
とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第1回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

870に対する、156.6の割合を、小数または整数で求めなさい。
0.18「870に対する・・・」の870が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
156.6÷870＝0.18が割合になります。

168.3の、510に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「510に対する・・・」の510が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
168.3÷510＝0.33が割合になります。

0.33

430をもとにして、227.9を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「430をもとにして・・・」の430が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
227.9÷430＝0.53が割合になります。

0.53

全体の0.26に当たる量が39のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の0.26に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、39ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は39÷0.26＝150になります。

150

比べられ量が351で、これが、もとにする量の0.78に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の0.78に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、351ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は351÷0.78＝450になります。

450

806.4を、480をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「480をもとにして・・・」の480が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
806.4÷480＝1.68が割合になります。

1.68

30の0.53に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「30の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.53に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.53に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、30×0.53＝15.9になります。

15.9

全体が80で、その0.71に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「80の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.71に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.71に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、80×0.71＝56.8になります。

56.8



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第2回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

870に対する、1035.3の割合を、小数または整数で求めなさい。
1.19「870に対する・・・」の870が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1035.3÷870＝1.19が割合になります。

688.5の、510に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「510に対する・・・」の510が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
688.5÷510＝1.35が割合になります。

1.35

460をもとにして、101.2を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「460をもとにして・・・」の460が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
101.2÷460＝0.22が割合になります。

0.22

全体の1.27に当たる量が190.5のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の1.27に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、190.5ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は190.5÷1.27＝150になります。

150

比べられ量が805.5で、これが、もとにする量の1.79に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の1.79に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、805.5ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は805.5÷1.79＝450になります。

450

862.5を、750をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「750をもとにして・・・」の750が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
862.5÷750＝1.15が割合になります。

1.15

340の1.69に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「340の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.69に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.69に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、340×1.69＝574.6になります。

574.6

全体が160で、その1.35に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「160の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.35に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.35に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、160×1.35＝216になります。

216



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第3回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

880に対する、167.2の割合を、小数または整数で求めなさい。
0.19「880に対する・・・」の880が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
167.2÷880＝0.19が割合になります。

197.8の、460に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「460に対する・・・」の460が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
197.8÷460＝0.43が割合になります。

0.43

460をもとにして、565.8を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「460をもとにして・・・」の460が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
565.8÷460＝1.23が割合になります。

1.23

全体の0.28に当たる量が44.8のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の0.28に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、44.8ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は44.8÷0.28＝160になります。

160

比べられ量が1545.6で、これが、もとにする量の1.61に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の1.61に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、1545.6ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は1545.6÷1.61＝960になります。

960

121.6を、760をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「760をもとにして・・・」の760が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
121.6÷760＝0.16が割合になります。

0.16

350の0.71に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「350の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.71に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.71に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、350×0.71＝248.5になります。

248.5

全体が820で、その1.99に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「820の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.99に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.99に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、820×1.99＝1631.8になります。

1631.8



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第4回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

660に対する、1273.8の割合を、小数または整数で求めなさい。
1.93「660に対する・・・」の660が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1273.8÷660＝1.93が割合になります。

667の、460に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「460に対する・・・」の460が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
667÷460＝1.45が割合になります。

1.45

470をもとにして、112.8を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「470をもとにして・・・」の470が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
112.8÷470＝0.24が割合になります。

0.24

全体の0.55に当たる量が511.5のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の0.55に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、511.5ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は511.5÷0.55＝930になります。

930

比べられ量が601.4で、これが、もとにする量の0.62に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の0.62に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、601.4ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は601.4÷0.62＝970になります。

970

889.2を、760をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「760をもとにして・・・」の760が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
889.2÷760＝1.17が割合になります。

1.17

790の0.79に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「790の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.79に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.79に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、790×0.79＝624.1になります。

624.1

全体が260で、その0.86に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「260の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.86に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.86に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、260×0.86＝223.6になります。

223.6



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第5回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

670に対する、636.5の割合を、小数または整数で求めなさい。
0.95「670に対する・・・」の670が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
636.5÷670＝0.95が割合になります。

211.5の、470に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「470に対する・・・」の470が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
211.5÷470＝0.45が割合になります。

0.45

560をもとにして、5.6を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「560をもとにして・・・」の560が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
5.6÷560＝0.01が割合になります。

0.01

全体の1.56に当たる量が1450.8のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の1.56に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、1450.8ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は1450.8÷1.56＝930になります。

930

比べられ量が1571.4で、これが、もとにする量の1.62に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の1.62に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、1571.4ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は1571.4÷1.62＝970になります。

970

113.4を、70をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「70をもとにして・・・」の70が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
113.4÷70＝1.62が割合になります。

1.62

790の1.81に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「790の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.81に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.81に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、790×1.81＝1429.9になります。

1429.9

全体が260で、その1.87に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「260の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.87に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.87に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、260×1.87＝486.2になります。

486.2



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第6回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

110に対する、172.7の割合を、小数または整数で求めなさい。
1.57「110に対する・・・」の110が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
172.7÷110＝1.57が割合になります。

704の、550に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「550に対する・・・」の550が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
704÷550＝1.28が割合になります。

1.28

560をもとにして、571.2を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「560をもとにして・・・」の560が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
571.2÷560＝1.02が割合になります。

1.02

全体の0.57に当たる量が535.8のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の0.57に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、535.8ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は535.8÷0.57＝940になります。

940

比べられ量が742.5で、これが、もとにする量の0.99に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の0.99に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、742.5ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は742.5÷0.99＝750になります。

750

426を、710をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「710をもとにして・・・」の710が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
426÷710＝0.6が割合になります。

0.6

710の0.03に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「710の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.03に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.03に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、710×0.03＝21.3になります。

21.3

全体が270で、その0.88に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「270の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.88に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.88に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、270×0.88＝237.6になります。

237.6



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第7回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

120に対する、69.6の割合を、小数または整数で求めなさい。
0.58「120に対する・・・」の120が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
69.6÷120＝0.58が割合になります。

162.4の、560に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「560に対する・・・」の560が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
162.4÷560＝0.29が割合になります。

0.29

300をもとにして、30を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「300をもとにして・・・」の300が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
30÷300＝0.1が割合になります。

0.1

全体の0.16に当たる量が132.8のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の0.16に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、132.8ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は132.8÷0.16＝830になります。

830

比べられ量が750で、これが、もとにする量の1に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の1に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、750ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は750÷1＝750になります。

750

1164.4を、710をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「710をもとにして・・・」の710が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1164.4÷710＝1.64が割合になります。

1.64

710の1.04に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「710の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.04に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.04に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、710×1.04＝738.4になります。

738.4

全体が270で、その1.89に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「270の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.89に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.89に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、270×1.89＝510.3になります。

510.3



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第8回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

120に対する、190.8の割合を、小数または整数で求めなさい。
1.59「120に対する・・・」の120が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
190.8÷120＝1.59が割合になります。

181.3の、490に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「490に対する・・・」の490が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
181.3÷490＝0.37が割合になります。

0.37

300をもとにして、339を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「300をもとにして・・・」の300が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
339÷300＝1.13が割合になります。

1.13

全体の0.42に当たる量が105のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の0.42に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、105ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は105÷0.42＝250になります。

250

比べられ量が767.6で、これが、もとにする量の1.01に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の1.01に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、767.6ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は767.6÷1.01＝760になります。

760

423.4を、580をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「580をもとにして・・・」の580が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
423.4÷580＝0.73が割合になります。

0.73

720の0.05に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「720の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.05に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.05に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、720×0.05＝36になります。

36

全体が250で、その1.15に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「250の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.15に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.15に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、250×1.15＝287.5になります。

287.5



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第9回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

850に対する、425の割合を、小数または整数で求めなさい。
0.5「850に対する・・・」の850が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
425÷850＝0.5が割合になります。

676.2の、490に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「490に対する・・・」の490が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
676.2÷490＝1.38が割合になります。

1.38

30をもとにして、34.2を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「30をもとにして・・・」の30が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
34.2÷30＝1.14が割合になります。

1.14

全体の0.95に当たる量が551のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の0.95に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、551ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は551÷0.95＝580になります。

580

比べられ量が574で、これが、もとにする量の1.4に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の1.4に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、574ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は574÷1.4＝410になります。

410

1009.2を、580をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「580をもとにして・・・」の580が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1009.2÷580＝1.74が割合になります。

1.74

210の1.38に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「210の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.38に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.38に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、210×1.38＝289.8になります。

289.8

全体が260で、その0.16に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「260の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.16に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.16に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、260×0.16＝41.6になります。

41.6



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第10回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

850に対する、1309の割合を、小数または整数で求めなさい。
1.54「850に対する・・・」の850が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1309÷850＝1.54が割合になります。

19.5の、50に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「50に対する・・・」の50が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
19.5÷50＝0.39が割合になります。

0.39

310をもとにして、46.5を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「310をもとにして・・・」の310が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
46.5÷310＝0.15が割合になります。

0.15

全体の1.96に当たる量が1136.8のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の1.96に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、1136.8ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は1136.8÷1.96＝580になります。

580

比べられ量が193.2で、これが、もとにする量の0.46に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の0.46に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、193.2ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は193.2÷0.46＝420になります。

420

436.6を、590をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「590をもとにして・・・」の590が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
436.6÷590＝0.74が割合になります。

0.74

220の0.39に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「220の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.39に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.39に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、220×0.39＝85.8になります。

85.8

全体が460で、その0.52に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「460の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.52に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.52に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、460×0.52＝239.2になります。

239.2



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第11回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

860に対する、473の割合を、小数または整数で求めなさい。
0.55「860に対する・・・」の860が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
473÷860＝0.55が割合になります。

1109.8の、620に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「620に対する・・・」の620が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1109.8÷620＝1.79が割合になります。

1.79

690をもとにして、676.2を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「690をもとにして・・・」の690が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
676.2÷690＝0.98が割合になります。

0.98

全体の0.97に当たる量が572.3のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の0.97に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、572.3ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は572.3÷0.97＝590になります。

590

比べられ量が617.4で、これが、もとにする量の1.47に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の1.47に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、617.4ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は617.4÷1.47＝420になります。

420

915.2を、640をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「640をもとにして・・・」の640が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
915.2÷640＝1.43が割合になります。

1.43

220の1.41に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「220の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.41に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.41に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、220×1.41＝310.2になります。

310.2

全体が460で、その1.53に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「460の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.53に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.53に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、460×1.53＝703.8になります。

703.8



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第12回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

860に対する、1341.6の割合を、小数または整数で求めなさい。
1.56「860に対する・・・」の860が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1341.6÷860＝1.56が割合になります。

510.3の、630に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「630に対する・・・」の630が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
510.3÷630＝0.81が割合になります。

0.81

690をもとにして、1373.1を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数
で

「690をもとにして・・・」の690が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1373.1÷690＝1.99が割合になります。

1.99

全体の0.84に当たる量が436.8のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の0.84に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、436.8ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は436.8÷0.84＝520になります。

520

比べられ量が206.4で、これが、もとにする量の0.48に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の0.48に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、206.4ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は206.4÷0.48＝430になります。

430

279.5を、650をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「650をもとにして・・・」の650が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
279.5÷650＝0.43が割合になります。

0.43

230の0.42に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「230の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.42に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.42に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、230×0.42＝96.6になります。

96.6

全体が470で、その0.53に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「470の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.53に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.53に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、470×0.53＝249.1になります。

249.1



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第13回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

480に対する、4.8の割合を、小数または整数で求めなさい。
0.01「480に対する・・・」の480が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
4.8÷480＝0.01が割合になります。

1134の、630に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「630に対する・・・」の630が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1134÷630＝1.8が割合になります。

1.8

70をもとにして、0を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「70をもとにして・・・」の70が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
0÷70＝0が割合になります。

0

全体の1.86に当たる量が967.2のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の1.86に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、967.2ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は967.2÷1.86＝520になります。

520

比べられ量が348.6で、これが、もとにする量の0.42に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の0.42に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、348.6ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は348.6÷0.42＝830になります。

830

942.5を、650をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「650をもとにして・・・」の650が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
942.5÷650＝1.45が割合になります。

1.45

0の0.07に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「0の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.07に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.07に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、0×0.07＝0になります。

0

全体が500で、その0.77に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「500の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.77に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.77に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、500×0.77＝385になります。

385



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第14回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

480に対する、489.6の割合を、小数または整数で求めなさい。
1.02「480に対する・・・」の480が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
489.6÷480＝1.02が割合になります。

767.2の、560に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「560に対する・・・」の560が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
767.2÷560＝1.37が割合になります。

1.37

910をもとにして、682.5を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「910をもとにして・・・」の910が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
682.5÷910＝0.75が割合になります。

0.75

全体の0.86に当たる量が455.8のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の0.86に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、455.8ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は455.8÷0.86＝530になります。

530

比べられ量が0で、これが、もとにする量の0.35に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の0.35に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、0ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は0÷0.35＝0になります。

0

484を、400をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「400をもとにして・・・」の400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
484÷400＝1.21が割合になります。

1.21

490の0.77に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「490の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.77に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.77に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、490×0.77＝377.3になります。

377.3

全体が500で、その1.78に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「500の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.78に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.78に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、500×1.78＝890になります。

890



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第15回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

490に対する、14.7の割合を、小数または整数で求めなさい。
0.03「490に対する・・・」の490が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
14.7÷490＝0.03が割合になります。

216.6の、570に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「570に対する・・・」の570が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
216.6÷570＝0.38が割合になります。

0.38

910をもとにして、1592.5を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数
で

「910をもとにして・・・」の910が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1592.5÷910＝1.75が割合になります。

1.75

全体の1.88に当たる量が996.4のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の1.88に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、996.4ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は996.4÷1.88＝530になります。

530

比べられ量が0で、これが、もとにする量の0に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の0に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、0ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は0÷0＝830になります。

830

48.8を、40をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「40をもとにして・・・」の40が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
48.8÷40＝1.22が割合になります。

1.22

490の1.78に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「490の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.78に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.78に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、490×1.78＝872.2になります。

872.2

全体が730で、その1.93に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「730の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.93に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.93に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、730×1.93＝1408.9になります。

1408.9



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第16回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

40に対する、3.2の割合を、小数または整数で求めなさい。
0.08「40に対する・・・」の40が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3.2÷40＝0.08が割合になります。

792.3の、570に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「570に対する・・・」の570が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
792.3÷570＝1.39が割合になります。

1.39

920をもとにして、699.2を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「920をもとにして・・・」の920が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
699.2÷920＝0.76が割合になります。

0.76

全体の0.07に当たる量が67.9のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の0.07に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、67.9ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は67.9÷0.07＝970になります。

970

比べられ量が8.4で、これが、もとにする量の0.01に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の0.01に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、8.4ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は8.4÷0.01＝840になります。

840

94.3を、410をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「410をもとにして・・・」の410が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
94.3÷410＝0.23が割合になります。

0.23

50の0.79に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「50の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.79に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.79に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、50×0.79＝39.5になります。

39.5

全体が740で、その0.95に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「740の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.95に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.95に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、740×0.95＝703になります。

703



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第17回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

400に対する、36の割合を、小数または整数で求めなさい。
0.09「400に対する・・・」の400が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
36÷400＝0.09が割合になります。

155の、100に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「100に対する・・・」の100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
155÷100＝1.55が割合になります。

1.55

920をもとにして、1628.4を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数
で

「920をもとにして・・・」の920が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1628.4÷920＝1.77が割合になります。

1.77

全体の1.08に当たる量が1047.6のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の1.08に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、1047.6ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は1047.6÷1.08＝970になります。

970

比べられ量が856.8で、これが、もとにする量の1.02に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の1.02に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、856.8ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は856.8÷1.02＝840になります。

840

772.8を、690をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「690をもとにして・・・」の690が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
772.8÷690＝1.12が割合になります。

1.12

960の1.35に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「960の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.35に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.35に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、960×1.35＝1296になります。

1296

全体が740で、その1.95に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「740の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.95に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.95に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、740×1.95＝1443になります。

1443



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第18回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

700に対する、770の割合を、小数または整数で求めなさい。
1.1「700に対する・・・」の700が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
770÷700＝1.1が割合になります。

15.6の、10に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「10に対する・・・」の10が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
15.6÷10＝1.56が割合になります。

1.56

640をもとにして、300.8を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「640をもとにして・・・」の640が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
300.8÷640＝0.47が割合になります。

0.47

全体の0.09に当たる量が88.2のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の0.09に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、88.2ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は88.2÷0.09＝980になります。

980

比べられ量が480で、これが、もとにする量の0.75に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の0.75に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、480ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は480÷0.75＝640になります。

640

9.1を、70をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「70をもとにして・・・」の70が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
9.1÷70＝0.13が割合になります。

0.13

970の0.36に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「970の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.36に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.36に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、970×0.36＝349.2になります。

349.2

全体が460で、その0に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「460の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、460×0＝0になります。

0



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第19回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

70に対する、81.9の割合を、小数または整数で求めなさい。
1.17「70に対する・・・」の70が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
81.9÷70＝1.17が割合になります。

62.7の、110に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「110に対する・・・」の110が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
62.7÷110＝0.57が割合になります。

0.57

640をもとにして、896を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「640をもとにして・・・」の640が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
896÷640＝1.4が割合になります。

1.4

全体の1.59に当たる量が747.3のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の1.59に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、747.3ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は747.3÷1.59＝470になります。

470

比べられ量が1126.4で、これが、もとにする量の1.76に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の1.76に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、1126.4ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は1126.4÷1.76＝640になります。

640

98を、700をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「700をもとにして・・・」の700が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
98÷700＝0.14が割合になります。

0.14

970の1.37に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「970の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.37に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.37に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、970×1.37＝1328.9になります。

1328.9

全体が470で、その0.01に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「470の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「0.01に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.01に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、470×0.01＝4.7になります。

4.7



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第20回

氏名 得点割合の基本（単位のないもの）

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

660に対する、1155の割合を、小数または整数で求めなさい。
1.75「660に対する・・・」の660が、もとにする量です。

割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1155÷660＝1.75が割合になります。

63.7の、910に対する割合を、小数または整数で答えなさい。

「910に対する・・・」の910が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
63.7÷910＝0.07が割合になります。

0.07

650をもとにして、318.5を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「650をもとにして・・・」の650が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
318.5÷650＝0.49が割合になります。

0.49

全体の0.61に当たる量が292.8のとき、全体の量は何になりますか。整数または小数
で答えなさい。

「全体の0.61に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、
比べられる量が、292.8ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は292.8÷0.61＝480になります。

480

比べられ量が500.5で、これが、もとにする量の0.77に当たるとき、もとにする量は何に
なりますか。整数または小数で答えなさい。

「もとにする量の0.77に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表
し、比べられる量が、500.5ですから、全体は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は500.5÷0.77＝650になります。

650

308を、770をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「770をもとにして・・・」の770が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
308÷770＝0.4が割合になります。

0.4

690の1.32に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「690の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.32に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.32に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、690×1.32＝910.8になります。

910.8

全体が470で、その1.02に当たる量は何ですか。整数または小数で答えなさい。

比べられる量を求める問題です。　
「470の・・・」部分はもとにする量を表しています。また、「1.02に当たる量」　
この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.02に当たる量は
もとにする量×割合で求めます。よって、470×1.02＝479.4になります。

479.4


