
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』

11課 Unidad 11
ようご と ぶん Palabra y Frase

ようご Palabra
わるかず divisor
いる necesitar
たば ramo / manojo

ぶん Frase

５にんに わけるには １５こ いります。
Se necesitan 15 para dividir entre
5 personas.

６ぽんずつの たばを つくると、
Si se hacen grupos con 6 (lápices)
en cada uno…
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わるかずと あまりの おおきさ   11 
割る数より余りが小さくなければいけないことを確実に理解する① 

   クッキーが １６こ あります。 

３こずつ わけると、なんにんに わけられますか。 

 

1 

１６こを わけます ３こずつ    なんにんに わけられますか 

÷ ３ ＝16  

① なんの だんの 九九を つかいますか。           の だん 

② 16 に ちかい 九九を ふたつ えらんで、○で かこみましょう。 

 ３×４＝12  ３×５＝15  ３×６＝18  ３×７＝21 

 ③ ５にんに わけるには １５こ いります。（１こ あまります。） 

３×５＝１５             １６－１５＝１ 

 ④ ６にんに わけるには １８こ いります。 

３×６＝１８ → １８こも ないから わけられません。だから… 

 ⑤３×５の 九九を つかって、しきを つくります。 

（しき） 

 

 

 

（こたえ） 
 

     にんに わけられて、   こあまる。 

あまり  16 ÷ ３ 

 

３×５＝15 16－15＝１

 

 ＝ 
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割る数より余りが小さくなければいけないことを確実に理解する② 

   クッキーが ３２こ あります。 

６こずつ わけると、なんにんに わけられますか。 

 

２ 

３２こを わけます ６こずつ    なんにんに わけられますか 

 ÷  ＝ 

① なんの だんの 九九を つかいますか。     の だん 

② 32 に ちかい 九九を ふたつ えらんで、○を つけましょう。 

 ６×３＝18  ６×４＝24  ６×５＝30  ６×６＝36 
 

 ③ ５にんに わけるには ３０こ いります。（２こ あまります。） 

         ６×５＝30       32－30＝２ 

 ④ ６にんに わけるには ３６こ いります。 

        ６×６＝36 → ３６こも ないから わけられません。だから… 
 

 ⑤６×   の九九を つかって、しきを つくります。 

（しき） 

 ÷   あまり  ＝  

 

６×５＝30 32－30＝  
 

（こたえ） 

 

     にんに わけられて、   こあまる。   
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クッキー以外の物を分ける日本語表現を学ぶ① 

   えんぴつが ３９ほん あります。 

６ぽんずつの たばを つくると、なんたば できて 

なんぼん あまりますか。 

 

 ３９ほんを わけます ６ぽんずつ    なんたば できますか 

 

① なんの だんの 九九を つかいますか。     の だん 

② ３９に ちかい 九九を ふたつ えらんで、○を つけましょう。 

 ６×４＝24  ６×５＝30  ６×６＝36  ６×７＝42 
 

 ③ ６たば つくるには ３６ぽん いります。（３ぼん あまります。） 

６×６＝36            39－36＝3 

 ④ ７たば つくるには ４２ほん いります。  

６×７＝42 → ４２ほんも ないから ７たばは つくれません。だから… 

 

 ⑤ ６×   の九九を つかって、しきを つくります。 

（しき） 

 

 

 

（こたえ） 

あまり   ＝  

 ＝

39－36＝  ６×６＝36 

３ 

 ÷ 

 ÷ 

     たば できて、    ぼん あまる。   
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クッキー以外の物を分ける日本語表現を学ぶ② 

   はなが ４０ぽん あります。 

７ほんずつ たばにすると、なんたば できて 

なんぼん あまりますか。 

 

４ 

  ４０ぽんを わけます ７ほんずつ    なんたば できますか 

÷  ＝  

① なんの だんの 九九を つかいますか。     の だん 

② ４０に ちかい 九九を ふたつ えらんで、○を つけましょう。 

 ７×３＝21  ７×４＝28  ７×５＝35  ７×６＝42 
 

 ③ ５たば つくるには ３５ほん いります。（５ほん あまります。） 

７×５＝35            40－35＝5 

 ④ ６たば つくるには ４２ほん いります。 

７×６＝42 → ４２ほんも ないから ６たばは つくれません。だから… 

 ⑤ ７×   の九九を つかって、しきを つくります。 

（しき） 

 ÷ あまり   ＝ 
７×５＝35 40－35＝  

  

 

（こたえ） 

     たば できて、    ほん あまる。   
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