
岩倉市日本語適応指導教室

算数 文章題テスト ステップ2 １年生

年 組 番 名前

（１学期）

ステ ねこが ４ひき います。 いぬが ２ひき います。
ップ あわせて なんびき いるでしょう。
２

しき ４＋２＝６ こたえ ６ぴき

※ びき ひき△

ステ ４にん あそんで います。 そこへ ３にん きました。
ップ みんなで なんにんに なったでしょう。
２

しき ４＋３＝７ こたえ ７人

人－３年生以上漢字表記

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 ７＋２＝９ こたえ ９個

個－６年生以上漢字表記

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 ５－２＝３ こたえ ３台

台－３年生以上漢字表記

ステ らっこが ６ひき いるかが ４ひき います。
ップ ちがいは なんびきでしょう。
２

しき ６－４＝２ こたえ ２ひき

※ びき ぴき△



岩倉市日本語適応指導教室

算数 文章題テスト ステップ2 １年生

年 組 番 名前

（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 ７－５＝２ こたえ ２こ

個－６年生以上漢字表記

ステ こどもが ６にん あそんでいました。 そこへ ４にん きました。
ップ みんなで なんにんに なったでしょう。
２

しき ６＋４＝１０ こたえ １０人

人－２年生以上漢字表記

ステ けえきが １０こ ありました。 ４こ たべました。
ップ いくつ のこったでしょう。
２

しき １０－４＝６ こたえ ６こ（６つ○）

個－６年生以上漢字表記

ステ りんごを ３こ あげたので ９こに なりました。
ップ りんごは はじめ なんこ あったのでしょう。
２

しき ３＋９＝１２ こたえ １２こ

個－６年生以上漢字表記

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 １０－４＝６ ６－３＝３ こたえ ３こ

個－６年生以上漢字表記



岩倉市日本語適応指導教室

算数 文章題テスト ステップ2 １年生

年 組 番 名前
（３学期）

ステ おとこのこが ８にん おんなのこが ６にん います。
ップ どちらが なんにん おおいでしょう。
２

しき ８－６＝２ こたえ 男の子が２人 多い

人(１年)，多(３年)

３年生以上漢字表記

ステ あおい いろがみが ２０まい みどりの いろがみが ３０まい あり
ップ ます。 ４０にんの こどもに ひとり １まいずつ くばります。
２ いろがみは なんまい あまるでしょう。

しき ２０＋３０＝５０ ５０－４０＝１０ こたえ １０まい

枚－中学生漢字表記

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 ８－５＝３ こたえ ３にん

人－２年生以上漢字表記

ステ かさが １０ぽん あります。 おとこのこが ７にん おんなのこも ７
ップ にん かさを かりたいそうです。 かさは なんぼん たりないでしょう。
２

しき ７＋７＝１４ １４－１０＝４ こたえ ４ほん（ぽん，ぼん△）

本－２年生以上漢字表記

ステ ほんを ６さつ かしだしました。 まだ ８さつ のこっています。
ップ ほんは はじめ なんさつ あったのでしょう。
２

しき ６＋８＝１４ こたえ １４さつ



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 ７５ページまで よんだ ところで，「あと ８ページで おわ
ップ りだ」と いいました。
３ たかしくんが よんでいる 本は，何ページ あるでしょう。

しき ７５＋８＝８３ こたえ ８３ページ

ステ 子どもが あそんで いました。そのうち ３人が かえった
ップ ので，５人に なりました。
３ はじめは なん人 いたのでしょう。

しき ３＋５＝８ こたえ ８人

人－２年生以上漢字表記

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 １２－４＝８ こたえ ８個

個－６年生以上漢字表記

ステ 赤いボールが79こ 白い ボールが 8こ あります。
ップ ボ一ルは ぜんぶで なんこ あるでしょう。
３

しき ７９＋８＝８７ こたえ ８７個

個－６年生以上漢字表記

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
ップ ひくいそうです。いもうとの せの 高さは なんcmでしょう。
３

しき １２４－２８＝９６ こたえ ９６ cm



岩倉市日本語適応指導教室 しきは必要でしょうか？

算数 文章題テスト ステップ３ ２年生

年 組 番 名前

（２学期）

ステ ７にんの こどもが １れつに ならんで あるいて います。
ップ まえから ４ばんめが きよしくんです。 きよしくんは うしろから なんばんめでしょう。
３

しき ７－４＝３ ３＋１＝４ こたえ ４番目

番－２年生、目－ 1年生以上
３年生以上漢字表記

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 ５×３＝１５ こたえ １５人

（３×５ → ×） 人－２年生以上漢字表記

ステ １れつに ならんで まっています。 えいじくんは まえから ３ばんめです。 ま
ップ きさんは まえから ６ばんめです。
３ えいじくんと まきさんの あいだには なんにん いますか。

しき ６－３＝３ ３－１＝２ こたえ ２人

人－２年生以上漢字表記

ステ さいしょに １６人の ひとが バスに のっていました。 そこに ７人の ひとが のり
ップ ４人の 人が おりました。
３ バスには なん人の人が のっていますか。

しき １６＋７＝２３ ２３－４＝１９ こたえ １９人

人－２年生以上漢字表記

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 ８×７＝５６ １００－５６＝４４ こたえ ４４個

個－６年生以上漢字表記



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

（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。 男の子は なん人 いるでしょう。
３

しき １７＋３＝２０ こたえ ２０人

人－２年生以上漢字表記

ステ 青いカードを １７まい もっています。青いカードは 赤いカードより ８まい 多いそう
ップ です。 赤いカードを なんまい もっているでしょう。
３

しき １７－８＝９ こたえ ９枚

枚－中学生漢字表記

ステ ちょ金ばこに 1000円さつが3まい 100円玉が 9こ 10円玉が8こ 1
ップ 円玉が 5こ ありました。
３ おかねは ぜんぶで いくらに なるでしょう。

しき 1000×３＝3000 100×９＝900 こたえ ３９８５円

10×８＝80 １×５＝５

3000＋900＋80＋５＝３９８５ 円－２年生以上漢字表記

ステ つぎの数を数字でかきましょう。

ップ ニ千六百ニ十四
３

こたえ ２６２４

ステ つぎの数を数字でかきましょう。

ップ 八千九十
３

こたえ ８０９０



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 あそんでい
ップ ました。 どれだけ あそんで いたのでしょう。
３

こたえ

1時間５０分（ぷん）
２年生以上漢字表記

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 ４０÷８＝５ こたえ ５つ

５こ

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 ５０＋６０＝１１０ こたえ １２０円

２３０－１１０＝１２０ 円－２年生以上漢字表記

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 １５００＋８００＝２３００ こたえ ８００円

３１００－２３００＝８００ 円－２年生以上漢字表記

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 ６×５＝３０ ３０＋３＝３３ こたえ ３３人

人－２年生以上漢字表記



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 ２７÷４＝６…３ こたえ ６ふくろできて３個余る

個・余(５年）

６年生以上漢字表記

ステ 千万を９こ、十万を２こ、百を４こ、十を７こ合わ こたえ ９０２００４７０

ップ せた数
３ 漢字でかきなさい。 こたえ

５４６９０６２ 五百四十六万九千六十二

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 ７＋４＝１１ １６－１１＝５ こたえ ５人

人－２年生以上漢字表記

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 ４１÷８＝５…１ こたえ ５個

個－６年生以上漢字表記

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 ９０＋３０＝１２０ こたえ

１２０×９＝１０８０ １０８０円

円－２年生以上漢字表記

９０×９＝８１０

３０×９＝２７０

８１０＋２７０＝１０８０

※ ひとくみにして考えていないので×



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 ◎ １．４＋８．８＋１９．６＝ ２９．８ こたえ ２９．８ｋｇ

１．４＋８．８＝１０．２

１０．２＋１９．６＝ ２９．８

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 ◎ ２７００×９×２＝４８．６ こたえ ４８．６ｋｇ

２７００×９＝２４３００(２４．３ｋｇ)

２４．３×２＝４８．６

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 ３０１÷１１＝２７・・・４ こたえ ２７たば（束）

束－５年生以上漢字表記

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 ◎（４００＋９０）÷７＝７０ こたえ ７０円

４００＋９０＝４９０ 円－２年生以上漢字表記

４９０÷７＝７０

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 ◎（４７－１１）÷２＋１１＝２９ こたえ ２９本

４７－１１＝３６，３６÷２＝１８ 本－２年生以上漢字表記

１８＋１１＝２９



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

年 組 番 名前

（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 ◎６．５×（８－１）＝４５．５ こたえ ４５．５ｍ

８－１＝７

６．５×７＝４５．５

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 １．６÷４＝０．４ こたえ ０．４ｍ

ステ ３６㎏の さとうを １．８㎏ずつ 箱に 分けて 入れます。 箱は いくつ
ップ いりますか。
４

しき ３６÷１．８＝２０ こたえ ２０個

個－６年生以上漢字表記

ステ 道路に ７．４ｍおきに ５４本の さくらの 木が 植えられて います。
ップ さくらの 木の はしから はしまでは 何ｍ ありますか。
４

しき ◎ ７．４×（５４－１）＝３９２．２ こたえ ３９２．２ｍ

５４－１＝５３

７．４×５３＝３９２．２

ステ 重さ ２．５㎏の おもりが ２８個 ３．６㎏の 木箱に 入って います。
ップ 全体の 重さは 何㎏ ですか。
４

しき ◎ ２．５×２８＋３．６＝７３．６ こたえ ７３．６ｋｇ

２．５×２８＝７０

７０＋３．６＝７３．６



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

年 組 番 名前

（２学期）

ステ ひろしくんは お母さんの たんじょう日の プレゼントに ３００円の カードと
ップ １本 １２０円の 花を ５本 買いました。 全部で いくら かかりましたか。
４ １つの 式に かいて もとめなさい。

しき ◎ ３００＋１２０×５＝９００ こたえ ９００円

× １２０×５＝６００ 円－２年生以上漢字表記

３００＋６００＝９００

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 ◎（１２０＋６０）×３０＝５４００ こたえ ５４００円

× １２０＋６０＝１８０ 円－２年生以上漢字表記

１８０×３０＝５４００

ステ 対角線の 長さが １０㎝と ７㎝の ひし形の 面積は どれだけですか。
ップ
４ しき １０×７÷２＝３５ こたえ ３５ｃ㎡

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 ◎ ４２０÷（１＋２）×２＝２８０ こたえ ２８０円

１＋２＝３ 円－２年生以上漢字表記

４２０÷３＝１４０

１４０×２＝２８０

ステ くりと りんごが 合わせて ７４こ あります。 くりと みかんの 数を 合計
ップ すると ６９こに なります。 みかんの 数は くりの 数の 半分 だそうです。
４ りんごの 数は 何こ ですか。

しき ◎ ７４－６９÷（１＋２）×２＝２８ こたえ ２８個

１＋２＝３， ６９÷３＝２３ 個－６年生以上漢字表記

２３×２＝４６，７４－４６＝２８



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

年 組 番 名前

（３学期）

ステ ㎠半径が １０㎝の 円の 面積は 何 ですか。 円周率を ３．１４とし
ップ て 求めましょう。
４

しき １０×１０×３．１４＝３１４ こたえ ３１４㎠

ステ 半径３５㎝の 自転車の タイヤが ７１回 まわって 自転車が 前に
ップ 進むと 何ｍ 進んだ ことに なりますか。 円周率を ３．１４として 計算し
４ 小数点 以下を 四捨五入 して 答えましょう。

しき ◎ ３５ cm＝０．３５ m こたえ 約１５６ m
0.35×２×3.14×７１＝１５６.０５８
３５×２＝７０

０.７×３．１４＝２.１９８
２.１９８×７１＝１５６.０５８

ステ すなが ２．１リットル あります。 重さを はかったら ３．１５㎏ ありました。
ップ この すな １リットルの 重さは 何㎏ ですか。
４

しき ３．１５÷２．１＝１．５ こたえ １．５ｋｇ

ステ たかおくんの 学級の 人数は ４０人で そのうち むし歯の ある人が
ップ １２人 います。
４ 学級の 人数を もとにして むし歯の ある人の 割合を もとめましょう。

しき １２÷４０＝０．３ こたえ ０．３

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 １８０÷０．２３＝７８２．６０８・・・ こたえ ７８０冊

十の位までの概数 ７８０ 冊－中学生漢字表記



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

年 組 番 名前

（１学期）

ステ たかのさんの 家で とれた リンゴ ５この 重さを 測ると ４２５ｇ、３９０ｇ、
ップ ４００ｇ、４１０ｇ、４３５ｇでした。 リンゴの 重さの 平均は 何ｇ ですか。
４

しき ◎ (425＋390＋400＋410＋435)÷５＝412 こたえ ４１２ｇ

425＋390＋400＋410＋435＝２０６０

２０６０÷５＝４１２

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 ◎ ８×５－７．６×５＝２ こたえ ２個

７．６×５＝３８ 個－６年生以上漢字表記

８×５＝４０ ４０－３８＝２

ステ 大きな たいこと 小さな たいこを たたきます。 大きな たいこは ６秒ごと
ップ に １回 たたき 小さな たいこは ７秒ごとに １回 たたきます。 ２つの
４ たいこが 同時に たたかれるのは 何秒に １回 ありますか。

しき ６×７＝４２ こたえ ４２秒

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。

３２－ 1，2， 4， 8， ，16 ,32 こたえ ８人

２４－ 1，2，3，4，6，8，12，24 人－２年生以上漢字表記

最大公約数

ステ おおのさんは １０歩で ６．３ｍ 進みました。 この 歩き方で ９０歩を
ップ 進むと 何ｍ 進む ことに なりますか。
４

しき ◎ ６．３×９０÷１０＝５６．７ こたえ ５６．７ｍ

◎ ６．３÷１０×９０＝５６．７

９０÷１０＝９ ６．３÷１０＝０．６３

６．３×９＝５６．７ ０．６３×９０＝５６．７



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

年 組 番 名前
（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 ◎ ４０÷２５×１４０＝２２４ こたえ ２２４ｇ

◎ ４０×１４０÷２５＝２２４

４０÷２５＝１．６ １４０÷２５＝５．６

１．６×１４０＝２２４ ４０×５．６＝２２４

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 １０４０÷４＝２６０ こたえ 時速２６０ｋｍ

ステ 音は 秒速 ３４０ｍで 空気中を 伝わります。 かみなりが 光ってから
ップ ３秒後に 音を 聞きました。
４ かみなりは何ｍ はなれた所で 鳴ったのでしょうか。

しき ３４０×３＝１０２０ こたえ １０２０ｍ

３ステ １０分間で － ｍの トンネルを 掘る 機械が あります。 この１０
ップ 機械で４時間 まっすぐに トンネルを 掘ると 何ｍ 進むことが できます
４ か。

しき ◎ １時間＝６０分 こたえ ７．２ｍ

３／１０×６０÷１０×４＝２４＝７．２ｍ

６０×４＝２４０ ２４０÷１０＝２４

３／１０×２４＝７．２ｍ

５ ８ステ 南北が － ㎞ 東西が － ㎞の 長方形の 土地が あります。８ ９
ップ この土地の 面積は 何ｋ㎡ですか。
４

しき ５／８×８／９＝５／９ こたえ ５／９ｋ㎡



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

年 組 番 名前

（３学期）

５ステ わたなべさんは ４時間で 畑の － を たがやしました。 １時間では 畑６
ップ
４ のどれだけを たがやした ことに なりますか。

しき ５／６÷４＝５／２４ こたえ ５／２４

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 ５＋４＝９ こたえ ３６人

２０×９／５＝３６ 人－２年生以上漢字表記

ステ 長さ ９００㎝の リボンを ２つに 分けます。 長さの 比を ４：５に す
ップ るには 長い 方の リボンを 何㎝に すれば よいですか。
４

しき ４＋５＝９ こたえ ５００ｃｍ

９００×５／９＝５００

ステ 定員が ８０人乗りの 電車に １２０人の 人が 乗っています。
ップ 定員を １とすると 乗っている 人の 割合は どれだけですか。
４

しき １２０÷８０＝１．５ こたえ １．５

ステ もとやまさんの 学校の ６年生は １７０人 いますが そのうち ４０％の
ップ 人が かぜを ひいて いる そうです。 かぜを ひいて いる 人は 何人
４ ですか。

しき ４０％＝０．４ こたえ ６８人

１７０×０．４＝６８ 人－２年生以上漢字表記


