
とにかく計算いっぱい計算 第 1回
シリーズ01

規則的に並んだ数

規則的に並んだ数は、それを生み出したルールがあります。そのルールを見つけ出して計算します。

　１２３４１２３４１２３４・・・

　このように並んだ数列では１２３４の４個の数から成り立つ数列が何回も繰り返されていることがわかります。

　この数列の３０番目の数を考えるには、３０÷４＝７・・・２このことから、１２３４が7回繰り返されて、その後に余り２から１２が

並んでいます。30番目の数はもちろん２になります。そして、30番目の数までの和は、１＋２＋３＋４＝１０が７回繰り返され、そ

の後に１＋２がついていることがわかるので、（１＋２＋３＋４）×７＋（１＋２）＝７３になります。

次の各問を音読して解きなさい。

（1）

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて45番目の数までを考えます。

④　この数列の45番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で45番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

26535892653589265358・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・2653589です。

2653589の7個の数が繰り返されているから　45÷7＝6・・・3よって、6回の繰り返
しと、そのあとに3個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が3個あるから2653589の3番目までの265

解答
2653589の数の和の38が6回繰り返されるから38×6＝228　残
りの数の265の和は13　よって、228＋13＝241

2653589

回 個36

265

241

（2）

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて49番目の数までを考えます。

④　この数列の49番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で49番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

15915915915915915915・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・159です。

159の3個の数が繰り返されているから　49÷3＝16・・・1よって、16回の繰り返しと
、そのあとに1個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が1個あるから159の1番目までの1

解答
159の数の和の15が16回繰り返されるから15×16＝240　残り
の数の1の和は1　よって、240＋1＝241

159

回 個116

1

241



とにかく計算いっぱい計算 第 2回
シリーズ01

規則的に並んだ数

規則的に並んだ数は、それを生み出したルールがあります。そのルールを見つけ出して計算します。

　１２３４１２３４１２３４・・・

　このように並んだ数列では１２３４の４個の数から成り立つ数列が何回も繰り返されていることがわかります。

　この数列の３０番目の数を考えるには、３０÷４＝７・・・２このことから、１２３４が7回繰り返されて、その後に余り２から１２が

並んでいます。30番目の数はもちろん２になります。そして、30番目の数までの和は、１＋２＋３＋４＝１０が７回繰り返され、そ

の後に１＋２がついていることがわかるので、（１＋２＋３＋４）×７＋（１＋２）＝７３になります。

次の各問を音読して解きなさい。

（3）

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて49番目の数までを考えます。

④　この数列の49番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で49番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

53589753589753589753・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・535897です。

535897の6個の数が繰り返されているから　49÷6＝8・・・1よって、8回の繰り返し
と、そのあとに1個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が1個あるから535897の1番目までの5

解答
535897の数の和の37が8回繰り返されるから37×8＝296　残り
の数の5の和は5　よって、296＋5＝301

535897

回 個18

5

301

（4）

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて57番目の数までを考えます。

④　この数列の57番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で57番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

92653592653592653592・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・926535です。

926535の6個の数が繰り返されているから　57÷6＝9・・・3よって、9回の繰り返し
と、そのあとに3個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が3個あるから926535の3番目までの926

解答
926535の数の和の30が9回繰り返されるから30×9＝270　残り
の数の926の和は17　よって、270＋17＝287

926535

回 個39

926

287



とにかく計算いっぱい計算 第 3回
シリーズ01

規則的に並んだ数

規則的に並んだ数は、それを生み出したルールがあります。そのルールを見つけ出して計算します。

　１２３４１２３４１２３４・・・

　このように並んだ数列では１２３４の４個の数から成り立つ数列が何回も繰り返されていることがわかります。

　この数列の３０番目の数を考えるには、３０÷４＝７・・・２このことから、１２３４が7回繰り返されて、その後に余り２から１２が

並んでいます。30番目の数はもちろん２になります。そして、30番目の数までの和は、１＋２＋３＋４＝１０が７回繰り返され、そ

の後に１＋２がついていることがわかるので、（１＋２＋３＋４）×７＋（１＋２）＝７３になります。

次の各問を音読して解きなさい。

（5）

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて46番目の数までを考えます。

④　この数列の46番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で46番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

14159141591415914159・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・14159です。

14159の5個の数が繰り返されているから　46÷5＝9・・・1よって、9回の繰り返しと
、そのあとに1個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が1個あるから14159の1番目までの1

解答
14159の数の和の20が9回繰り返されるから20×9＝180　残り
の数の1の和は1　よって、180＋1＝181

14159

回 個19

1

181

（6）

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて56番目の数までを考えます。

④　この数列の56番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で56番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

65365365365365365365・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・653です。

653の3個の数が繰り返されているから　56÷3＝18・・・2よって、18回の繰り返しと
、そのあとに2個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が2個あるから653の2番目までの65

解答
653の数の和の14が18回繰り返されるから14×18＝252　残り
の数の65の和は11　よって、252＋11＝263

653

回 個218

65

263



とにかく計算いっぱい計算 第 4回
シリーズ01

規則的に並んだ数

規則的に並んだ数は、それを生み出したルールがあります。そのルールを見つけ出して計算します。

　１２３４１２３４１２３４・・・

　このように並んだ数列では１２３４の４個の数から成り立つ数列が何回も繰り返されていることがわかります。

　この数列の３０番目の数を考えるには、３０÷４＝７・・・２このことから、１２３４が7回繰り返されて、その後に余り２から１２が

並んでいます。30番目の数はもちろん２になります。そして、30番目の数までの和は、１＋２＋３＋４＝１０が７回繰り返され、そ

の後に１＋２がついていることがわかるので、（１＋２＋３＋４）×７＋（１＋２）＝７３になります。

次の各問を音読して解きなさい。

（7）

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて61番目の数までを考えます。

④　この数列の61番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で61番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

15921592159215921592・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・1592です。

1592の4個の数が繰り返されているから　61÷4＝15・・・1よって、15回の繰り返し
と、そのあとに1個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が1個あるから1592の1番目までの1

解答
1592の数の和の17が15回繰り返されるから17×15＝255　残り
の数の1の和は1　よって、255＋1＝256

1592

回 個115

1

256

（8）

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて63番目の数までを考えます。

④　この数列の63番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で63番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

31415314153141531415・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・31415です。

31415の5個の数が繰り返されているから　63÷5＝12・・・3よって、12回の繰り返
しと、そのあとに3個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が3個あるから31415の3番目までの314

解答
31415の数の和の14が12回繰り返されるから14×12＝168　残
りの数の314の和は8　よって、168＋8＝176

31415

回 個312

314

176



とにかく計算いっぱい計算 第 5回
シリーズ01

規則的に並んだ数

規則的に並んだ数は、それを生み出したルールがあります。そのルールを見つけ出して計算します。

　１２３４１２３４１２３４・・・

　このように並んだ数列では１２３４の４個の数から成り立つ数列が何回も繰り返されていることがわかります。

　この数列の３０番目の数を考えるには、３０÷４＝７・・・２このことから、１２３４が7回繰り返されて、その後に余り２から１２が

並んでいます。30番目の数はもちろん２になります。そして、30番目の数までの和は、１＋２＋３＋４＝１０が７回繰り返され、そ

の後に１＋２がついていることがわかるので、（１＋２＋３＋４）×７＋（１＋２）＝７３になります。

次の各問を音読して解きなさい。

（9）

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて69番目の数までを考えます。

④　この数列の69番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で69番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

92653926539265392653・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・92653です。

92653の5個の数が繰り返されているから　69÷5＝13・・・4よって、13回の繰り返
しと、そのあとに4個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が4個あるから92653の4番目までの9265

解答
92653の数の和の25が13回繰り返されるから25×13＝325　残
りの数の9265の和は22　よって、325＋22＝347

92653

回 個413

9265

347

（10

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて70番目の数までを考えます。

④　この数列の70番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で70番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

41592641592641592641・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・415926です。

415926の6個の数が繰り返されているから　70÷6＝11・・・4よって、11回の繰り返
しと、そのあとに4個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が4個あるから415926の4番目までの4159

解答
415926の数の和の27が11回繰り返されるから27×11＝297　残
りの数の4159の和は19　よって、297＋19＝316

415926

回 個411

4159

316



とにかく計算いっぱい計算 第 6回
シリーズ01

規則的に並んだ数

規則的に並んだ数は、それを生み出したルールがあります。そのルールを見つけ出して計算します。

　１２３４１２３４１２３４・・・

　このように並んだ数列では１２３４の４個の数から成り立つ数列が何回も繰り返されていることがわかります。

　この数列の３０番目の数を考えるには、３０÷４＝７・・・２このことから、１２３４が7回繰り返されて、その後に余り２から１２が

並んでいます。30番目の数はもちろん２になります。そして、30番目の数までの和は、１＋２＋３＋４＝１０が７回繰り返され、そ

の後に１＋２がついていることがわかるので、（１＋２＋３＋４）×７＋（１＋２）＝７３になります。

次の各問を音読して解きなさい。

（11

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて77番目の数までを考えます。

④　この数列の77番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で77番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

65358653586535865358・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・65358です。

65358の5個の数が繰り返されているから　77÷5＝15・・・2よって、15回の繰り返
しと、そのあとに2個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が2個あるから65358の2番目までの65

解答
65358の数の和の27が15回繰り返されるから27×15＝405　残
りの数の65の和は11　よって、405＋11＝416

65358

回 個215

65

416

（12

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて93番目の数までを考えます。

④　この数列の93番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で93番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

59265592655926559265・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・59265です。

59265の5個の数が繰り返されているから　93÷5＝18・・・3よって、18回の繰り返
しと、そのあとに3個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が3個あるから59265の3番目までの592

解答
59265の数の和の27が18回繰り返されるから27×18＝486　残
りの数の592の和は16　よって、486＋16＝502

59265

回 個318

592

502



とにかく計算いっぱい計算 第 7回
シリーズ01

規則的に並んだ数

規則的に並んだ数は、それを生み出したルールがあります。そのルールを見つけ出して計算します。

　１２３４１２３４１２３４・・・

　このように並んだ数列では１２３４の４個の数から成り立つ数列が何回も繰り返されていることがわかります。

　この数列の３０番目の数を考えるには、３０÷４＝７・・・２このことから、１２３４が7回繰り返されて、その後に余り２から１２が

並んでいます。30番目の数はもちろん２になります。そして、30番目の数までの和は、１＋２＋３＋４＝１０が７回繰り返され、そ

の後に１＋２がついていることがわかるので、（１＋２＋３＋４）×７＋（１＋２）＝７３になります。

次の各問を音読して解きなさい。

（13

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて102番目の数までを考えます。

④　この数列の102番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で102番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか
。また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

31415314153141531415・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・31415です。

31415の5個の数が繰り返されているから　102÷5＝20・・・2よって、20回の繰り返
しと、そのあとに2個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が2個あるから31415の2番目までの31

解答
31415の数の和の14が20回繰り返されるから14×20＝280　残
りの数の31の和は4　よって、280＋4＝284

31415

回 個220

31

284

（14

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて34番目の数までを考えます。

④　この数列の34番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で34番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

26532653265326532653・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・2653です。

2653の4個の数が繰り返されているから　34÷4＝8・・・2よって、8回の繰り返しと
、そのあとに2個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が2個あるから2653の2番目までの26

解答
2653の数の和の16が8回繰り返されるから16×8＝128　残りの
数の26の和は8　よって、128＋8＝136

2653

回 個28

26

136



とにかく計算いっぱい計算 第 8回
シリーズ01

規則的に並んだ数

規則的に並んだ数は、それを生み出したルールがあります。そのルールを見つけ出して計算します。

　１２３４１２３４１２３４・・・

　このように並んだ数列では１２３４の４個の数から成り立つ数列が何回も繰り返されていることがわかります。

　この数列の３０番目の数を考えるには、３０÷４＝７・・・２このことから、１２３４が7回繰り返されて、その後に余り２から１２が

並んでいます。30番目の数はもちろん２になります。そして、30番目の数までの和は、１＋２＋３＋４＝１０が７回繰り返され、そ

の後に１＋２がついていることがわかるので、（１＋２＋３＋４）×７＋（１＋２）＝７３になります。

次の各問を音読して解きなさい。

（15

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて38番目の数までを考えます。

④　この数列の38番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で38番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

41541541541541541541・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・415です。

415の3個の数が繰り返されているから　38÷3＝12・・・2よって、12回の繰り返しと
、そのあとに2個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が2個あるから415の2番目までの41

解答
415の数の和の10が12回繰り返されるから10×12＝120　残り
の数の41の和は5　よって、120＋5＝125

415

回 個212

41

125

（16

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて40番目の数までを考えます。

④　この数列の40番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で40番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

53589795358979535897・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・5358979です。

5358979の7個の数が繰り返されているから　40÷7＝5・・・5よって、5回の繰り返
しと、そのあとに5個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が5個あるから5358979の5番目までの53589

解答
5358979の数の和の46が5回繰り返されるから46×5＝230　残
りの数の53589の和は30　よって、230＋30＝260

5358979

回 個55

53589

260



とにかく計算いっぱい計算 第 9回
シリーズ01

規則的に並んだ数

規則的に並んだ数は、それを生み出したルールがあります。そのルールを見つけ出して計算します。

　１２３４１２３４１２３４・・・

　このように並んだ数列では１２３４の４個の数から成り立つ数列が何回も繰り返されていることがわかります。

　この数列の３０番目の数を考えるには、３０÷４＝７・・・２このことから、１２３４が7回繰り返されて、その後に余り２から１２が

並んでいます。30番目の数はもちろん２になります。そして、30番目の数までの和は、１＋２＋３＋４＝１０が７回繰り返され、そ

の後に１＋２がついていることがわかるので、（１＋２＋３＋４）×７＋（１＋２）＝７３になります。

次の各問を音読して解きなさい。

（17

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて43番目の数までを考えます。

④　この数列の43番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で43番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

59265359265359265359・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・592653です。

592653の6個の数が繰り返されているから　43÷6＝7・・・1よって、7回の繰り返し
と、そのあとに1個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が1個あるから592653の1番目までの5

解答
592653の数の和の30が7回繰り返されるから30×7＝210　残り
の数の5の和は5　よって、210＋5＝215

592653

回 個17

5

215

（18

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて54番目の数までを考えます。

④　この数列の54番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で54番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか。
また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

14159261415926141592・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・1415926です。

1415926の7個の数が繰り返されているから　54÷7＝7・・・5よって、7回の繰り返
しと、そのあとに5個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が5個あるから1415926の5番目までの14159

解答
1415926の数の和の28が7回繰り返されるから28×7＝196　残
りの数の14159の和は20　よって、196＋20＝216

1415926

回 個57

14159

216



とにかく計算いっぱい計算 第 10回
シリーズ01

規則的に並んだ数

規則的に並んだ数は、それを生み出したルールがあります。そのルールを見つけ出して計算します。

　１２３４１２３４１２３４・・・

　このように並んだ数列では１２３４の４個の数から成り立つ数列が何回も繰り返されていることがわかります。

　この数列の３０番目の数を考えるには、３０÷４＝７・・・２このことから、１２３４が7回繰り返されて、その後に余り２から１２が

並んでいます。30番目の数はもちろん２になります。そして、30番目の数までの和は、１＋２＋３＋４＝１０が７回繰り返され、そ

の後に１＋２がついていることがわかるので、（１＋２＋３＋４）×７＋（１＋２）＝７３になります。

次の各問を音読して解きなさい。

（19

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて132番目の数までを考えます。

④　この数列の132番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で132番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか
。また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

14159141591415914159・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・14159です。

14159の5個の数が繰り返されているから　132÷5＝26・・・2よって、26回の繰り返
しと、そのあとに2個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が2個あるから14159の2番目までの14

解答
14159の数の和の20が26回繰り返されるから20×26＝520　残
りの数の14の和は5　よって、520＋5＝525

14159

回 個226

14

525

（20

①　この数列は、ある元になる数列の繰り返しから成り立っています。元になる数列を答えなさい

この数列で初めから数えて134番目の数までを考えます。

④　この数列の134番目の数までの和を求めなさい。

②　この数列で134番目の数までには①で答えた元になる数列が何回繰り返されていますか
。また、繰り返しの後に何個の数がならんでいますか。

③　この数列で②で答えたように、繰り返しの後に何個かの数が続きます。この続く何個かの数
を書きなさい。

15915915915915915915・・・・

次の数列とその条件について、後の問に答えなさい。

解答

解答

解答

繰り返されている数は・・・159です。

159の3個の数が繰り返されているから　134÷3＝44・・・2よって、44回の繰り返し
と、そのあとに2個の数がならんでいる。

繰り返しの後の数が2個あるから159の2番目までの15

解答
159の数の和の15が44回繰り返されるから15×44＝660　残り
の数の15の和は6　よって、660＋6＝666

159

回 個244

15

666


