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北海道大学大学院教育学研究院
紀要　 第 115 号　 2012 年 6 月 165

１． 問題背景
　小学校の学習指導要領によると，算数科の重要性は数量や図形についての基礎的な知識と
技能を身につけ，日常の事象ついての見通しをもち，筋道を立てて考える能力を育てるとと
もに，数理的な処理の良さがわかり，進んで生活に生かそうとする態度を育てることである

（文部科学省, 2008）。算数の中で特に文章題は，主に日常の問題状況で操作可能な課題で構
成される。児童は様々なタイプの問題から，主体的に見通しを持って課題に取り組み，論理
的に筋道を立てて課題を処理する態度や思考が育てられるのである（吉田・多鹿, 1995）。ま
た，文章題は数や計算の用いられる場合や意味などの理解に欠かせないものであり，実践の
場で算数が適切に用いられるのに役に立つ（片桐, 1996）。しかし，実際には算数文章題を苦
手とする児童は多いようである。
　文章題の構成は大きく4つの過程に分かれている（Mayer, 1985 ; Lewis, 1989 ; 多鹿・石田, 
1989）。第1段階は変換過程で，問題文中の一文を読んで理解する過程である。問題文に記
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【要旨】
　本研究では，算数の文章題において絵図を導入することで，問題解決にどのよう
に効果があるのか検討する。調査では健常児と学習困難児それぞれに同じ算数の文
章題を行った。文章題には，文章を理解する，絵図を作成する，式を作る，計算す
る問題があり，対象児間で絵図なし群，絵提示作成群，図提示作成群の３群を設定
した。その結果，健常児では３つの対象物の比較問題において図の使用による効果
が現れ，学習困難児では文章の理解が不十分な問題において，絵が提示されること
で理解が促進された。すなわち，絵は文章理解の助けとなるが，式を立てることに
効果はなかった。一方，図は理論的に構成要素が配置されていても，その読み方や
描き方を学習しないと有効に活用できないと考えられる。また，絵図の効果に差が
出た問題については，事実関係が複雑で，文章内から書かれていない事実を抜き出
すことを要求するような文章題には，絵図の効果があると考えられる。
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述されている内容に適したスキーマを作るためには，算数における基礎的知識や言語的知識
が必要である。第2段階は統合過程で，問題文の1文どうしをつなぎ，全体的な表象を作る過
程であり，変換過程で構成された文単位のスキーマに，算数に関するスキーマを統合し，問
題文にあったスキーマを構成する。このスキーマを「問題スキーマ」という（Riley, Greeno, 
& Heller, 1983）。この段階では問題スキーマを利用し，どの情報を選択しどの情報を捨てる
かを決める。第3段階は計画（プラン化）過程で，問題スキーマに基づいて正解を得るための
方略を選択し立式する。この過程では演算を適用するための方略的知識を必要とする。例
えば，部分と部分から全体を求めるとき，たし算を用いると判断するのに，加法の意味に関
する方略的知識を使用していると考えられる。第4段階は実行過程で，計画過程で作られた
数式を計算する過程である。そこでは，四則計算の実行に直接関わる計算の手続き的知識を
必要とする。石田・多鹿（1993）の研究によると，算数文章題の下位過程の分析の結果，総合
的に文章題ができない児童は，統合過程が他の過程に比べて困難を生じることを示した。こ
れは，児童を計算の上位群と下位群に分けても同じ結果であった。また，学習障害児の文章
題におけるつまずきは，文章理解と式を立てる過程にあった（伊藤, 1999）。
　文章題を解決するためには，視覚的効果が文章題の理解を助けることがある。例えば，線分
図のような図的手がかりや言葉の手がかりが導入されると，解決が促進されるという（岸, 1993 
; Jitendra, 1996 ; Willis, & Fuson, 1998）。また，文章題でのイメージを被験者に描かせたとこ
ろ，線分図の方が絵よりも問題解決に役に立つことが示された（Hagarty, & Kozhevnikov’s, 
1999）。さらに，一連の構成要素を読みとることに困難を来す児童にとって，算数の指導の際
に視覚的手がかりを使うことが有効であった（東原・前川・藤倉, 1995）。
　このように図が算数文章題の理解に役に立つと言われているが，市川（1988）の図形的モ
デルの有用性によると，問題とされている量がモデルの中で大きさとして表現されている
ことが重要であり，そのモデルは原問題と心理的に同型でなくてはならない。たとえ，数学
的に同型であっても，学習者にとって同型性が感じられなければ，納得感が得られないとい
う。児童が文章題で図を使用することに困難を感じているのは，与えられた図が子どもに
とって同型性を感じられないものだからではないかと考えられる。
　算数文章題の問題を読んで理解する際には，全体的な表象が構築される。その表象構築
を助けるには，絵や図などの視覚化可能な物体を活用することである。しかし，それが式立
てやその後の計算といった解答へと導くことができるものなのだろうか。また，実際に子ど
もたちは算数文章題において絵や図を利用し，それを解決の手段として用いているであろう
か。本研究では，算数文章題における絵や図を，児童がどのように用いて解答につなげてい
るのかを調査し，また，学習に困難をおぼえている児童に対し，図や絵の導入がどのような
効果をもたらすのか検討していく。
　本研究の課題として9問の文章題を用意し，文章題１問につき4つの小問が設定された。こ
れは文章題の4つの過程（変換・統合・計画・実行）のうち，どの過程において困難を示すの
かを見るためである。絵や図を使用する条件については，完成された絵や図を提示する問題
と，絵や図を作成させる問題を設定した。これは，児童が独自に描いた絵や図が，問題の解
決に役に立つのかを調べるためである。また，問題の内容は，小学校高学年から中学生の参
加者のレベルに合わせて，四則計算が2つ入った2段階式を採用した。また2段階の文章題の
ほかに，1段階ではあるが植木算を導入した。
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２． 方法
2．1　調査1　健常児への文章題の調査
目　的  
　算数文章題における絵や図の効果を改めて確認するために，予め用意された絵や図からの
解答や，絵や図を作成し解答する作業を通じて，健常な児童における絵や図の効果を探索的
に調べる。
対象児　
　札幌市内の小学校5・6年生75名　（5年生-46名　6年生-29名）（平均年齢-11.8歳）
材　料　　
　プリント形式による算数文章題を9題用意した。内容は小学校4・5年生程度の四則計算が
2つ入った文章題を採用した（付録1参照）。この文章題は対象児間で3群（絵図無し群-25名　
絵提示／作成群-25名　図提示／作成群-25名）に分けられた。絵提示／作成群と図提示／作
成群において，前半の4題は，絵や図を提示して解答する問題（絵図提示問題）であり，後半
5題は，絵や図を描かせてから解答する問題（絵図作成問題）である。前半の1問目は後半の5
問目に内容が対応しており，以降，2，3，4問目は，それぞれ6，7，8問目に対応している。1，
4問目は全体の分量から部分を求める問題で，2，5問目はそれぞれの総量の差を求める問題
である。3，6問目は分配量とあまりの数の総量を求める問題で，4，8問目は3つのものの比較
問題である。9問目は植木算である。
　文章題1問につき小問が3，4問入っている。内容は文章理解，式立て，計算についての問題
に分かれている。文章理解問題は問題文に対する穴埋め問題で，式立て問題は，問題文章に
適当な式を作成する。計算問題は作成した式を計算する問題である。さらに絵や図を作成
する群の問題には，文章理解問題と式立て問題の間に問題文に関する絵や図を作成する問題
が設定された（付録2参照）。
手続き　
　集団による質問紙法をテスト形式で行った。絵図の条件で分けられた3群は教室を別々
に割り当てて行った。対象児は前半20分で文章題4題（絵図なし問題・絵提示問題・図提示
問題）をしてもらい，休憩後，後半25分で文章題5題（絵図なし問題・絵作成問題・図作成問
題）をしてもらった。
デザイン　
　絵図3条件（絵図なし・絵提示／作成・図提示／作成）×文章題（9題）
採点・集計方法　
　文章理解問題，式立て問題，計算問題において，それぞれ正解ならば1点を与えた。文章理
解問題は小問が3，4問あるため，間違った場合の部分点も設けた。
結果と考察
　正答率を絵図群（3群）×各問題（9問）の条件別に分散分析を行ったところ，図１に示し
たとおり，各問題における有意な差が認められた（Ｆ（8,66）＝34.02 P＜.01）。さらに下位
検定において，1-7問目に比べ8問目は正答率が低くなり，9問目はさらに正答率が低くなっ
た（いずれも P<.01）。問題別の群差について下位検定を行ったところ，7問目は絵図なし
群より絵作成群の方が正答率が低く（P＜.01），また，図作成群も絵図なし群に比べて，正
答率が低い傾向にあった（P <.10）。8問目は，図作成群が絵図なし群に比べて正答率が高
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かった（P<.05）。
　各問題で群間に差が出た問題についての考察を以下に記す。
　7問目では，絵作成群において正答率の低下が見られたが，この間違いの理由は，問題文中
の「3はこ」を勘違いして余りを3個にしたり，余計に多く足し過ぎたりしたからだと思われ
る。つまり，絵を描いているうちに，式を立てる過程で数を取り違えてしまったのではない
かと考えられる。
　8問目について絵図なし群では，問題文中の「高い」に足し算，「安い」に引き算をして，
450−230＋180という式を立てた対象児が多かった。これは1つ1つの比較を正確にしないま
まに，式を立てた児童が陥りやすい間違いであると思われる。一方図作成群では，小問の１
問目にある穴埋め問題の図を利用し，自分で作成した図から線分の長さの違いを利用して3
つの対象物の値段を比較し，足し算によって正答を得ることができた。文章題を小問に分け
て分析をしたところ，最初の文章理解問題は3群とも正答率が高かったが，絵図なし群は式
を立てる問題にて正しい式を書いている児童が大幅に少なくなり，一方図作成群は3つの対
象物の関係を図で表しているため，式を立てる問題での正答率はさほど減少しなかった。

図1　 調査1における文章題の平均正答率

　9問目は全ての群で他の問題よりも正答率が低かったが，この問題では問題文に書かれて
ある数字を式にはめ込み，45÷6の式を立てる対象児が多かった。しかし，同じ式でも絵作
成群と図作成群では間違い方が異なっている。絵作成群では道路上に木は6本描いてあり，
絵としては正解なのだが，間隔が5つあることに気がつかず，間違えた式を立てる対象児が
多かった。一方図作成群では，数直線を6つに分けた図を描く対象児が多く，木が7本植えら
れたことになり問題の内容とは合わなくなる。
　調査1では，8問目における数量を比較する問題で図の効果が見られた。この問題で言える
ことは，対象児は3つの対象物の比較をするときに，問題文中の表現だけで単純に比較する
ことはできず，1つ1つの関係を図に表すことによって内容が整理され，正しい関係がわかり
正しい式につなげたと考えられる。一方9問目の植木算では，絵や図をうまく用いることが
できない対象児が多かった。うまく絵や図が活かせないのは，対象児が絵や図を描く前に既
に式が浮かび上がり，絵や図が解法のための道具にならず，式にあわせるためのものになっ
てしまったのではないかと考えられる。問題が要求していることに対し，図や絵が表現した
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ものを対象児がどう読みとったか。それが8問目，9問目にて以上のような差をもたらした
と推察される。図作成群の中には絵を描いた対象児もいたことから，図の方が絵より描きに
くいことがうかがわれた。1-4問目で提示した図が，5-8問目と対応していてもうまく描けな
かったのは，前半問題の学習効果がなかったと考えられる。その理由として，前半問題では
正答率が高く，対象児の中には図の必要性をあまり感じない子が多かったと思われる。ま
た，後半の5，6，7問目でも正答率が高いため，対象児は図を描かなくてもできる問題だと思
い，前半問題の図が生かされなかったのではないかと考えられる。

2．2　調査2−学習困難児への文章題の調査
目　的　
　読みや算数の困難をもつ児童，生徒において，算数文章題での絵や図の効果は，どの困難
に有効なのであろうか。調査1で用いた文章題を利用し，どの能力に困難を持つ対象者が絵
図の効果があるのか検討する。
対象者　
　札幌市内・近郊に住む，学習に困難を持つ小学生，中学生10名　（平均-12.7才）
知能・学力検査　
　対象となる児童，生徒には，TK読み能力診断検査と算数の能力を見る数研式標準学力検
査（NRT）をしてもらった。また過去に測定したウェクスラー検査（WISC-Ⅲ）の結果も参考
にした。各検査の平均は以下の通りである。
　・TK読み能力診断検査（平均SS-39.6）
　・NRT標準学力検査（平均SS-36.2）
　・WISC−Ⅲ （平均FIQ-78.1　VIQ-84.8　PIQ-74.8）
材　料　
　調査１と同じプリントを使用した。
手続き　
　対象児にはプリントを個別に実施した。まず絵図なしの問題を行い，わからなくなったら
絵を用いた同じ問題を実施した。それでもわからない場合は，図を用いた問題を実施した。
採点・集計方法　
　正しい式が書け，計算も正確にできていたら1点を与えた。また，絵図なし群にて解答で
きず，絵や図を作成した後に答えられたら，別のカテゴリーにて1点を与えた。もし，式立て
において，2つの四則計算のうち1つだけできたら部分点を与えた。
結果と考察
　10名の対象者に実施した結果，図2のようになった。調査1と明らかに違っていたのは2問
目である。この問題では，絵図なしではわからなかった対象児が多かった。この問題で多
かった間違いは「1.5-1.2」という式であったが，この式ではジュースと牛乳1本ずつの引き算
になってしまう。対象児の内省によると，それぞれが5本あることに気づかないといった文
章の見落としをする児童がいた。他には5本で1.5リットルと考えるといった文章の内容を取
り違える間違いもあった。その後，絵の提示により各飲物の総量が理解できるようになり，
問題が解決された。このような文章の見落としや内容の取り違いを修正するために，絵が活
用されたものと考えられる。
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　8問目は調査１同様，文章のみでの理解ができない対象児が多かった。その後，小問の文
章理解問題で部分的な図を提示し，それに対する穴埋め問題を解答させ，図同士を組み合わ
せることで完成させたところ，ナベが一番高いことに気づき，やかんの値段を基準にしてそ
こから差額の180円と230円を足すことで正答を導くことができた。ただし，自分では図を描
くことはできず，提示された図によって値段の順番がわかった。9問目は正答率が低いとい
う点では，調査1と同様の結果であり，道路上に木を6本植えた絵を描いたとしても，木と木
の間隔が5つあることに気がつかず，「45÷6」を式に書いた対象児が多かった。
　算数文章題における絵図の効果と，TK読み能力診断検査（総合SSと各下位検査），NRT標
準学力検査（総合SSと各下位検査），WISC-Ⅲ（FIQ，VIQ，PIQ，その他の下位検査）の点数
との関係の有無を調べるため相関を検出した。その結果，WISC-Ⅲの下位検査の中で記号探
しと算数に正の相関があり（記号探し；r＝.742 P <.05 算数；r＝.503），TK読み能力診断検査
の文理解に関して負の相関が見られた（r＝-.574）。記号探しとは，左の刺激記号を右の記号
グループより見つけだす問題であり，視覚的短期記憶，視覚と運動の協応，認知的柔軟性，
視覚弁別や集中力に関連するとされる。また，知覚統合やプランニングなどにも関係すると
されている（Wechsler, 2010）。文章題における絵図効果と共通するところは，視覚的に提示
された刺激を弁別し短期記憶に留めながら，柔軟かつ集中的に知覚統合やプランニングを行
う能力であるかもしれない。また，算数問題は口述された文章題を暗算して答えるものであ
り，本研究における算数文章題の遂行とは密接に関連すると考えられる。ただし本研究の問
題は，視覚的に提示される点で大きく異なっているのではないかと推察される。TK読み能
力診断検査の文理解とは，文の途中に空欄があり，そこに当てはまる語句を選ばせる問題で
あり，文章を完成させる能力に困難を来す対象児ほど，絵図の使用が有効であるかもしれな
い。

図2　調査2の被験者の文章題正答率

　学習困難児群では，読み（TK），算数（NRT）の能力別に分類した。その中で読みは普通だ
が算数能力が弱い対象児A児（小学校5年生）の場合，式を作るとき四則計算の選択に困難を
示すことが多かった。またA児は式に掛け算を使用することができず，足し算で計算するこ
とが多かった。2問目において，A児は1.5リットルのジュースが5本あるのがわかっていな
がら，全部の量をかけ算にて合計しようとしなかった。結局1本1本のジュース並びに牛乳

絵図利用正解

絵図無し正解
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を足し算で合計し，それぞれの総量の差を引き算を使って正答を求めた。Case, & Okamoto 
（1996） によると，6歳児では，数え方と量の比較に関するスキーマが1つの概念として統合
され，1つの意味構造を形成するようになり，8歳ではそれに対する2つの変数について同時
に考慮できるようになる。A児の場合，2問目での2つの比較はできても，それと同時に飲み物
の全容量を合計するまでは考慮できなかったのではないかと推察される。3問目でA児は絵
を見てボールの数は数えることはできたが，余りのボールを足すのか引くのかわからなかっ
た。4，8問目は重量比較問題で，3つの対象物の大小関係から把握しなければならないため，
図を提示したところその比較は理解できたが，そこから四則計算の選択ができないというと
ころから，A児にとって絵図の使用は，四則計算の選択につながらなかった。
　次に，読み，算数能力が共に弱い対象児B児（小学校6年生）の場合，彼は本研究の文章題
では，全ての問題で文章のみでの解答はできなかった。そこに絵や図の提示が入ることで，
足し算や掛け算に対する効果はあった。例えば，6問目において「60円のリンゴを5個」を絵
に描いたことで，リンゴの代金が分かるようになったことから，B児は絵によって視覚的イ
メージが促進され，それが文章とつながり，理解できたのではないかと推測できる。また，8
問目では図を提示し，穴埋め問題でそれぞれの線分がどのものかをB児に答えさせた。そこ
で一番長い線分がナベであることに気づき，それぞれの差額を足し算で式に表すことで正答
に至った。しかし，引き算を求めるときに絵図の効果はなかった。2問目では，ジュースと
牛乳の各総量の違いを表した図を提示したが，B児はその図が理解できなかったため，文章
同士がつながらなくなり解答に至らなかった。また1問目，5問目で全体から部分を出す問題
にて，B児は図の提示では引き算が思い浮かばず，絵でも式を出すことはできなかった。文
章の意味的な関係がうまくまとめられないB児にとって絵や図は，記憶の代わりとして使用
され，文章内容を視覚的に提示することで，文章の理解を保持するための助けになったと思
われる。

３．総合考察
　本研究では，算数の文章題において絵や図の使用が有効であるか検討した。その結果，あ
る程度の絵や図の使用について有効性が認められたものもあるが，その限界も見られた。健
常児の場合，8問目のように絵図の使用によって物体同士の数量関係がわかり，解答につな
がったものもあれば，9問目のように絵図が描けていたにもかかわらず，式に生かすことが
できなかったものもあった。学習困難児の場合，2問目のように絵図を提示することで問題
文の読解を補足する効果があった。しかし，一部の対象児には，8，9問目において絵図に
よって式を求めることができなかった例もあった。
　調査1と調査2では，2問目での結果の違いが明らかである。学習困難児においては，この
問題では差を求めることはわかっていても，それぞれが5本ずつあることを見落とした対象
児が多かった。TK読み能力診断検査でも文理解の能力が低い人ほど絵図の効果が大きいと
いうのは，この問題における文章の読解が不十分であることも関係している可能性がある。
8問目は両群とも図の使用によって正答率が上がったが，調査1と比べて調査2では図を自分
で描くことが難しいことから，学習困難児は図の使用に困難を示していることがうかがわれ
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た。9問目は両群とも正答率が低く，絵図を利用しても正答に結びつけることができない対
象児が多かった。またそれ以外の問題は，両群とも正答率が良く，絵図を利用しなくても解
ける問題であったと考えられる。これらの問題は単純な式が立てられやすいものになって
いて，問題文中の「大きい」「小さい」という表現で式を立てることが可能であったと思われ
る。このような問題では絵図の効果は少ないと考えられる。8問目のような文章内の事実関
係において複雑なものに対して絵図を使用する方が，効果的であると考えられる。この他に
どのような問題の内容であれば絵図の効果が高まるのか。今後の課題としてさらに検討し
ていきたい。
　また，8問目のように絵と図において効果の差が出た問題があった。絵と図の違いにつ
いては先行研究より，絵は物質的実体を表すのに対し，図は理論的な物体であるとされ
る （Laborde, 1993）。また，図は文章題における文章の構成要素をつなげる働きがあり

（Marshall，1995），物体と出来事の間を表すもので，物体の全てのものを表せないものの，
参加者は特別な部分や関係に集中させる（Hittleman, 1985） 。調査1の文章題の8問目で図の
作成にて正答率が高くなったのは，完成された図は3つの対象物の値段関係が順に整理され
ており，その図から式に足し算のみを使用することがすぐにわかる構図であったからだと考
えられる。一方，絵の作成で効果が得られなかったのは，絵のみでは3つの対象物の関係性
が不明瞭で，式を立てるのに有効に働かないからであろう。
　瀬島 （1983） の調査では，小学4年生に文章題のイメージを描かせたところ，線分図を描い
たのは3分の1で，あとの3分の2は絵を描いたという結果になったことから，児童にとって実
際に馴染みがあり描きやすいのは絵の方である可能性が高い。8問目の図作成群における健
常児の中には，図を描かずに絵を描いた児童がいた。また，9問目において，図作成群では，
図の作成ができていない対象者が調査1において多かったが，木に該当する部分が図のどの
部分であるか対応できずに，間違った図を描いたと推察される。これは，市川（1988）の言う
図形的モデルの同型性が，図では感じられない児童が多いことにあてはまるのではないかと
考えられる。
　以上のことから，絵や図は健常児にとって，複雑な関係や文章に表されていない部分を解
明するのに効果があると考えられる。絵の場合は文章理解の補助として，特に学習困難児の
中で効果があったと思われる。一方，図の場合は四則計算の選択に役に立つと考えられ，健
常児は図に表されているものの中から四則計算の選択を行うことに効果があったと考えら
れる。
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（付録１）本研究で使用した文章題の内容

（第１問）キャベツと大根とナスを合わせてはかった重さは1kg700gでした。キャベツが800g
で，ナスが300gでした。では，大根は何gでしょうか。

（第２問）1.5リットルのジュースが5本と，1.2リットルの牛乳5本では，どちらが何㍑多いで
しょうか。 

（第３問）ボールを6人に4コずつくばったら，3つあまりました。最初にあったボールの数は
何コでしょうか。

（第４問）ひつじの体重は41kgです。ブタの体重はひつじより18kg軽く，ニワトリの体重はブ
タより15kg軽いです。ニワトリの体重は何kgでしょうか。

（第５問）白と黒と赤の3色のビー玉があわせて24コあります。そのうち白いビー玉は7コ，黒
いビー玉は5コでした。赤いビー玉は何コでしょうか。

（第６問）みかさんは１コ60円のリンゴを5コ買い，さち子さんは１コ80円のミカンを3コ買い
ました。どちらが何円多く代金をはらったでしょうか。

（第７問）おもちを，はこの中に６つ入れます。3はこ作ったら，おもちが5コあまりました。
最初おもちは何コあったでしょうか。

（第８問）１つ450円のやかんがあります。フライパンはやかんよりも180円高く，フライパン
はナベよりも230円安いです。ナベの値段はいくらでしょうか。

（第９問）全長45ｍの道に左はしから右はしまで等しいきょりで，木を6本植えました。木と
木の間隔は何ｍでしょうか。
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（付録２）本研究で使用した文章題のプリントの一部

（絵図なし条件）

（問題 2）次の問題を読みなさい。

　　　1.5㍑のジュースが 5 本と，

　　　1.2㍑の牛乳 5 本では，

　　　どちらが何㍑多いでしょうか。

①次の文に，問題文と合うような数字をうめましょう。

・1 本　　　㍑のジュースが　　　本ある。

・1 本　　　㍑の牛乳が　　　本ある。　　

（問題の続きが次のページにあります。）

（問題 8）次の問題を読みなさい。

1 つ 450 円のやかんがあります。フライパンはや

かんよりも 180 円高く，フライパンはナベよりも

230 円安いです。ナベの値段はいくらでしょうか。

①次の文に，問題文と合うような数字をうめましょう。

・やかんの値段は　　　円である。

・フライパンとやかんでは　　　の方が値段が高い。

・フライパンとやかんの値段の差は　　　円である。

・ナベとフライパンでは　　　の方が値段が高い。

・ナベとフライパンの値段の差は　　　円である。

（問題の続きが次のページにあります。）

（前ページの問題と同じです）

　　　1.5㍑のジュースが 5 本と，

　　　1.2㍑の牛乳 5 本では，

　　　どちらが何㍑多いでしょうか。

②式をつくりましょう。

③計算をして答えを出しましょう。

こたえ　　　　　　　　　　　

（前ページの問題と同じです）

1 つ 450 円のやかんがあります。フライパンはや

かんよりも 180 円高く，フライパンはナベよりも

230 円安いです。ナベの値段はいくらでしょうか。

②式をつくりましょう。　

③計算をして答えを出しましょう。

こたえ　　　　　　　　　　　
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（絵提示作成条件〜実際のプリントには色がついている）

（問題 9）次の問題を読みなさい。

全長 45 ｍの道に左はしから右はしまで等しいきょ

りで，木を 6 本植えました。

木と木の間かくは何ｍでしょうか。

①次の文に，問題文と合うような数字をうめましょう。

　　　・道の長さは　　　ｍである。

　　　・植えた木は全部で　　　本ある。　　

（問題の続きが次のページにあります。）

（問題２）次の問題を読みなさい。

1.5㍑のジュースが 5 本と，1.2㍑の牛乳 5 本では，

どちらが何㍑多いでしょうか。

①次の絵に，問題文に合うような数字をうめましょう。

（問題の続きが次のページにあります。）

（前ページの問題と同じです）

全長 45 ｍの道に左はしから右はしまで等しい

きょりで，木を 6 本植えました。

木と木の間かくは何ｍでしょうか。

②式をつくりましょう。

③計算をして答えを出しましょう。

こたえ　　　　　　　　　　　

（前ページの問題と同じです）

1.5㍑のジュースが 5 本と，1.2㍑の牛乳 5 本では，

どちらが何㍑多いでしょうか。

②上の絵をもとに式をつくりましょう。　

③計算をして答えを出しましょう。

こたえ　　　　　　　　　　　

（　　㍑）

←（　　　本ある）

←（　　　本ある）

（　　㍑）
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（問題 8）次の問題を読みなさい。

1 つ 450 円のやかんがあります。フライパンはや

かんよりも 180 円高く，フライパンはナベよりも

230 円安いです。ナベの値段はいくらでしょうか。

①次の絵に，問題文に合うような数字やことばを

　うめましょう。

（問題の続きが次のページにあります。）

（問題 9）次の問題を読みなさい。

全長 45 ｍの道に左はしから右はしまで等しいきょ

りで，木を 6 本植えました。

木と木の間かくは何ｍでしょうか。

①次の絵に，問題文に合うような数字をうめましょう。

（問題の続きが次のページにあります。）

（前ページの問題と同じです）

1 つ 450 円のやかんがあります。フライパンはや

かんよりも 180 円高く，フライパンはナベよりも

230 円安いです。ナベの値段はいくらでしょうか。

②上の絵を使って，問題文にあう絵を完成しま 

しょう。（それぞれの値段の差も，かいて下さい。）

③式を作りましょう。

④計算をして答えを出しましょう。

こたえ　　　　　　　　　　　

（前ページの問題と同じです）

全長 45 ｍの道に左はしから右はしまで等しい

きょりで，木を 6 本植えました。

木と木の間かくは何ｍでしょうか。

②上の絵を使って，問題文にあう絵を完成しま

しょう。（木の本数も正確にかいて下さい。）

③式を作りましょう。

④計算をして答えを出しましょう。

こたえ　　　　　　　　　　　

←（　　　円）

（　　　　が　　　円高い）

（　　　　が　　　円安い）

（木は　　　　本必要）
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（図提示作成条件）

（問題２）次の問題を読みなさい。

1.5㍑のジュースが 5 本と，1.2㍑の牛乳 5 本では，

どちらが何㍑多いでしょうか。

①次の図に，問題文に合うような数字をうめましょう。

　　　

（問題の続きが次のページにあります。）

（前ページの問題と同じです）

1.5㍑のジュースが 5 本と，1.2㍑の牛乳 5 本では，

どちらが何㍑多いでしょうか。

②上の図をもとに式を作りましょう。

③計算をして答えを出しましょう。

こたえ　　　　　　　　　　　

ジュース

（ジュース）

（牛乳）

1.5㍑

1.2㍑ 1.2㍑ 1.2㍑ 1.2㍑ 1.2㍑

1.5㍑ 1.5㍑ 1.5㍑ 1.5㍑

牛乳

　　㍑

　　㍑

←（　　　本ある）

←（　　　本ある）

（問題 8）次の問題を読みなさい。

1 つ 450 円のやかんがあります。フライパンはや

かんよりも 180 円高く，フライパンはナベよりも

230 円安いです。ナベの値段はいくらでしょうか。

①次の図に，問題文に合うような言葉と数字をうめま

しょう。（カッコの中にはナベ・やかん・フライパ

ンのいずれかを入れましょう。）

（問題の続きが次のページにあります。）

やかん　　円

180円

230円

（　  　　　）

（　  　　　　　）

（　  　　）

（　    　　）

（前ページの問題と同じです）

1 つ 450 円のやかんがあります。フライパンはや

かんよりも 180 円高く，フライパンはナベよりも

230 円安いです。ナベの値段はいくらでしょうか。

②上の図を使って問題に関する図を完成しましょ

う。

③式を作りましょう。

④計算をして答えを出しましょう。

こたえ　　　　　　　　　　　

（やかん） （フライパン） （　　ナベ　　）
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（問題 9）次の問題を読みなさい。

全長 45 ｍの道に左はしから右はしまで等しいきょ

りで，木を 6 本植えました。

木と木の間かくは何ｍでしょうか。

①次の図に，問題文に合うような数字をうめましょう。

（木は　　　　本植えた）

（問題の続きが次のページにあります。）

（前ページの問題と同じです）

全長 45 ｍの道に左はしから右はしまで等しい

きょりで，木を 6 本植えました。

木と木の間かくは何ｍでしょうか。

②上の図を使って問題に関する図を完成しましょ

う。

③式を作りましょう。

④計算して答えを出しましょう。

こたえ　　　　　　　　　　　

　　　ｍ




