
ロールケーキ問題 集中学習(1)

氏名（ ） 得点（ ）点

１ １０をわると２あまる数をすべて求めると，（ ）です。

２ ３２と６２のどちらをわっても２あまる整数６個の和は（ ）です。

３ ４２，９６のどちらをわっても６あまる数は，（ ），（ ）です。

４ ３８をわれば２あまり，６３をわれば３あまる数の中で，最大の数は（ ）

です。

５ ７５をわると３あまり，１１５をわると７あまる数の中で，最小の数は（ ）

です。

６ ５１と６３を１０より大きい整数（ ）でわるとどちらも３あまります。

７ ９７と１３９をわると，どちらもあまりが１３になるような整数は，（ ），

（ ），（ ）です。

８ ５３をわっても８１をわっても１１あまる整数のうち，最大の数は（ ）

です。

９ りんご６４個，かき１８５個，なし２６４個を（ ）人に等分したら，り

んごは８個不足し，かきは１７個あまり，なしはちょうどでした。

10 ４２１をわると１あまり，５９０をわると２あまり，７３５をわると３あまる数の中

で，最大の数は（ ）です。



ロールケーキ問題 集中学習(2)

氏名（ ） 得点（ ）点

１ ３０をわると６あまる数をすべて求めると，（ ）です。

２ ４７をわるとあまりが５になるような数をすべてたすと（ ）になります。

３ ５０をわって５あまる整数を合計すると（ ）です。

４ ３３７をわっても１９３をわっても１３あまる整数のうち，最大の数は（ ）

です。

５ ５４をある整数でわると６あまる数のうち，もっとも小さい数は（ ）です。

６ ９７３をわると１３あまり，５３９をわると１１あまる整数をすべて求めると，

（ ）です。

７ ４１，６０，９８のどれをわっても３あまる整数は（ ）です。

８ ６１２をある整数でわると１２あまります。このような整数は全部で（ ）

個あります。

９ １１５と１４２のどちらをわっても７あまる数のうち最小の数は（ ）です。

10 りんご３０個とかき３５個とみかん４０個を何人かの子どもに同じ数ずつ分けたとこ

ろ，りんごが６個，かきは３個あまり，みかんはちょうどでした。子どもは（ ）

人います。



ロールケーキ問題 集中学習(3)
－あまりがわからない問題－

氏名（ ） 得点（ ）点

１ ３つの整数９０，１１８，１６０をある整数でわると，あまりが等しくなります。

このような整数をすべて求めると，（ ）です。

２ ３つの整数４７，７１，１０７をある整数でわると，あまりが等しくなります。

このような整数をすべて求めると，（ ）です。

３ ２つの整数１１８，１４５をある整数でわると，あまりが等しくなります。

このような整数をすべて求めると，（ ）です。

４ ３つの整数４２３，５９１，７３５をある整数でわると，あまりが等しくなります。

このような整数をすべて求めると，（ ）です。

５ ２つの整数３９，６３をある整数でわると，あまりが等しくなります。

このような整数をすべて求めると，（ ）です。

６ ３つの整数４０，５３，６６をある整数でわると，あまりが等しくなります。

このような整数は（ ）で，あまりは（ ）です。

７ ３つの整数９１，１３１，１９１をある整数でわると，あまりが等しくなります。

このような整数をすべて求めると，（ ）です。

８ ３つの整数５０，７４，１１０をある整数でわると，あまりが等しくなります。

このような整数をすべて求めると，（ ）です。

９ ２つの整数３２，５２をある整数でわると，あまりが等しくなります。

このような整数をすべて求めると，（ ）です。

10 ２つの整数５１，６３をある整数でわると，あまりが等しくなります。

このような整数をすべて求めると，（ ）です。



ロールケーキ問題 集中学習(1)解答・解説
解 答

１ ４，８ ２ ６９ ３ ９，１８ ４ １２ ５ ９

６ １２ ７ １４，２１，４２ ８ １４ ９ ２４ 10 １２

解 説

１ １０ cm のロールケーキを同じ長さずつ切っていくと２ cm あまるのだから，
１０－２＝８(cm)のロールケーキならば，あまりなく切ることができる。
切った長さは８の約数なので，１，２，４，８。

２ cm あまっているのだから，２ cm 以下で切ってはいないので，４，８になる。

２ ３２ cm のロールケーキを切っていくと２ cm あまり，６２ cm のロールケーキも２ cm
あまるのだから，３２－２＝３０（ cm），６２－２＝６０（ cm）のロールケーキならば，
あまりなく切ることができる。

切った長さは３０と６０の公約数。最大公約数は３０だから，３０の約数である，

１，２，３，５，６，１０，１５，３０になる。

２ cm あまっているのだから，２ cm 以下で切ってはいないので，３，５，６，１０，
１５，３０。その和を求めるのだから，３＋５＋６＋１０＋１５＋３０＝６９。

３ ４２ cm のロールケーキを切っても６ cm あまり，９６ cm のロールケーキを切っても
６ cm あまるのだから，４２－６＝３６（ cm），９６－６＝９０（ cm）のロールケーキ
ならば，あまりなく切ることができる。

切った長さは３６と９０の公約数。最大公約数は１８だから，１８の約数である，

１，２，３，６，９，１８になる。

６ cm あまっているのだから，６ cm 以下で切ってはいないので，９，１８。

４ ３８ cm のロールケーキを切ると２ cm あまり，６３ cm のロールケーキを切ると３ cm
あまるのだから，３８－２＝３６（ cm），６３－３＝６０（ cm）のロールケーキならば，
あまりなく切ることができる。

切った長さは３６と６０の公約数。最大の数を求める問題だから，最大公約数の１２。

５ ７５ cm のロールケーキを切ると３ cm あまり，１１５ cm のロールケーキを切ると７
cm あまるのだから，７５－３＝７２（ cm），１１５－７＝１０８（ cm）のロールケー
キならば，あまりなく切ることができる。

切った長さは７２と１０８の公約数。最大公約数は３６だから，３６の約数である，

１，２，３，４，６，９，１２，１８，３６になる。

３ cm あまったり，７ cm あまったりしているので，７ cm 以下では切っていないので，
９，１２，１８，３６。最小の数を求める問題だから，答えは９になる。



６ ５１ cm のロールケーキを切ると３ cm あまり，６３ cm のロールケーキを切っても３
cm あまるのだから，５１－３＝４８（ cm），６３－３＝６０（ cm）のロールケーキな
らば，あまりなく切ることができる。

切った長さは４８と６０の公約数。最大公約数は１２だから，１２の約数である，

１，２，３，４，６，１２になる。

問題には１０より大きい整数でわると書いてあるから，答えは１２のみになる。

７ ９７ cm のロールケーキを切ると１３ cm あまり，１３９ cm のロールケーキを切って
も１３ cm あまるのだから，９７－１３＝８４（ cm），１３９－１３＝１２６（ cm）の
ロールケーキならば，あまりなく切ることができる。

切った長さは８４と１２６の公約数。最大公約数は４２だから，４２の約数である，

１，２，３，６，７，１４，２１，４２になる。

１３ cm あまっているのだから１３ cm 以下で切っていないので，１４，２１，４２。

８ ５３ cm のロールケーキを切ると１１ cm あまり，８１ cm のロールケーキを切っても
１１ cm あまるのだから，５３－１１＝４２（ cm），８１－１１＝７０（ cm）のロール
ケーキならば，あまりなく切ることができる。

切った長さは４２と７０の公約数。最大の数を求める問題だから，最大公約数の１４。

９ りんごは６４個ならば８個不足しているから，６４＋８＝７２（個）ならばちょうど

等分できる。人数は，７２の約数になる。

かきは１８５個ならば１７個あまるのだから，１８５－１７＝１６８（個）ならば，

ちょうど等分できる。人数は，１６８の約数になる。

なしは２６４個でちょうど等分できるのだから，人数は２６４の約数になる。

よって，人数は７２と１６８と２６４の公約数になる。最大公約数は２４だから，

２４の約数である，１，２，３，４，６，８，１２，２４になる。

かきは１７個あまったのだから，人数が１７人以下であることはない。よって２４。

10 ４２１ cm のロールケーキを切ると１ cm あまり，５９０ cm のロールケーキを切ると
２ cm あまり，７３５ cm のロールケーキを切ると３ cm あまるのだから，
４２１－１＝４２０（ cm），５９０－２＝５８８（ cm），７３５－３＝７３２（ cm）な
らば，あまりなく切ることができる。

切った長さは４２０と５８８と７３２の公約数。この問題は最大の数を求める問題な

ので，最大公約数の１２。



ロールケーキ問題 集中学習(2)解答・解説
解 答

１ ８，１２，２４ ２ ９０ ３ ６９ ４ ３６ ５ ８

６ １６，２４，４８ ７ １９ ８ １５ ９ ９ 10 ８

解 説

１ ３０ cm のロールケーキを切ると６ cm あまるのだから，３０－６＝２４（ cm）のロ
ールケーキならば，あまりなく切ることができる。

切った長さは２４の約数だから，１，２，３，４，６，８，１２，２４。

６ cm あまったのだから，６ cm 以下で切ってはいないので，８，１２，２４。

２ ４７ cm のロールケーキを切ると５ cm あまるのだから，４７－５＝４２（ cm）のロ
ールケーキならば，あまりなく切ることができる。

切った長さは４２の約数だから，１，２，３，６，７，１４，２１，４２。

５ cm あまったのだから，５ cm 以下で切ってはいないので，６，７，１４，２１，
４２。その和は，６＋７＋１４＋２１＋４２＝９０。

３ ５０ cm のロールケーキを切ると５ cm あまるのだから，５０－５＝４５（ cm）のロ
ールケーキならば，あまりなく切ることができる。

切った長さは４５の約数だから，１，３，５，９，１５，４５。

５ cm あまったのだから，５ cm 以下で切ってはいないので，９，１５，４５。
その和は，９＋１５＋４５＝６９。

４ ３３７ cm のロールケーキを切ると１３ cm あまり，１９３ cm のロールケーキを切っ
ても１３ cm あまるのだから，３３７－１３＝３２４（ cm），１９３－１３＝１８０（ cm）
ならば，あまりなく切ることができる。

切った長さは３２４と１８０の公約数。この問題は最大の数を求める問題なので，最

大公約数の３６。

５ ５４ cm のロールケーキを切ると６ cm あまるのだから，５４－６＝４８（ cm）なら
ば，あまりなく切ることができる。

切った長さは４８の約数なので，１，２，３，４，６，８，１２，１６，２４，４８。

６ cm あまったのだから，６ cm 以下で切ってはいないので，８，１２，１６，２４，
４８。その中で最も小さい数を求めるのだから，８になる。

６ ９７３ cm のロールケーキを切ると１３ cm あまり，５３９ cm のロールケーキを切る
と１１ cm あまるのだから，９７３－１３＝９６０（ cm），５３９－１１＝５２８（ cm）
ならば，あまりなく切ることができる。

切った長さは９６０と５２８の公約数。最大公約数は４８だから，４８の約数である，

１，２，３，４，６，８，１２，１６，２４，４８。

１３ cm あまったり，１１ cm あまったのだから，１３ cm 以下で切ってはいないので，
１６，２４，４８。



７ ４１ cm のロールケーキを切ると３ cm あまり，６０ cm のロールケーキを切っても３
cm あまり，９８ cm のロールケーキを切っても３ cm あまるのだから，４１－３＝３８
（ cm），６０－３＝５７（ cm），９８－３＝９５（ cm）ならば，あまりなく切ることが
できる。

切った長さは３８と５７と９５の公約数。最大公約数は１９だから，１９の約数であ

る，１，１９。

３ cm あまったのだから，３ cm 以下で切ってはいないので，答えは１９になる。

８ ６１２ cm のロールケーキを切ると１２ cm あまるのだから，６１２－１２＝６００
（ cm）ならば，あまりなく切ることができる。
切った長さは６００の約数なので，１，２，３，４，５，６，８，１０，１２，１５，

２０，２４，２５，３０，４０，５０，６０，７５，１００，１２０，１５０，２００，

３００，６００。全部で２４個あるが，１２ cm あまったのだから，１２ cm 以下で切
ってはいないので，１，２，３，４，５，６，８，１０，１２の９個はあてはまらない。

よって，２４－９＝１５（個）。

９ １１５ cm のロールケーキを切ると７ cm あまり，１４２ cm のロールケーキを切って
も７ cm あまるのだから，１１５－７＝１０８（ cm），１４２－７＝１３５（ cm）なら
ば，あまりなく切ることができる。

切った長さは１０８と１３５の公約数。最大公約数は２７だから，２７の約数になり，

１，３，９，２７。

７ cm あまったのだから，７ cm 以下で切ってはいないので，９，２７。
最小の数を求める問題だから，答えは９になる。

10 りんごは，３０－６＝２４（個）ならば，あまりなく分けられる。

かきは，３５－３＝３２（個）ならば，あまりなく分けられる。

みかんは，４０個があまりなく分けられる。

よって子どもの人数は，２４と３２と４０の公約数。

最大公約数は８だから，８の約数である，１，２，４，８。

りんごは６個あまっているのだから，人数は６人以下ではない。

よって，子どもの人数は８人になる。



ロールケーキ問題 集中学習(3)解答・解説
解 答

１ ７，１４

２ ２，３，４，６，１２

３ ３，９，２７

４ ２，４，６，８，１２，２４

５ ２，４，６，８，１２，２４

６ １３，１

７ ２，４，５，１０，２０

８ ３，４，６，１２

９ ５，１０，２０

10 ２，４，６，１２

解 説

どれも同じ解き方で解けるので，１のみくわしく解説します。

１ ９０をある整数でわる，ということを図で表すと，

右の図のようになる。

また，１１８をある整数でわると，同じ

あまりが出る，ということも図で表すと，

右の図のようになる。

ところが，１１８のほうの線分図は，

線分図の右のほうは９０のときの線分図

のコピーになっている。

よって，１１８－９０＝２８の部分は，

あまりなくぴったりわり切れることにな

る。

つまり，このような整数は，２８の

約数になっている。

同様にして，このような整数は，

１６０－１１８＝４２の約数にもなって

いるから，２８と４２の公約数。

最大公約数は１４だから，１４の約数になるので，１，２，７，１４。

１と２は，９０，１１８，１６０をすべて割り切ってしまうので，答えではない。

よって答えは，７と１４になる。

２ このような整数は，７１－４７＝２４ と，１０７－７１＝３６ の公約数。

最大公約数は１２だから，１２の約数になるので，１，２，３，４，６，１２。

このうち，１の場合だけは，４７，７１，１０７をすべて割り切ってしまうので，

答えではない。

よって答えは，２，３，４，６，１２になる。

３ このような整数は，１４５－１１８＝２７ の約数なので，１，３，９，２７。

このうち，１だけは，１１８，１４５のどちらも割り切ってしまうので，答えでは

ない。

よって答えは，３，９，２７になる。



４ このような整数は，５９１－４２３＝１６８ と，７３５－５９１＝１４４ の公約数。

最大公約数は２４だから，２４の約数になるので，１，２，３，４，６，８，１２，

２４。

このうち，１と３は，４２３，５９１，７３５をすべて割り切ってしまうので，

答えではない。

よって答えは，２，４，６，８，１２になる。

５ このような整数は，６３－３９＝２４ の約数になるので，１，２，３，４，６，８，

１２，２４。

このうち，１と３は，３９，６３のどちらも割り切ってしまうので，

答えではない。

よって答えは，２，４，６，８，１２，２４になる。

６ このような整数は，５３－４０＝１３ と，６６－５３＝１３ の公約数。

最大公約数は１３だから，１３の約数になるので，１，１３。

このうち，１は，４０，５３をどちらも割り切ってしまうので，答えではない。

よって，１３で割ったことになる。

また，１３で割ったときのあまりは，

４０÷１３＝３ あまり １，

５３÷１３＝４ あまり １ となり，どちらも１あまる。

７ このような整数は，１３１－９１＝４０ と，１９１－１３ 1 ＝６０ の公約数。

最大公約数は２０だから，２０の約数になるので，１，２，４，５，１０，２０。

このうち，１は，９１，１３１，１９１をすべて割り切ってしまうので，答えではな

い。

よって答えは，２，４，５，１０，２０になる。

８ このような整数は，７４－５０＝２４ と，１１０－７４＝３６ の公約数。

最大公約数は１２だから，１２の約数になるので，１，２，３，４，６，１２。

このうち，１と２は，５０，７４，１１０をすべて割り切ってしまうので，答えでは

ない。

よって答えは，３，４，６，１２になる。

９ このような整数は，５２－３２＝２０ の約数になるので，１，２，４，５，１０，

２０。

このうち，１と２と４は，３２，５２のどちらも割り切ってしまうので，答えではな

い。

よって答えは，５，１０，２０になる。

10 このような整数は，６３－５１＝１２ の約数になるので，１，２，３，４，６，

１２。

このうち，１と３は，５１，６３のどちらも割り切ってしまうので，答えではない。

よって答えは，２，４，６，１２になる。


