
在日フィリピン人児童のための算数教材　　　『割り算マスター・日本語クリアー』

24課 / Lesson 24 / Leksyon 24

ようご と ぶん / Words and phrases / Mga Salita

ようご Words Mga salita
かえる to change into palitan

おおきい big / large malaki

ひきざん subtraction pagbabawas / subtraction

だいじょうぶ fine / good maaari

ぶん Phrases Grupo ng mga salita

23を　20に　かえます。 Change 23 into 20. Palitan ang 23 ng 20.

92は　87より
おおきいので、
ひきざんが　できません。

As 92 is bigger than 87, it can not be
subtracted.

Dahil mas malaki ang 92 sa 87, hindi
maaaring ibawas.

これなら　だいじょうぶ
です。

This one is fine. Maari kung ito.
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24 ２けたで わる①   「２位数」で割る割り算の筆算 

（２位数）÷（２位数）＝（１位数）で「余り」がある割り算の筆算を知る。 

   ７１まいの かみを ひとりに ２３まいずつ わけると、 

   なんにんに わけられますか。 

1 

（１）しきを つくりましょう。 

        ÷      ＝ 

（２）ひっさんで けいさんしてみましょう。 

      まず、７１÷２０で かんがえてみましょう。 

これが 

だいじです。 

 

                ２０×２＝４０ 

                 ２０×３＝６０ 

７１に ちかくて 

７１より ちいさい 

のは、これです。 

                ２０×４＝８０ 

               ①に ３を かきます。 

                              ２３×３＝６９の けいさんをして、 

 

２３ ７ １  
 

 

 

 

 

①

②

③

②に ６９を かきます。 

７１－６９＝２の けいさんをして、 

③に ２を かきます。 

 

（しき）  ７６÷２３＝３あまり２ 

（こたえ） ３にんに わけられて、２まい あまります。 
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（２位数）÷（２位数）＝（１位数）で「余り」のある割り算を筆算で解いてみる① 

   ９８まいの かみを ひとりに ３１まいずつ わけると、 

   なんにんに わけられますか。 

２ 

（１）しきを つくりましょう。 

        ÷      ＝ 

（２）ひっさんで けいさんします。 

   ３１を  に かえます。 

そして、           

   ９８÷  で かんがえます。 
 

                ３０×２＝６０ 

                 ３０×３＝９０ 

                ３０×４＝１２０ 

のは、どれですか。

９８よりちいさい 

９８にちかくて 

３１を 

いくつに 

かえますか。 

３０？ ４０？

               ①に  を かきます。 

                              ３１× ＝  の けいさんをして、 

 

３１ ９ ８  
 

①

②

③
 

 

 

 
②に   を かきます。 

９８－  ＝  の けいさんをして、 

③に   を かきます。 

 

（しき）     ÷    ＝    あまり 

（こたえ）    にんに わけられて、     まいあまります。 

児童用 122



（２位数）÷（２位数）＝（１位数）で「余り」のある割り算を筆算で解いてみる② 

   ８７÷２４を ひっさんで といてみましょう。 

３ 

 

   ２４を  に かえます。 

そして、           

   ８７÷  を けいさんします。 

２４を 

いくつに 

かえますか。 

２０？ ３０？

 

８７に ちかくて 

８７より ちいさい

ので、２０×４を 

つかってみます。 

                ２０×２＝４０ 

                 ２０×３＝６０ 

                ２０×４＝８０ 

               ①に ４を かきます。 

                              ２３×４＝９２の けいさんをして、 

 

２４ ８ ７  
 

 

 

 

 

①

②

③

②に ９２を かきます。 

９２は ８７より おおきいので、 

ひきざんが できません。 

やりなおしです。①に かいた４をけしましょう。 

こんどは、２０×３＝６０で かんがえてみます。 

２３×３＝６９の けいさんをします。 

そして、①に３を かきます。②に ６９を かきます。 

８７－６９なら ひきざんが できます。 

８７－６９＝１８の けいさんをして、③に１８を かきます。 

 

しきを かきましょう。 

          ÷    ＝    あまり 
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（２位数）÷（２位数）＝（１位数）で「余り」のある割り算を筆算で解いてみる③ 

   ８３÷１２を ひっさんで といてみましょう。 

 １２を  に かえます。そして、８３÷  を けいさんします。 
 

                １０×６＝６０ 

                 １０×７＝７０ 

                １０×８＝８０ 

               ①に ８を かきます。 

                              １２×８＝９６の けいさんをして、 

８３と くらべます。 

９６は ８３より おおきいので、 

ひきざんが できません。 

４ 

これを 

つかってみます。
 

１２ ８ ３  
 

 

 

 

①

②

③

 

   やりなおしです。①に かいた ８を けします。 

こんどは、１０×７＝７０で かんがえてみます。①に ７を かきます。 

１２×７＝８４の けいさんをして、８３と くらべます。 

８４は ８３より おおきいので、ひきざんが できません。 

また、やりなおしです。①に かいた ７を けします。 

では、１０×６＝６０で かんがえてみましょう。①に ６を かきます。 

１２×６＝７２の けいさんをして、８３と くらべます。 

８３－７２＝１１ これなら だいじょうぶです。 

   しきを かきましょう。 

          ÷    ＝    あまり 
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