
集まれ!
のびろ!
小学生!

細やかなステップでひとりひとりにぴったりフィット。だからしっかり学べる。無理なくのびる。
自分で学ぶ習慣もつくので中学校の勉強にもしっかりつながる。

分かっているところから始められるプレースメント方式。
個人に合わせた進度とペースで、しっかり着実にステップアップ !!

完全スモールステップ !!
　　　　　　　　で

進められる
           演習

対象学年：

対象教科：

小学１～６年生
※入学準備級もあります。
国語 ( 漢字・知識事項・文章読解問題 )
算数 ( 計算問題・文章題・図形 )

国語のステップ 漢字や知識事項だけでなく、
文章を読んで答える問題も
きちんと学習します。

【ステップアップテスト】にチャレンジ！！

理解・定着が確認できたら、次のステップへ GO!!

算数のステップ 計算問題だけでなく、応用
的な文章題、図形の問題も
学習します。

『ステップアップコース』は、小学生の学
習内容を各学年およそ　　　のステップに
細かく分けています。
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生徒さんひとりひとりの学習状況・習熟度
に合わせて、どのステップから始めるかを
決めていきます。

また、生徒さんひとりひとりが与えられた
プリントに個々に取り組む自立学習スタイル
ですので、それぞれのペースに合わせて学
習を進めていくことができます。

ステップの最後には【ステップアップテスト】
を行って、きちんとできるようになったこ
とを確認してから次のステップに進むよう
にします。

国語

　　　　　　　　で
進められる

自分のペース
進められる

           演
国語のステップ 漢字や知識

プリント教材

小学１～６年生

語語語語語語算数

できる
から楽

しい！

勉強の仕方
が身につく

！

きみに合うスタート位置が
必ず見つかる !!
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□⑴　次のわり算をしなさい。

□①　60÷3 □②　350÷7 □③　300÷5

　　 　　 　　

□⑵　次のわり算をしなさい。

□①　64÷2 □②　66÷3

　　　　　 　　 　　　　　　　　 　　

商が２けたのわり算

やってみよう！

次の問いに答えなさい。1

次のわり算をしなさい。

⑴ 80÷4 ⑵ 120÷3 ⑶ 46÷2

考え方 　10をもとにして考えます。
⑴ 80は10が８こ分です。8÷4＝2なので，
80÷4の答えは，10が２こ分です。
　　80÷4＝20

⑵ 120は10が12こ分です。12÷3＝4な
ので，120÷3の答えは，10が４こ分です。
　　120÷3＝40
⑶　46は40と６　　40÷2＝20

6÷2＝3

　 　46÷2の答えは，20と３をあわせた数

になります。

　　46÷2＝23 （答え）　⑴　20　　⑵ 40 ⑶ 23
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60÷3＝20，6÷3＝2

20＋2＝22

60÷2＝30，4÷2＝2

30＋2＝32

□ ⑴ 　240÷4の計算のしかたを考えます。次の にあてはまる数を答えな

さい。

　　　10をもとにして考えると，240は10がアこ分です。
　　　24÷4＝イより，240÷4の答えは，10がイこ分なので，
　　　240÷4＝ウとなります。

　　　このように，240÷4の計算は，24÷4＝イをもとにして

　　　もとめることができます。

ア　　　 イ　　　　ウ　　　

□⑵　次のわり算をしなさい。

□①　40÷2 □②　80÷2 □③　90÷3

　　 　　 　　

□④　490÷7 □⑤　180÷6 □⑥　360÷9

　　 　　 　　

□⑦　400÷8 □⑧　300÷6 □⑨　200÷4

　　 　　 　　

□⑩　20÷2 □⑪　70÷7 □⑫　30÷1

　　 　　 　　

□⑶　次のわり算をしなさい。

□①　82÷2 □②　36÷3

　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　 　　

次の問いに答えなさい。2
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30÷3＝10，6÷3＝2
10＋2＝12

80÷2＝40，2÷2＝1
40＋1＝41

□⑴ 　うんどう会の花かざりを270こ作ります。９人で作ると，１人何こ
作ればよいですか。

式　　　　　　　　 　答え　　　　　

□⑵ 　36まいの色紙を，３人で同じまい数ずつ分けます。１人分は，何ま
いになりますか。

式　　　　　　　 　答え　　　　　　　

□⑶ 　よし子さんは４さい，おじいさんは80さいです。おじいさんの年れ

いは，よし子さんの年れいの何倍ですか。

式　　　　　　　 　答え　　　　　

商が２けたのわり算の文章題

次の問いに答えなさい。1

やってみよう！

次の問いに答えなさい。

⑴  240まいの画用紙を，１組～３組に同じまい数ずつ分けます。
１組分のまい数は，何まいですか。

⑵ 84人の子どもを，同じ人数ずつ，４つのグループに分けます。
１グループの人数は，何人になりますか。

⑴  ぜんぶのまい数÷組の数＝１組分のまい数なので，
240÷３＝80 （答え）　80まい　

⑵ ぜんたいの人数÷グループの数＝１グループの人数なので，
84÷４＝21  （答え）　21人　　

考え方

 84÷4の計算のしかた
 84を80と４に分けます。80÷4＝20，4÷4＝1なので，
 84÷4の答えは，20＋1＝21となります。

270÷9＝30 30こ

36を30と６に分けて，30÷3＝10，6÷3＝2，10＋2＝12
36÷3＝12 12まい

何倍かをもとめるには，わり算を使います。

80÷4＝20 20倍

□⑴ 　画用紙400まいを，１組～５組に同じまい数ずつ分けます。１組分は，
何まいになりますか。

式　　　　　　　 　答え　　　　　　　

□⑵ 　おかしを買ったら，６こで300円でした。おかし１こは，何円ですか。

式　　　　　　　 　答え　　　　　

□⑶ 　３年生96人を，赤組と白組と青組に分けます。何人ずつに分けられ

ますか。

式　　　　　　　 　答え　　　　　

□⑷ 　おかしを３こ買ったら，63円でした。おかし１こは，何円ですか。

式　　　　　　　 　答え　　　　　

□⑸ 　はな子さんのおはじきは60こ，いもうとのおはじきは６こです。は

な子さんのおはじきのこ数は，いもうとのおはじきのこ数の何倍ですか。

式　　　　　　　 　答え　　　　　

□⑹ 　赤い紙テープは350 で，青い紙テープの７倍の長さです。青い紙

テープは何 ですか。

式　　　　　　　 　答え　　　　　

次の問いに答えなさい。2

400÷5＝80 80まい

300÷6＝50 50円

赤組と白組と青組の，3組に分けるので，わる数は3です。

96を90と6に分けて，90÷3＝30，6÷3＝2，30＋2＝32

63を60と3に分けて，60÷3＝20，3÷3＝1，20＋1＝21

63÷3＝21 21円

60÷6＝10 10倍

□の７倍が350 だから，□×7＝350→7×□＝350

350÷7＝50 50

96÷3＝32 32人

ステップアップコース
徳進館進学ゼミナール
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