
岩倉市日本語適応指導教室

算数 文章題テスト 【中学用】 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 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 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

（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 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 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



岩倉市日本語適応指導教室

算数 文章題テスト ステップ4 ４年生

年 組 番 名前

（２学期）

ステ 重さが １．４ｋｇの 鉄の はこに ８．８ｋｇの スイカと １９．６ｋｇの ジャン

ップ ボ カボチャを 入れると 全体の 重さは 何ｋｇに なりますか。

４
しき こたえ

ステ たかぎさんは 生まれたとき ２７００ｇ でしたが ４年生に なって ちょうど

ップ ９倍の 体重に なりました。 お父さんの 体重が その ２倍だと すると

４ お父さんの 体重は 何㎏ でしょう。

しき こたえ

ステ ３０１本の 花を １１本ずつ 花たばに します。 １１本 入った 花たばは

ップ いくつ できる でしょう。

４
しき こたえ

ステ アイスクリームを ７こ 買ったら 店の 人が ９０円 まけて くれました。

ップ それで ４００円 はらいました。 アイスクリーム １こは はじめ いくらですか。

４
しき こたえ

ステ 私と 弟で 47本の えんぴつを 私の 方が 11本 多く なるように

ップ 分けます。 私は えんぴつを 何本 もらえますか。

４
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4 ５年生
（１学期）

ステ ６．５ｍ おきに ８台の ハードルを ならべて 走ります。 ハードルの はし

ップ から はしまでは 何ｍ ありますか。

４
しき こたえ

ステ １．６ｍの リボンを 同じ 長さに 切って ４人で 分けます。 １人分の

ップ 長さは 何ｍに なりますか。

４
しき こたえ

（２学期）

ステ １さつ 120円の ノートと １本 60円の えんぴつを セットに して 30

ップ セット 買うと いくら でしょう。

４
しき こたえ

ステ ケーキ １こと プリン １こを 買って ４２０円 はらいました。

ップ ケーキの ねだんは プリンの ２倍です。 ケーキは いくら でしたか。

４
しき こたえ

（３学期）

ステ つよしくんの 学校の 図書室には １８０さつの 絵本が ありますが 絵

ップ 本は 全体の ２３％だそうです。 図書室の 本は 全部で 約何さつ あ

４ るのでしょう。 十の位までの 概数で 答えましょう。

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4 ６年生
（１学期）

ステ ５人で 平均７．６個の だんごを 食べました。 あと 何個の だんごを

ップ 食べると ５人の 平均が ８個に なりますか。

４
しき こたえ

ステ 赤い花 ３２本と 白い 花２４本を できるだけ 多くの 子どもに 等分

ップ します。 赤い 花も 白い 花も あまりが 出ない ように 分けられるのは

４ 子どもが 何人の とき ですか。

しき こたえ

（２学期）

ステ 長さが ２５㎝で ４０ｇの はり金が あります。 この はり金 １４０㎝は

ップ 何ｇですか。

４
しき こたえ

ステ もりさんの レーシングカーは １０４０㎞を ４時間で 走ります。

ップ 時速 何㎞ですか。

４
しき こたえ

（３学期）

ステ おがわさんの 学級は 男の子と 女の子の 比が ５：４で 男の子が

ップ ２０人 います。 学級の 人数は 何人ですか。

４
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4 中学１年生

ステ 500円で，鉛筆を 8本買ったら，おつりが100円であった。鉛筆1本はいくらか。

ップ

４
しき こたえ

方程式

ステ 80cm のリボンから 15cm のリボンを何本か切ったら，5cm 残った。

ップ 15cm のリボンを何本切ったか。

４

方程式 しき こたえ

ステ 駅へ行くために兄が家を出てから 10 分後に，忘れ物があったので弟が自転

ップ 車で兄を追いかけた。兄は毎分 80m の速さで歩き，弟は毎分 280m で走る

４ とすると，弟は兄が家を出てから何分後に追いつけるか。

方程式

しき こたえ

ステ 兄は弟より 5 歳年上で，兄弟の年齢の和は 25 である。弟は何歳か。

ップ

４
しき こたえ

方程式

ステ せんべいを何人かの子どもに分けるのに，1 人に 3枚ずつ分けると 5枚あまり，

ップ 4枚ずつ分けると 2枚不足するという。 このときの子どもの人数は何人か。

４

方程式 しき こたえ



ステ 家から学校までの道のりは 350m である。この道のりを進む速さを毎分 xm，

ップ かかる時間を y 分とし，この道のりを毎分 70m の速さで進むと何分かかるか。

４

方程式 しき こたえ

算数 文章題テスト ステップ4 中学２年生

ステ 2 種類の品物Ａ，Ｂがあり，1 個の値段はＡが 200 円，Ｂが 180 円であ

ップ る。このＡ，Ｂを合わせて 13 個買うと 2500 円だった。

４ Ａ，Ｂをそれぞれ何個買ったかを求めなさい。

連立方

程式 しき こたえ

ステ 50 円の切手と 80 円の切手を合わせて 16 枚買い，1070 円払った。

ップ 切手をそれぞれ何枚買ったかを求めなさい。

４

連立方 しき こたえ

程式

ステ Ａ組，Ｂ組の人数の比は 4：5 で，合計は 81 人である。また，Ａ組の男子と

ップ Ｂ組の女子の人数の比は 3：4 で，Ａ組の女子の人数は，Ｂ組の男子の人数

４ より3人少ない。

Ｂ組の女子の人数は何人か。
連立方

程式

しき こたえ



ステ 5，6，7 の数字を 1 つずつ書いた 3 枚のカードがある。これをよくきって，1 列

ップ に並べて 3 けたの正の整数をつくるとき, その数が 5 の倍数になる確率を求め

４ なさい。

確率

樹

形 こたえ

図

ステ Ａ，Ｂ 2 人が，じゃんけんをするとき，1 回で勝負が決まらない確率を求めなさ

ップ い。

４

あ る こ と

が ら が

起こらな 樹

い確率 形 こたえ

図


