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日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

1

偶数と奇数
例題

次の数は偶数ですか, 奇数ですか。

偶数と奇数

ポイント

練習問題

・2でわり切れる数・・・（　　　　　　　）

4 ÷ 2 = 2

(1) 4              　　　            (2) 9

※一の位の数が2でわり切れると偶数だよ！

(　　　　　) (　　　　　)

(　　　　　) (　　　　　)

偶数 奇数

偶数奇数

あまり19 ÷ 2 = 4

あまり17 ÷ 2 = 3 2 ÷ 2 = 1

次の数は偶数ですか, 奇数ですか。

(1) 6                         (2) 3                           (3) 14           

(　　　　　) (　　　　　) (　　　　　)

(3) 27                                 (4) 102
(4) 31                       (5) 8                           (6) 106           

(　　　　　) (　　　　　) (　　　　　)

(7) 48                       (8) 905                       (9) 76           

(　　　　　) (　　　　　) (　　　　　)

整数

・2でわり切れない数・・・（　　　　　　　）

例 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

例 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



(　　　　　　　　)(　　　　　　　　) (　　　　　　　　)

(　　　　　　　　)(　　　　　　　　) (　　　　　　　　)

(　　　　　　　　)(　　　　　　　　)

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

2

倍数
例題

次の数の倍数を3つ答えましょう。

倍数

ポイント

練習問題

ある数に整数をかけ算した数・・・（　　　　　　　） 

4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12

(1) 4   

例：3の倍数

(　　　　　　　)4, 8, 12

(　　　　　　　)9, 18, 27

(　　　　　　　)12, 24, 36

3×1＝3, 3×2＝6, 3×3＝9, 3×4＝12,・・・

9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27

12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36

次の数の倍数を3つ答えましょう。

(1) 3             　　 (2) 5 　　             (3) 11      

(　　　　　　　　)(　　　　　　　　) (　　　　　　　　)

(2) 9 

(3) 12  

(4) 2             　　 (5) 7 　　             (6) 20      

(7) 4             　　 (8) 6 　　             (9) 15      

(10) 8             　  (11) 12 　　         (12) 100      

(　　　　　　　　　)

整数



日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）公倍数と最小公倍数

例題

次の数の公倍数を3つ答えましょう。また, 最小公倍数も答えましょう。

公倍数と最小公倍数 ポイント

・◯と△の共通の倍数・・・（　　　　　　　　）

(1) 3と4
例：2と3の公倍数

(              　　　　　                                　　)公倍数：          　　　最小公倍数：
3の倍数：3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ・・・

2の倍数：2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ・・・

・公倍数の中でいちばん小さい数・・・（　　　　　　　　）

3の倍数：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

4の倍数：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(2) 3と6

(              　　　　　                                　　)公倍数：         　　　最小公倍数：

(3) 2と3と4

(              　　　　　                                　　)公倍数：          　　　最小公倍数：

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36・・・

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40,・・・

※1つ見つけたら, それを2倍, 3倍していくと見つかる！

3の倍数：

6の倍数：

3の倍数：

4の倍数：

2の倍数：

3

整数

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,      
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ・・・

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36・・・

12, 24, 36 12

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,・・・

6, 12, 18, 24, 30, ・・・

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40,・・・

6, 12, 18 6

12, 24, 36 12

練習問題1

次の数の公倍数を3つ答えましょう。また, 最小公倍数も答えましょう。

(1) 4と5

(              　　　　　                                　　)

4の倍数：

5の倍数：

(2) 2と4

(              　　　　　                                　　)公倍数：          　　　最小公倍数：

2の倍数：

4の倍数：

公倍数：          　　　最小公倍数：



4

(3) 3と9

(              　　　　　                                　　)

3の倍数：

9の倍数：

(4) 10と15

(              　　　　　                                　　)

10の倍数：

15の倍数：

公倍数：          　　　最小公倍数：

公倍数：          　　　最小公倍数：

(5) 2と3と6

(              　　　　　                                　　)公倍数：          　　　最小公倍数：

3の倍数：

6の倍数：

2の倍数：

(6) 3と4と6

(              　　　　　                                　　)公倍数：          　　　最小公倍数：

6の倍数：

4の倍数：

3の倍数：

次の数の公倍数を3つ答えましょう。また, 最小公倍数も答えましょう。

(1) 3と5

(              　　　　　                                　　)

(2) 2と6

(              　　　　　                                　　)公倍数：          　　　最小公倍数：

(3) 6と9

(              　　　　　                                　　)

(4) 8と12

(              　　　　　                                　　)公倍数：          　　　最小公倍数：

公倍数：          　　　最小公倍数：

公倍数：          　　　最小公倍数：

練習問題2

(5) 3と7

(              　　　　　                                　　)公倍数：          　　　  最小公倍数：

(6) 3と5と10

(              　　　　　                                　　)公倍数：          　　　最小公倍数：

(7) 2と5と8

(              　　　　　                                　　)公倍数：          　　　  最小公倍数：



日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）公倍数の文章問題

例題

たて4cm, 横3cmの長方形のブロックを使って, できるだけ小さい正方
形をつくりたいと思います。1辺の長さは何cmになりますか。

整数

公倍数の文章問題

3cm

4cm

たての長さと横の長さの最小公倍数をさがす。

4cm

4cm

3cm 3cm 3cm

3と4の最小公倍数＝（　　　　　）12
答え（　　　　　　　）12cm

練習問題

(1) たて5cm, 横4cmの長方形のブロックを使って, できるだけ小さい 
　　正方形をつくりたいと思います。1辺の長さは何cmになりますか。

5と4の最小公倍数＝（　　　　　）

答え（　　　　　　　）

(2) あきひろ君は3秒ごと, けいた君は5秒ごとに手をたたきます。 
　　2人が同時に手をたたいてから, 次に同時にたたくのは何秒後ですか。

3と5の最小公倍数＝（　　　　　）

答え（　　　　　　　）

(3) 北に向かう電車が4分ごと, 南に向かう電車が6分ごとに発車します。 
　　2つの電車が同時に発車してから, 次に同時に発車するのは何秒後 
　　ですか。

4と6の最小公倍数＝（　　　　　）

答え（　　　　　　　）
つまり！



(  　　　　　　　　　　　　)

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

6

約数
例題

次の数の約数を答えましょう。

約数

ポイント

練習問題

ある数をわり算したときにわり切れる数・・・（　　　　　　　） 

(1) 4             　　 (2) 9 　　             (3) 12      

例：6の約数・・・1, 2, 3, 4, 5, 6

(　　　　　　　)1, 2, 4 (　　　　　　　)1, 3, 9 (  　　　　　　　　  　)1, 2, 3, 4, 6, 12

次の数の約数を答えましょう。

(1) 3             　　 (2) 8 　　             (3) 11      

(　　　　　　　) (　　　　　　　) (　　　　　　　)

※6の約数は6より小さい数しかない！

4÷1=4
4÷2=2
4÷4=1

整数

9÷1=9
9÷3=3
9÷9=1

12÷1=12
12÷2=6
12÷3=4

12÷4=3
12÷6=2
12÷12=1 (4) 5             　　 (5) 7 　　             (6) 15      

(　　　　　　　) (　　　　　　　) (　　　　　　　)

(7) 4             　　 (8) 6 　　             (9) 21      

(　　　　　　　) (　　　　　　　) (　　　　　　　)

(10) 10           　        (11) 30 　　               

(  　　　　　　　　　　　　　　)(　　　　　　　)

 (12) 45   



日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

7

公約数と最大公約数
例題

次の数の公約数を答えましょう。また, 最大公約数も答えましょう。

公約数と最大公約数

ポイント

どの数の約数でもある数・・・（　　　　　　　　）

(1) 4と8

例：3と6の公約数

(              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

6の約数：1, 3, 63の約数：1, 3

公約数の中でいちばん大きい数・・・（　　　　　　　　）

8の約数：4の約数：

公約数：1, 3           最大公約数：3

整数

1, 2, 4 4

1, 2, 4 1, 2, 4, 8

(2) 12と16

(              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

16の約数：12の約数：

1, 2, 4 4

1, 2, 3, 4, 6, 12 1, 2, 4, 8, 16

(3) 16と24

(              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

16の約数： 24の約数：

1, 2, 4, 8 8

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 241, 2, 4, 8, 16

練習問題１

次の数の公約数を答えましょう。また, 最大公約数も答えましょう。

(1) 4と8

(              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

8の約数：

4の約数：

(2) 12と16

(              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

16の約数：

12の約数：

(3) 16と24

(              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

16の約数：

24の約数：

(4) 10と20

(              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

10の約数：

20の約数：



8

(5) 6と9

(              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

9の約数：

6の約数：

(6) 8と32

(              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

32の約数：

8の約数：

(7) 12と30

(              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

12の約数：

30の約数：

(8) 21と28

(              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

21の約数：

28の約数：

練習問題2

次の数の公約数を答えましょう。また, 最大公約数も答えましょう。

(1) 4と8 (              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

(2) 6と9 (              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

(3) 12と15 (              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

(4) 12と20 (              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

(5) 6と9 (              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

(6) 8と32 (              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

(7) 15と30 (              　　　　　                                　　)公約数：         　　　   最大公約数：

(8) 28と36 (              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：



日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）公約数の文章問題

例題

たて16m, 横12mの長方形の部屋があります。この部屋に同じ大きさ
の正方形のタイルをしきつめたいと思います。できるだけ大きなタイ
ルをしきつめたいとき, 1辺の長さは何mにすればよいですか。

整数

公約数の文章問題

たての長さと横の長さの
最大公約数をさがす。

16と12の最大公約数 
＝（　　　　　）4

答え（　　　　　　　）4m

練習問題

(1) たて15m, 横20mの長方形の部屋があります。この部屋に同じ大き 
    さの正方形のタイルをしきつめたいと思います。できるだけ大きな 
    タイルをしきつめたいとき, 1辺の長さは何mにすればよいですか。

(2) りんごが24個とみかんが18個ずつあります。りんごとみかんをできる 
     だけ多くの子どもに同じ数ずつあまりがないように分けます。何人の 
　  子どもに分けられるか求めなさい。 

答え（　　　　　　　）

(3) 男子32人と女子24人を, それぞれ同じ人数ずつに分けて男女のグルー 
    プをつくります。できるだけ多くのグループを作るためには, グループ 
    の数をどれだけにすればよいでしょうか。

15と20の最大公約数＝（　　　　　） 答え（　　　　　　　）

18と24の最大公約数＝（　　　　　）

答え（　　　　　　　）32と24の最大公約数＝（　　　　　）

12m

16m

9



日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

10

素数
例題

次の数が素数なら○, 素数でないなら約数をかきましょう。

素数

ポイント

練習問題

約数を1とその数しか持たない数・・・（　　　　　　　） 

(1) 5             　　 (2) 12 　　             (3) 17      

例：3の約数・・・1, 3

(　　　　　　　)○ (　　　　　　　)
1, 2, 3,  
4, 6, 12 (  　　　　　　)

(1) 16             　　　　 　　  (2) 31      

(　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　)

13の約数・・・1, 13

7の約数・・・1, 7

29の約数・・・1, 29

5の約数： 12の約数： 17の約数：

○

次の数が素数なら○, 素数でないなら約数をかきましょう。

整数

1, 5 1, 171, 2, 3,  
4, 6, 12

1から20の数字の中で, 素数を答えましょう。

(                                                            )

(3) 28             　　　　 　　  (4) 19      

(　　　　　　　)

１

2

21から30の数字の中で, 素数を答えましょう。

(                                                            )

3



日付(        月         日        曜日   )  名前 (                                         ）

整数まとめテスト1

１

4

1問5点×3＝15点                     

得点

100点                    

次の数は偶数ですか, 奇数ですか。

(1) 4              (2) 9              (3) 27          

(　　　　　) (　　　　　) (　　　　　)

2 次の数の倍数を3つ答えましょう。

(1) 4             　　 (2) 9 　　             (3) 12      

(　　　　　　　) (　　　　　　　) (　　　　　　　)

3 次の数の公倍数を3つ答えましょう。 
また, 最小公倍数も答えましょう。

次の数の約数を答えましょう。

(1) 4             　　 (2) 9 　　             (3) 12      

(　　　　　　　) (　　　　　　　) (　　  　　　　　　  　)

5 次の数の公約数を答えましょう。また, 最大公約数も答えましょう。

(1) 8と12 (              　　　　　                                　　)公約数：　　         　最大公約数：

(2) 16と26 (              　　　　　                                　　)

6 次の数が素数なら○, 素数でないなら約数をかきましょう。

(1) 5             　　 (2) 12 　　          

(　　　　　　　) (　　　　　　　　　　　　)

(  　　　　　　  　)

(1) 3と6 (              　　　　　                                　　)公倍数：　                    最小公倍数：　

(2) 2と3と4 (              　　　　　                                　　)

1問5点×3＝15点                     

1問5点×2＝10点                     

1問5点×3＝15点                     

1問5点×3＝15点                     

1問5点×2＝10点                     

整数

(3) 17     

7

たて16m, 横12mの長方形の部屋があります。この部屋に同
じ大きさの正方形のタイルをしきつめたいと思います。でき
るだけ大きなタイルをしきつめたいとき, 1辺の長さは何mに
すればよいですか。

答え（　　　　　　　）

たて4cm, 横3cmの長方形のブロックを使って, できるだけ小
さい正方形をつくりたいと思います。1辺の長さは何cmにな
りますか。

答え（　　　　　　　）

8

1問10点

1問10点

公約数：　　         　最大公約数：

公倍数：　                    最小公倍数：　



日付(        月         日        曜日   )  名前 (                                         ）

整数まとめテスト2

１

4

1問5点×3＝15点                     

得点

100点                    

次の数は偶数ですか, 奇数ですか。

2 次の数の倍数を3つ答えましょう。

3 次の数の公倍数を3つ答えましょう。 
また, 最小公倍数も答えましょう。

次の数の約数を答えましょう。

5 次の数の公約数を答えましょう。また, 最大公約数も答えましょう。

6

1問5点×3＝15点                     

1問5点×2＝10点                     

1問5点×3＝15点                     

1問15点

1問5点×2＝10点                     

整数

(1) 31                       (2) 8                           (3) 106           

(　　　　　) (　　　　　) (　　　　　)

(　　　　　　　　)(　　　　　　　　) (　　　　　　　　)

(1) 2             　　 (2) 7 　　             (3) 20      

(1) 3と9 (              　　　　　                                　　)公倍数：          　　　最小公倍数：

(2) 3と4と6 (              　　　　　                                　　)公倍数：          　　　最小公倍数：

(1) 5             　　 (2) 7 　　             (3) 15      

(　　　　　　　) (　　　　　　　) (　　　　　　　)

(1) 16と24 (              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

(2) 10と20 (              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

1から20の数字の中で, 素数を答えましょう。

(                                                            )

7

8

1問10点

1問10点

あきひろ君は3秒ごと, けいた君は5秒ごとに手をたたきま
す。2人が同時に手をたたいてから, 次に同時にたたくのは
何秒後ですか。

答え（　　　　　　　）

答え（　　　　　　　）

りんごが24個とみかんが18個ずつあります。りんごとみかんをで
きるだけ多くの子どもに同じ数ずつあまりがないように分けます。
何人の子どもに分けられるか求めなさい。 



日付(        月         日        曜日   )  名前 (                                         ）

整数まとめテスト3

１

4

1問5点×3＝15点                     

得点

100点                    

次の数は偶数ですか, 奇数ですか。

2 次の数の倍数を3つ答えましょう。

3 次の数の公倍数を3つ答えましょう。 
また, 最小公倍数も答えましょう。

次の数の約数を答えましょう。

5 次の数の公約数を答えましょう。また, 最大公約数も答えましょう。

(1) 8と12 (              　　　　　                                　　)公約数：　　　　　　 最大公約数：

6 次の数が素数なら○, 素数でないなら約数をかきましょう。

1問5点×3＝15点                     

1問5点×2＝10点                     

1問5点×3＝15点                     

1問5点×3＝15点                     

1問5点×2＝10点                     

整数

(1) 48                       (2) 905                       (3) 76           

(　　　　　) (　　　　　) (　　　　　)

(　　　　　　　　)(　　　　　　　　) (　　　　　　　　)
(1) 4             　　 (2) 6 　　             (3) 15      

(1) 6と9 (              　　　　　                                　　)公倍数：          　　　最小公倍数：

(2) 3と4と5 (              　　　　　                                　　)公倍数：          　　　  最小公倍数：

(1) 4             　　 (2) 6 　　             (3) 21      

(　　　　　　　) (　　　　　　　) (　　　　　　　)

(2) 8と32 (              　　　　　                                　　)公約数：         　　　最大公約数：

(1) 16             　　　　 (2) 28 　　           

(　　　　　　　　　　) (     　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　)

 (3) 31      

7 たて4cm, 横3cmの長方形のブロックを使って, できるだけ小
さい正方形をつくりたいと思います。1辺の長さは何cmにな
りますか。

答え（　　　　　　　）

8

1問10点

1問10点

男子32人と女子24人を, それぞれ同じ人数ずつに分けて男女
のグループをつくります。できるだけ多くのグループを作る
ためには, グループの数をどれだけにすればよいでしょうか。

答え（　　　　　　　）


