
時間 と 時こく 2時間 と 時こく 2時間 と 時こく 2 名前
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(1)
文章題 ( みさきさんの一日 )

分

分

④

⑥

答え

答え

答え

答え

学校に 着いた時こくは 起きてから 何時間何分後ですか？

①

②
学校に行くために 家を出たのは 起きてから45分後でした。

家を出た 時こくは 何時何分ですか？

みさきさんが 起きた時こくは7時、朝食は7時15分に食べました。

起きてから 朝食までの時間は 何分ですか？

③
学校には 8時5分に 着きました。

家を出てから 学校に着くまでに かかった時間は 何分ですか？

⑤
下校時こくは 2時50分でした。登校する時と 同じ時間かかって

家に着きました。 家に着いた時こくは 何時何分でしょう。

答え

朝、家を出てから 家に帰るまでの時間は 何時間何分ですか？

答え

⑦
家に帰り、すぐに1時間勉強した後、30分間つくえのかたづけを

しました。時こくは 何時になったでしょう？

答え
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(2)
文章題 ( なおとくんの一日 )

分

⑦

①
なおとくんは 50分バスに乗り、遊園地に 行きました。

着いたのは 9時55分でした。 出発したのは 何時何分でしょう？

答え

②
少し早く着いたので、遊園地の開園まで 15分待ちました。

開園時刻は 何時何分でしょう。

答え

③
ジェットコースターの列に 10時20分からならんで、乗れたのは

10時37分でした。 何分 ならびましたか？

答え

メリーゴーランドは 7分、かんらん車は 16分乗りました。

答え

⑥
帰りは 4時25分に 遊園地を出ましたが、道路がこんでいて、

行きより20分 よけいにかかりました。 何時に家に着きましたか？

⑤
ゴーカートは 11時9分から8分 ならんで、5分 乗りました。

乗り終わったのは 何時何分ですか？

答え

答え

朝、家を出てから、夕方 家に帰るまでは 何時間何分ですか？

答え

④
かんらん車は メリーゴーランドより 何分長く 乗っていましたか。
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(3)
文章題 ( りかさんの一日 )

分

④

①
りかさんは 9時5分に 家を出て、9時23分に 図書館に着きました。

家から図書館まで 何分かかりましたか？

答え

②
図書館では 童話を52分、絵本を 26分読みました。

合わせて 何時間何分 読みましたか？

答え

③
図書館は 11時48分に 出て、家に帰りました。

図書館には 何時間何分いましたか？

答え

帰りは 22分 かかりました。 家に着いたのは 何時何分ですか？

答え

テレビを見はじめたのは 何時何分ですか？

⑤
お昼ごはんを 食べて 本を読んでいると 2時22分になりました。

図書館を出てから 何時間何分たちましたか？

答え

何時何分になりましたか？
⑥

答え

2時36分から 1時間48分 勉強しました。

答え

⑦
夕ごはんは 6時でした。 その前に 1時間19分 テレビを見ました。
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(4)
文章題 ( まさやくんの一日 )

分

④

⑥

②
朝食は 26分で 食べ終わりました。 朝食後 51分してから

公園へ 出かけました。 出かけたのは 何時何分ですか？

①
まさやくんは 午前7時30分に起き、24分後に 朝食を食べました。

朝食の時間は 何時何分ですか？

答え

公園には 午前9時23分に 着きました。家を出てから 公園まで

答え

答え

公園では 3時間45分 遊びました。 何時になりましたか？

答え

⑦
家に帰ってから 手洗いなどに 18分かかりました。

何時になりましたか？

⑤
④の時間に 公園を出て 帰りました。 家には 午後1時27分に

着きました。 行きと帰りでは どちらが 何分多く かかりましたか？

朝、家を出てから、家に帰るまで 何時間何分かかりましたか？

答え

午前・午後も正しく書きましょう。

午前・午後も正しく書きましょう。

午前・午後も正しく書きましょう。

何分かかりましたか？

午前・午後も正しく書きましょう。

③

答え

答え

が 分多い
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(5)
文章題 ( ゆきえさんの一日 )

分

④

⑥

午前9時29分に 着きました。 何分かかりましたか？

③
映画が終わって、18分間 売店を見てから 映画館を出て

家に帰りました。 映画館を 出たのは 何時何分ですか？

答え

②
上映開始まで 21分待ちました。 上映時間は 1時間15分でした。

映画が終わったのは 何時何分ですか？

答え

帰りは 家まで46分で 着きました。 何時何分に着きましたか？

答え午前・午後も正しく書きましょう。

⑤
家に帰り お昼ごはんを 食べ終わると 午後1時16分でした。

帰ってから お昼ごはんを 食べ終わるまでは 何時間何分でしたか？

答え

その後、1時間58分 勉強しました。 何時何分になりましたか？

答え

⑦
勉強のあと、午後4時22分まで テレビを見ました。

テレビを見たのは 何分間ですか？

午前・午後も正しく書きましょう。

答え

午前・午後も正しく書きましょう。

午前・午後も正しく書きましょう。 答え

①
ゆきえさんは 映画館へ 行きました。 午前8時38分に 出発し、


