
南米スペイン語圏出身児童のための算数教材　『割り算マスター・日本語クリアー』

2課 Unidad 2
ようご と ぶん Palabra y Frase

ようご Palabra
わりざん división
ぶん parte / porción
かく escribir
しき fórmula matemática / ecuación
よみかた lectura / manera de leer

ぶん Frase
おなじ かずずつ わけます。 dividir en cantidades numéricas iguales

なんにんで なんこずつ わけましたか。
¿Entre cuántas personas y cuántos (objetos)
para cada uno se repartieron?
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12 個のクッキーを 3人で分けると 1人分が 4個であることを図と操作で確認する。 

   クッキーが １２こ あります。 

これを ３にんで わけます。 

おなじ かずずつ わけます。 

 

１２この クッキーを ３にんで おなじ かずずつ わけると、 

ひとりぶんは なんこに なりますか。 

  ① クッキーを おなじかずずつ わけましょう。 

 

 

 

２ わりざん      「一人分の数」を求める割り算① 

1 

 

 

 

 

１２この   おなじかず ずつ  ３にんで   ひとりぶんは 

クッキーを  わけます。    わけます。     こです。 

 

 ② ひとりぶんは なんこに なりましたか。ここに かきましょう。 
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１２個を３人で同じ数ずつ分けると一人分が４個になることを割り算の式で表す。 

  この ことを しきで かくと、こうなります。 

 

１２この   おなじかず ずつ  ３にんで   ひとりぶんは 

クッキーを  わけます。    わけます。   ４ こです。 

 

 

 

 

 

 

１２      ÷       ３ ＝  ４ 

 

２ 

「１２わる３は４」と

よみます。 

 

 

   １２÷３＝４ 

 ÷ 
  わる 
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   式の確認と「割り算」という呼称を知る。 

１５このクッキーを ３にんで おなじ かずずつ わけましょう。 

 

 

 

 

 

３ 

 ① この ことを しきで かきましょう。 

 

１５こ わけます ３にんで ひとりぶんは ５こ 

 

 

       ÷     ＝ 

 

 ② この しきの よみかたを かきましょう。 

 

 

 ③ このような けいさんを「わりざん」と いいます。 

         １２÷３＝４ 

         １５÷３＝５ 
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   １人分を求める「割り算」の式に慣れる。 

１８このクッキーを ３にんで おなじ かずずつ わけましょう。 

 

 

 

 

 

４ 

 ① この ことを しきで かきましょう。 

 

１８こ わけます ３にんで ひとりぶんは ６こ 

 

 

       ÷     ＝ 

 

 ② この しきの よみかたを かきましょう。 

 

 

 ③ こういう けいさんを「なにざん」と いいますか。 

 

  わ   ざ ん 
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3課 Unidad 3
ようご と ぶん Palabra y Frase

ようご Palabra
おもいだす recordar / acordarse
はいる caber / entrar / ser adecuado 
かず número
なおす cambiar / transformar / corregir
くらべる comparar
できる poder

ぶん Frase
まえの べんきょうを
おもいだしましょう。

Vamos a recordar lo que estudiamos antes.

□に はいる かずを かきましょう。
Vamos a escribir el número adecuado en □ .
 / la cantidad correspondiente en □.

つぎの ぶんを わりざんの しきに
なおしましょう。

Vamos a transformar esta oración
en una fórmula de división.

わりざんと 九九を くらべてみましょう。
Vamos a comparar la tabla de multiplicar
con la división.

わりざんは 九九を つかって こたえを
だすことが できます。

Se puede resolver una división usando
la tabla de multiplicar.
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