6(2) 596 百のくらいの　数字は 5

☆　　　　    　　にあてはまる　数字を　書きましょう。

(1) 761 百のくらいの　数字は 7 十のくらいの　数字は 6 一のくらいの　数字は 1 です。

１０００未満の数(2)
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このプリントはウェブサイトで無料ダウンロードできます。(C) 小学生の学習教材【ちびむすドリル】　http://kotoba.littlestar.jp/syogaku.html

の 、 、

の 、 、

の 、 、

(6) 五百六十一 こたえ　　　　　　　561(5) 二百九十八 こたえ　　　　　　　298(4) 七百十八 こたえ　　　　　　　718

(3) 九百八十九 こたえ　　　　　　　989

882

☆　数字で　書きましょう。

(1) 六百四十三 こたえ　　　　　　　643 (2) 百二十三 こたえ　　　　　　　123

101 (5) 390 (6)

819 です。

☆　つぎの　数を　読みましょう。

(1) 412 (2) 479 (3) 258 (4)

110 です。

(6) 百のくらいの　数字が 8、 十のくらいの　数字が 1、 一のくらいの　数字が 9 の数字は

592 です。

(5) 百のくらいの　数字が 1、 十のくらいの　数字が 1、 一のくらいの　数字が 0 の数字は

9、 一のくらいの　数字が 2 の数字は(4) 百のくらいの　数字が 5、 十のくらいの　数字が

です。

(3) 631 百のくらいの　数字は 6 十のくらいの　数字は 3 一のくらいの　数字は 1 です。

です。

(2) 109 百のくらいの　数字は 1 十のくらいの　数字は 0 一のくらいの　数字は 9

☆　　　　    　　にあてはまる　数字を　書きましょう。

(1) 492 百のくらいの　数字は 4 十のくらいの　数字は 9 一のくらいの　数字は 2

１０００未満の数(3)



数の あらわし方数の あらわし方数の あらわし方 名前
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の 、 、

の 、 、

の 、 、

(6) 五百八十三 こたえ　　　　　　　583(5) 二百十二 こたえ　　　　　　　212(4) 六百六 こたえ　　　　　　　606

(3) 六百二十 こたえ　　　　　　　620

☆　数字で　書きましょう。

(1) 六百七十一 こたえ　　　　　　　671 (2) 百四 こたえ　　　　　　　104

(5) 200 (6) 112

です。

☆　つぎの　数を　読みましょう。

(1) 407 (2) 570 (3) 240 (4) 849

です。

(6) 百のくらいの　数字が 9、 十のくらいの　数字が 4、 一のくらいの　数字が 7 の数字は 947

です。

(5) 百のくらいの　数字が 6、 十のくらいの　数字が 1、 一のくらいの　数字が 8 の数字は 618

です。

(4) 百のくらいの　数字が 3、 十のくらいの　数字が 4、 一のくらいの　数字が 2 の数字は 342

十のくらいの　数字は 0 一のくらいの　数字は 9(3) 609 百のくらいの　数字は 6

(2) 959 百のくらいの　数字は 9 十のくらいの　数字は 5 一のくらいの　数字は 9 です。

☆　　　　    　　にあてはまる　数字を　書きましょう。

(1) 318 百のくらいの　数字は 3 十のくらいの　数字は 1 一のくらいの　数字は 8 です。

１０００未満の数(4)



数の あらわし方数の あらわし方数の あらわし方 名前
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の 、 、

の 、 、

の 、 、

(6) 百四十六 こたえ　　　　　　　146(5) 五百六十六 こたえ　　　　　　　566(4) 七百三十七 こたえ　　　　　　　737

(3) 四百五十一 こたえ　　　　　　　451

☆　数字で　書きましょう。

(1) 百二十七 こたえ　　　　　　　127 (2) 九百十五 こたえ　　　　　　　915

(5) 562 (6) 777

です。

☆　つぎの　数を　読みましょう。

(1) 394 (2) 678 (3) 107 (4) 249

です。

(6) 百のくらいの　数字が 4、 十のくらいの　数字が 9、 一のくらいの　数字が 5 の数字は 495

です。

(5) 百のくらいの　数字が 5、 十のくらいの　数字が 7、 一のくらいの　数字が 3 の数字は 573

です。

(4) 百のくらいの　数字が 6、 十のくらいの　数字が 2、 一のくらいの　数字が 7 の数字は 627

十のくらいの　数字は 0 一のくらいの　数字は 8(3) 108 百のくらいの　数字は 1

(2) 948 百のくらいの　数字は 9 十のくらいの　数字は 4 一のくらいの　数字は 8 です。

☆　　　　    　　にあてはまる　数字を　書きましょう。

(1) 257 百のくらいの　数字は 2 十のくらいの　数字は 5 一のくらいの　数字は 7 です。

１０００未満の数(5)


