
岩倉市日本語適応指導教室

算数 文章題テスト 【小3用】 ステップ2 １年生
年 組 番 名前

（１学期）

ステ ふうせんを ７こ もっています。 また ２こ もらいました。

ップ みんなで なんこに なったでしょう。
２

しき こたえ

ステ とらっくが ５だい とまっていました。 ２だい でて いきました。

ップ なんだい のこって いるでしょう。
２

しき こたえ

（２学期）

ステ あかと きいろの おはじきが ぜんぶで ７こ あります。

ップ きいろの おはじきは ５こです。 あかい おはじきは なんこでしょう。
２

しき こたえ

ステ おかしが １０こありました。 きのうは ４こ きょうは ３こ たべました。

ップ なんこ のこって いるでしょう。
２

しき こたえ

（３学期）

ステ でんしゃの ざせきが ５つ あいています。 おきゃくさんが ８にん

ップ のってきました。 すわれない ひとは なんにんでしょう。
２

しき こたえ



岩倉市日本語適応指導教室

算数 文章題テスト ステップ３ ２年生
年 組 番 名前

（１学期）

ステ りんごを ４こ もらったので，１２こに なりました。

ップ はじめに りんごは なんこ あったのでしょう。

３
しき こたえ

ステ わたしの せの 高さは124cmです。 いもうとは わたしより28cm ひくいそうで

ップ す。いもうとの せの 高さは なんcmでしょう。

３
しき こたえ

（２学期）

ステ 3だいの じどう車に 5人ずつ のります。

ップ みんなで なん人まで のれる でしょう。

３
しき こたえ

ステ みかんが100こ あります。 ともだち 7人に みかんを 8こずつ あげると

ップ みかんは なんこ のこる でしょう。

３
しき こたえ

（３学期）

ステ あやのさんの クラスには 女の子が 17人 います。 女の子は 男の子

ップ より ３人 すくない そうです。

３ 男の子は なん人 いるでしょう。

しき こたえ



岩倉市日本語適応指導教室

算数 文章題テスト ステップ３ ３年生

年 組 番 名前
（１学期）

ステ あやのさんは 下の (ア)の時こくから (イ)の時こくまで 友だちと あそんで

ップ いました。 どれだけ あそんで いたのでしょう。

３
こたえ

ステ 40本の 花が ありました。 これを 同じ 本数ずつ 花びんに 分けると

ップ どの 花びんも ８本ずつに なりました。 花びんは いくつ あったのでしょう。

３
しき こたえ

ステ けしゴムと えんぴつと したじきを 買いました。 けしゴムは 50円 えんぴつ

ップ は 60円でした。

３ みんなで 230円に なりましたが したじきは いくら だったのでしょう。

しき こたえ

ステ おこづかいを お父さんに １５００円 もらいました。 お母さんには ８００円

ップ もらいました。 おばさんにも いくらか もらって おこづかいは 全部で ３１００

３ 円 になりました。 おばさんには いくら もらったのでしょう。

しき こたえ

ステ よしお君の クラスで グループを 作りました。 ６人ずつの グループを つ

ップ くると ５つの グループが できて ３人 のこりました。 よしお君の クラスは

３ 全部で 何人 いたのでしょう。

しき こたえ



岩倉市日本語適応指導教室

算数 文章題テスト ステップ３ ３年生

年 組 番 名前

（２学期）

ステ みかんが 27こ あります。 １ふくろに ４こずつ つめると 何ふくろ できて

ップ 何こ あまるでしょう。

３
しき こたえ

ステ 千万を９こ、十万を２こ、百を４こ、十を７こ こたえ

ップ 合わせた数

３ 漢字でかきなさい。 こたえ

５４６９０６２

ステ 子どもたち １６人が １れつに ならんで 歩いて います。 ただしさんは

ップ 前から ７番目で わたしは 後ろから ４番目です。

３ ２人の 間には 何人 いますか。

しき こたえ

ステ 工場で ４１この シュークリームを ８こずつ はこに つめて いきます。

ップ ８こ入りの はこは 何こ できますか。

３
しき こたえ

ステ ９０円の ハンバーガーと ３０円の コーラを どちらも ９つずつ 買うと

ップ 何円に なりますか。 ハンバーガーと コーラを ひとくみに して 考えましょう。

３
しき こたえ


