
とにかく計算いっぱい計算 第1回シリーズ01 速さの基本となる計算

速さをあらわすには3つの公式を理解する必要があります。ここでは、時速・時間・ｋｍを使って練習します。

①　道のり÷時間＝速さ・・・道のり（ｋｍ）÷時間（時間）＝速さ（時速XXｋｍ）

②　速さ×時間＝道のり・・・速さ（時速XXｋｍ）×時間（時間）＝道のり（ｋｍ）

③　道のり÷速さ＝時間・・・道のり（ｋｍ）÷速さ（時速XXｋｍ）＝時間（時間）

次の各問を音読して解きなさい。

（1） ①　7時間で、140ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当て
はまる数を答えなさい。

②　①の速さで、33時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、528ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（2） ①　3.9時間で、27.3ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、13時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、72.8ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（3） ①　7.3時間で、36.5ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、13.8時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、55.2ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間



とにかく計算いっぱい計算 第2回シリーズ01 速さの基本となる計算

速さをあらわすには3つの公式を理解する必要があります。ここでは、時速・時間・ｋｍを使って練習します。

①　道のり÷時間＝速さ・・・道のり（ｋｍ）÷時間（時間）＝速さ（時速XXｋｍ）

②　速さ×時間＝道のり・・・速さ（時速XXｋｍ）×時間（時間）＝道のり（ｋｍ）

③　道のり÷速さ＝時間・・・道のり（ｋｍ）÷速さ（時速XXｋｍ）＝時間（時間）

次の各問を音読して解きなさい。

（4） ①　16.5時間で、82.5ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、23時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、92ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（5） ①　21.7時間で、347.2ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に
当てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、42.5時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、544ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（6） ①　18.9時間で、37.8ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、21.5時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、34.4ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間



とにかく計算いっぱい計算 第3回シリーズ01 速さの基本となる計算

速さをあらわすには3つの公式を理解する必要があります。ここでは、時速・時間・ｋｍを使って練習します。

①　道のり÷時間＝速さ・・・道のり（ｋｍ）÷時間（時間）＝速さ（時速XXｋｍ）

②　速さ×時間＝道のり・・・速さ（時速XXｋｍ）×時間（時間）＝道のり（ｋｍ）

③　道のり÷速さ＝時間・・・道のり（ｋｍ）÷速さ（時速XXｋｍ）＝時間（時間）

次の各問を音読して解きなさい。

（7） ①　4.5時間で、112.5ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、37時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、740ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（8） ①　12.4時間で、24.8ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、15時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、24ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（9） ①　5.7時間で、34.2ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、13.5時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、64.8ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間



とにかく計算いっぱい計算 第4回シリーズ01 速さの基本となる計算

速さをあらわすには3つの公式を理解する必要があります。ここでは、時速・時間・ｋｍを使って練習します。

①　道のり÷時間＝速さ・・・道のり（ｋｍ）÷時間（時間）＝速さ（時速XXｋｍ）

②　速さ×時間＝道のり・・・速さ（時速XXｋｍ）×時間（時間）＝道のり（ｋｍ）

③　道のり÷速さ＝時間・・・道のり（ｋｍ）÷速さ（時速XXｋｍ）＝時間（時間）

次の各問を音読して解きなさい。

（10） ①　20時間で、200ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当て
はまる数を答えなさい。

②　①の速さで、33時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、264ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（11） ①　10時間で、200ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当て
はまる数を答えなさい。

②　①の速さで、36時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、576ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（12） ①　22.1時間で、176.8ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に
当てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、32.5時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、208ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間



とにかく計算いっぱい計算 第5回シリーズ01 速さの基本となる計算

速さをあらわすには3つの公式を理解する必要があります。ここでは、時速・時間・ｋｍを使って練習します。

①　道のり÷時間＝速さ・・・道のり（ｋｍ）÷時間（時間）＝速さ（時速XXｋｍ）

②　速さ×時間＝道のり・・・速さ（時速XXｋｍ）×時間（時間）＝道のり（ｋｍ）

③　道のり÷速さ＝時間・・・道のり（ｋｍ）÷速さ（時速XXｋｍ）＝時間（時間）

次の各問を音読して解きなさい。

（13） ①　17.9時間で、89.5ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、24.4時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、97.6ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（14） ①　17.5時間で、262.5ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に
当てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、37時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、444ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（15） ①　0.3時間で、7.5ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当て
はまる数を答えなさい。

②　①の速さで、32.8時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、656ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間



とにかく計算いっぱい計算 第6回シリーズ01 速さの基本となる計算

速さをあらわすには3つの公式を理解する必要があります。ここでは、時速・時間・ｋｍを使って練習します。

①　道のり÷時間＝速さ・・・道のり（ｋｍ）÷時間（時間）＝速さ（時速XXｋｍ）

②　速さ×時間＝道のり・・・速さ（時速XXｋｍ）×時間（時間）＝道のり（ｋｍ）

③　道のり÷速さ＝時間・・・道のり（ｋｍ）÷速さ（時速XXｋｍ）＝時間（時間）

次の各問を音読して解きなさい。

（16） ①　19時間で、190ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当て
はまる数を答えなさい。

②　①の速さで、32時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、256ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（17） ①　16.5時間で、247.5ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に
当てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、36時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、432ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（18） ①　22.5時間で、337.5ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に
当てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、42時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、504ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間



とにかく計算いっぱい計算 第7回シリーズ01 速さの基本となる計算

速さをあらわすには3つの公式を理解する必要があります。ここでは、時速・時間・ｋｍを使って練習します。

①　道のり÷時間＝速さ・・・道のり（ｋｍ）÷時間（時間）＝速さ（時速XXｋｍ）

②　速さ×時間＝道のり・・・速さ（時速XXｋｍ）×時間（時間）＝道のり（ｋｍ）

③　道のり÷速さ＝時間・・・道のり（ｋｍ）÷速さ（時速XXｋｍ）＝時間（時間）

次の各問を音読して解きなさい。

（19） ①　12.7時間で、266.7ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に
当てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、40時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、672ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（20） ①　8.4時間で、16.8ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、11時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、17.6ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（21） ①　8.1時間で、105.3ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、25時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、260ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間



とにかく計算いっぱい計算 第8回シリーズ01 速さの基本となる計算

速さをあらわすには3つの公式を理解する必要があります。ここでは、時速・時間・ｋｍを使って練習します。

①　道のり÷時間＝速さ・・・道のり（ｋｍ）÷時間（時間）＝速さ（時速XXｋｍ）

②　速さ×時間＝道のり・・・速さ（時速XXｋｍ）×時間（時間）＝道のり（ｋｍ）

③　道のり÷速さ＝時間・・・道のり（ｋｍ）÷速さ（時速XXｋｍ）＝時間（時間）

次の各問を音読して解きなさい。

（22） ①　12.9時間で、64.5ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、19.4時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、77.6ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（23） ①　11.8時間で、47.2ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、17時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、54.4ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（24） ①　4.6時間で、36.8ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、15時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、96ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間



とにかく計算いっぱい計算 第9回シリーズ01 速さの基本となる計算

速さをあらわすには3つの公式を理解する必要があります。ここでは、時速・時間・ｋｍを使って練習します。

①　道のり÷時間＝速さ・・・道のり（ｋｍ）÷時間（時間）＝速さ（時速XXｋｍ）

②　速さ×時間＝道のり・・・速さ（時速XXｋｍ）×時間（時間）＝道のり（ｋｍ）

③　道のり÷速さ＝時間・・・道のり（ｋｍ）÷速さ（時速XXｋｍ）＝時間（時間）

次の各問を音読して解きなさい。

（25） ①　6.9時間で、172.5ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、39.4時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、788ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（26） ①　18.3時間で、164.7ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に
当てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、30時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、216ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（27） ①　11.5時間で、230ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、37.5時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、600ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間



とにかく計算いっぱい計算 第10回シリーズ01 速さの基本となる計算

速さをあらわすには3つの公式を理解する必要があります。ここでは、時速・時間・ｋｍを使って練習します。

①　道のり÷時間＝速さ・・・道のり（ｋｍ）÷時間（時間）＝速さ（時速XXｋｍ）

②　速さ×時間＝道のり・・・速さ（時速XXｋｍ）×時間（時間）＝道のり（ｋｍ）

③　道のり÷速さ＝時間・・・道のり（ｋｍ）÷速さ（時速XXｋｍ）＝時間（時間）

次の各問を音読して解きなさい。

（28） ①　14.9時間で、74.5ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、21.4時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、85.6ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（29） ①　8.3時間で、41.5ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、14.8時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、59.2ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間

（30） ①　9.4時間で、112.8ｋｍの道のりを進みました。このときの速さは時速□ｋｍです。□に当
てはまる数を答えなさい。

②　①の速さで、25時間進むと、何ｋｍ進むことができますか。

③　①の速さで、240ｋｍ進むには、何時間かかりますか。

解答

解答

解答

時速 ｋｍ

ｋｍ

時間


