
とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第1回

氏名 得点

27×0.19＝ 59.25÷79＝

820×（１＋0.99）＝ 550×（１－0.33）＝

220.428÷3.14＝

道の片側に、49本の木が15.6ｍ間隔で植えられています。1本目の木から、最後の49本目の木までの間は何ｍありますか。(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(6)

(5)

(2)

(3) (4)

(5)

１　次の計算をしなさい。

２　次の各問に答えなさい。

同じ間隔に26本の木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、770ｍであるとき、木と木の間隔
は何ｍずつありますか。

ｍ

ｍ

同じ間隔に木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、1086.8ｍで、木と
木の間の長さが98.8ｍであるとき、木は何本植えられていますか。

池の周りに木が12.2ｍ間隔で62本植えられています。この池の周りは何ｍありますか。

ｍ

本

周りの長さが、945ｍの池の周りに木が35ｍ間隔で植えられています。この池の周りには、何
本の木が植えられていますか。

本

周りの長さが、1159.2ｍの池の周りに木が等しい間隔で69本植えられています。この池の
周りに植えられた木の間隔は何ｍですか。

ｍ

３　次の各問に答えなさい。

長さ39.2ｃｍの紙テープが、24本あります。この紙テープを、のりしろ3.9ｃｍでつなぐと、何cmのテープができあがりますか。

cｍ

(3)

(2) 長さ16.2ｃｍの紙テープが、何本かあります。この紙テープを、のりしろ1.6ｃｍでつなぐと、381.2cmのテープができあがりまし
た。何本の紙テープがありましたか。

本

ある長さの紙テープが、13本かあります。この紙テープを、のりしろ3.6ｃｍでつなぐと、426.1cmのテープができあがりました。
つないだ紙テープ1本の長さは何ｃｍでしたか。

cｍ



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第2回

氏名 得点

32×0.32＝ 35.28÷36＝

670×（１＋0.35）＝ 890×（１－0.51）＝

283.856÷3.14＝

道の片側に、83本の木が17.8ｍ間隔で植えられています。1本目の木から、最後の83本目の木までの間は何ｍありますか。(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(6)

(5)

(2)

(3) (4)

(5)

１　次の計算をしなさい。

２　次の各問に答えなさい。

同じ間隔に29本の木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、918.4ｍであるとき、木と木の間
隔は何ｍずつありますか。

ｍ

ｍ

同じ間隔に木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、604.2ｍで、木と
木の間の長さが11.4ｍであるとき、木は何本植えられていますか。

池の周りに木が23.2ｍ間隔で65本植えられています。この池の周りは何ｍありますか。

ｍ

本

周りの長さが、1058.4ｍの池の周りに木が58.8ｍ間隔で植えられています。この池の周りには
、何本の木が植えられていますか。

本

周りの長さが、999.4ｍの池の周りに木が等しい間隔で19本植えられています。この池の
周りに植えられた木の間隔は何ｍですか。

ｍ

３　次の各問に答えなさい。

長さ48.1ｃｍの紙テープが、12本あります。この紙テープを、のりしろ4.8ｃｍでつなぐと、何cmのテープができあがりますか。

cｍ

(3)

(2) 長さ18.3ｃｍの紙テープが、何本かあります。この紙テープを、のりしろ1.8ｃｍでつなぐと、645.3cmのテープができあがりまし
た。何本の紙テープがありましたか。

本

ある長さの紙テープが、11本かあります。この紙テープを、のりしろ5.5ｃｍでつなぐと、551.1cmのテープができあがりました。
つないだ紙テープ1本の長さは何ｃｍでしたか。

cｍ



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第3回

氏名 得点

19×0.14＝ 10.34÷94＝

930×（１＋0.24）＝ 250×（１－0.55）＝

16.956÷3.14＝

道の片側に、19本の木が15.4ｍ間隔で植えられています。1本目の木から、最後の19本目の木までの間は何ｍありますか。(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(6)

(5)

(2)

(3) (4)

(5)

１　次の計算をしなさい。

２　次の各問に答えなさい。

同じ間隔に39本の木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、1246.4ｍであるとき、木と木の間
隔は何ｍずつありますか。

ｍ

ｍ

同じ間隔に木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、981.6ｍで、木と
木の間の長さが81.8ｍであるとき、木は何本植えられていますか。

池の周りに木が63.6ｍ間隔で13本植えられています。この池の周りは何ｍありますか。

ｍ

本

周りの長さが、1145ｍの池の周りに木が45.8ｍ間隔で植えられています。この池の周りには、
何本の木が植えられていますか。

本

周りの長さが、818.4ｍの池の周りに木が等しい間隔で33本植えられています。この池の
周りに植えられた木の間隔は何ｍですか。

ｍ

３　次の各問に答えなさい。

長さ59.1ｃｍの紙テープが、17本あります。この紙テープを、のりしろ5.9ｃｍでつなぐと、何cmのテープができあがりますか。

cｍ

(3)

(2) 長さ22.1ｃｍの紙テープが、何本かあります。この紙テープを、のりしろ2.2ｃｍでつなぐと、280.8cmのテープができあがりまし
た。何本の紙テープがありましたか。

本

ある長さの紙テープが、14本かあります。この紙テープを、のりしろ6.8ｃｍでつなぐと、865cmのテープができあがりました。つ
ないだ紙テープ1本の長さは何ｃｍでしたか。

cｍ



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第4回

氏名 得点

38×0.75＝ 24.25÷97＝

940×（１＋0.66）＝ 190×（１－0.29）＝

80.384÷3.14＝

道の片側に、19本の木が11.4ｍ間隔で植えられています。1本目の木から、最後の19本目の木までの間は何ｍありますか。(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(6)

(5)

(2)

(3) (4)

(5)

１　次の計算をしなさい。

２　次の各問に答えなさい。

同じ間隔に47本の木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、984.4ｍであるとき、木と木の間
隔は何ｍずつありますか。

ｍ

ｍ

同じ間隔に木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、1344ｍで、木と
木の間の長さが16.8ｍであるとき、木は何本植えられていますか。

池の周りに木が23.6ｍ間隔で51本植えられています。この池の周りは何ｍありますか。

ｍ

本

周りの長さが、1276ｍの池の周りに木が29ｍ間隔で植えられています。この池の周りには、何
本の木が植えられていますか。

本

周りの長さが、516ｍの池の周りに木が等しい間隔で12本植えられています。この池の周
りに植えられた木の間隔は何ｍですか。

ｍ

３　次の各問に答えなさい。

長さ82.1ｃｍの紙テープが、11本あります。この紙テープを、のりしろ8.2ｃｍでつなぐと、何cmのテープができあがりますか。

cｍ

(3)

(2) 長さ25.1ｃｍの紙テープが、何本かあります。この紙テープを、のりしろ2.5ｃｍでつなぐと、296.3cmのテープができあがりまし
た。何本の紙テープがありましたか。

本

ある長さの紙テープが、22本かあります。この紙テープを、のりしろ2.3ｃｍでつなぐと、462.1cmのテープができあがりました。
つないだ紙テープ1本の長さは何ｃｍでしたか。

cｍ



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第5回

氏名 得点

77×0.71＝ 28.38÷66＝

740×（１＋0.36）＝ 180×（１－0.68）＝

143.812÷3.14＝

道の片側に、21本の木が69.4ｍ間隔で植えられています。1本目の木から、最後の21本目の木までの間は何ｍありますか。(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(6)

(5)

(2)

(3) (4)

(5)

１　次の計算をしなさい。

２　次の各問に答えなさい。

同じ間隔に17本の木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、883.2ｍであるとき、木と木の間
隔は何ｍずつありますか。

ｍ

ｍ

同じ間隔に木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、1008ｍで、木と
木の間の長さが12ｍであるとき、木は何本植えられていますか。

池の周りに木が28ｍ間隔で13本植えられています。この池の周りは何ｍありますか。

ｍ

本

周りの長さが、358.4ｍの池の周りに木が12.8ｍ間隔で植えられています。この池の周りには、
何本の木が植えられていますか。

本

周りの長さが、1248ｍの池の周りに木が等しい間隔で52本植えられています。この池の
周りに植えられた木の間隔は何ｍですか。

ｍ

３　次の各問に答えなさい。

長さ12.2ｃｍの紙テープが、29本あります。この紙テープを、のりしろ1.2ｃｍでつなぐと、何cmのテープができあがりますか。

cｍ

(3)

(2) 長さ28.3ｃｍの紙テープが、何本かあります。この紙テープを、のりしろ2.8ｃｍでつなぐと、793.3cmのテープができあがりまし
た。何本の紙テープがありましたか。

本

ある長さの紙テープが、17本かあります。この紙テープを、のりしろ4.5ｃｍでつなぐと、694.7cmのテープができあがりました。
つないだ紙テープ1本の長さは何ｃｍでしたか。

cｍ



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第6回

氏名 得点

74×0.16＝ 19.44÷54＝

130×（１＋0.38）＝ 440×（１－0.95）＝

207.24÷3.14＝

道の片側に、19本の木が70ｍ間隔で植えられています。1本目の木から、最後の19本目の木までの間は何ｍありますか。(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(6)

(5)

(2)

(3) (4)

(5)

１　次の計算をしなさい。

２　次の各問に答えなさい。

同じ間隔に38本の木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、888ｍであるとき、木と木の間隔
は何ｍずつありますか。

ｍ

ｍ

同じ間隔に木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、1033.6ｍで、木と
木の間の長さが60.8ｍであるとき、木は何本植えられていますか。

池の周りに木が19ｍ間隔で41本植えられています。この池の周りは何ｍありますか。

ｍ

本

周りの長さが、1339.2ｍの池の周りに木が74.4ｍ間隔で植えられています。この池の周りには
、何本の木が植えられていますか。

本

周りの長さが、227.2ｍの池の周りに木が等しい間隔で16本植えられています。この池の
周りに植えられた木の間隔は何ｍですか。

ｍ

３　次の各問に答えなさい。

長さ13.6ｃｍの紙テープが、65本あります。この紙テープを、のりしろ1.3ｃｍでつなぐと、何cmのテープができあがりますか。

cｍ

(3)

(2) 長さ34.1ｃｍの紙テープが、何本かあります。この紙テープを、のりしろ3.4ｃｍでつなぐと、371.8cmのテープができあがりまし
た。何本の紙テープがありましたか。

本

ある長さの紙テープが、35本かあります。この紙テープを、のりしろ2.6ｃｍでつなぐと、832.1cmのテープができあがりました。
つないだ紙テープ1本の長さは何ｃｍでしたか。

cｍ



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第7回

氏名 得点

64×0.33＝ 31.02÷66＝

560×（１＋0.99）＝ 350×（１－0.84）＝

270.668÷3.14＝

道の片側に、84本の木が16ｍ間隔で植えられています。1本目の木から、最後の84本目の木までの間は何ｍありますか。(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(6)

(5)

(2)

(3) (4)

(5)

１　次の計算をしなさい。

２　次の各問に答えなさい。

同じ間隔に45本の木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、633.6ｍであるとき、木と木の間
隔は何ｍずつありますか。

ｍ

ｍ

同じ間隔に木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、993.6ｍで、木と
木の間の長さが43.2ｍであるとき、木は何本植えられていますか。

池の周りに木が11.8ｍ間隔で58本植えられています。この池の周りは何ｍありますか。

ｍ

本

周りの長さが、627.8ｍの池の周りに木が14.6ｍ間隔で植えられています。この池の周りには、
何本の木が植えられていますか。

本

周りの長さが、924.6ｍの池の周りに木が等しい間隔で23本植えられています。この池の
周りに植えられた木の間隔は何ｍですか。

ｍ

３　次の各問に答えなさい。

長さ15.4ｃｍの紙テープが、42本あります。この紙テープを、のりしろ1.5ｃｍでつなぐと、何cmのテープができあがりますか。

cｍ

(3)

(2) 長さ11.2ｃｍの紙テープが、何本かあります。この紙テープを、のりしろ1.1ｃｍでつなぐと、273.8cmのテープができあがりまし
た。何本の紙テープがありましたか。

本

ある長さの紙テープが、11本かあります。この紙テープを、のりしろ2.1ｃｍでつなぐと、211.1cmのテープができあがりました。
つないだ紙テープ1本の長さは何ｃｍでしたか。

cｍ



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第8回

氏名 得点

73×0.53＝ 29.48÷44＝

610×（１＋0.59）＝ 380×（１－0.26）＝

59.66÷3.14＝

道の片側に、22本の木が25.2ｍ間隔で植えられています。1本目の木から、最後の22本目の木までの間は何ｍありますか。(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(6)

(5)

(2)

(3) (4)

(5)

１　次の計算をしなさい。

２　次の各問に答えなさい。

同じ間隔に59本の木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、1334ｍであるとき、木と木の間隔
は何ｍずつありますか。

ｍ

ｍ

同じ間隔に木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、518.4ｍで、木と
木の間の長さが16.2ｍであるとき、木は何本植えられていますか。

池の周りに木が14.6ｍ間隔で73本植えられています。この池の周りは何ｍありますか。

ｍ

本

周りの長さが、817.4ｍの池の周りに木が13.4ｍ間隔で植えられています。この池の周りには、
何本の木が植えられていますか。

本

周りの長さが、1064ｍの池の周りに木が等しい間隔で56本植えられています。この池の
周りに植えられた木の間隔は何ｍですか。

ｍ

３　次の各問に答えなさい。

長さ17.3ｃｍの紙テープが、37本あります。この紙テープを、のりしろ1.7ｃｍでつなぐと、何cmのテープができあがりますか。

cｍ

(3)

(2) 長さ12.5ｃｍの紙テープが、何本かあります。この紙テープを、のりしろ1.2ｃｍでつなぐと、645.3cmのテープができあがりまし
た。何本の紙テープがありましたか。

本

ある長さの紙テープが、33本かあります。この紙テープを、のりしろ2.3ｃｍでつなぐと、695.3cmのテープができあがりました。
つないだ紙テープ1本の長さは何ｃｍでしたか。

cｍ



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第9回

氏名 得点

48×0.13＝ 11.55÷21＝

780×（１＋0.81）＝ 620×（１－0.46）＝

123.088÷3.14＝

道の片側に、12本の木が82.2ｍ間隔で植えられています。1本目の木から、最後の12本目の木までの間は何ｍありますか。(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(6)

(5)

(2)

(3) (4)

(5)

１　次の計算をしなさい。

２　次の各問に答えなさい。

同じ間隔に36本の木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、1064ｍであるとき、木と木の間隔
は何ｍずつありますか。

ｍ

ｍ

同じ間隔に木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、516ｍで、木と木
の間の長さが51.6ｍであるとき、木は何本植えられていますか。

池の周りに木が39.6ｍ間隔で21本植えられています。この池の周りは何ｍありますか。

ｍ

本

周りの長さが、1332ｍの池の周りに木が18ｍ間隔で植えられています。この池の周りには、何
本の木が植えられていますか。

本

周りの長さが、1221.2ｍの池の周りに木が等しい間隔で86本植えられています。この池の
周りに植えられた木の間隔は何ｍですか。

ｍ

３　次の各問に答えなさい。

長さ19.2ｃｍの紙テープが、25本あります。この紙テープを、のりしろ1.9ｃｍでつなぐと、何cmのテープができあがりますか。

cｍ

(3)

(2) 長さ14.2ｃｍの紙テープが、何本かあります。この紙テープを、のりしろ1.4ｃｍでつなぐと、295.8cmのテープができあがりまし
た。何本の紙テープがありましたか。

本

ある長さの紙テープが、42本かあります。この紙テープを、のりしろ2.5ｃｍでつなぐと、964.3cmのテープができあがりました。
つないだ紙テープ1本の長さは何ｃｍでしたか。

cｍ



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第10回

氏名 得点

34×0.27＝ 29.25÷45＝

850×（１＋0.17）＝ 290×（１－0.56）＝

186.516÷3.14＝

道の片側に、57本の木が22.6ｍ間隔で植えられています。1本目の木から、最後の57本目の木までの間は何ｍありますか。(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(6)

(5)

(2)

(3) (4)

(5)

１　次の計算をしなさい。

２　次の各問に答えなさい。

同じ間隔に14本の木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、291.2ｍであるとき、木と木の間
隔は何ｍずつありますか。

ｍ

ｍ

同じ間隔に木が植えられています。1本目の木から、最後の木までの間の長さが、1303.8ｍで、木と
木の間の長さが24.6ｍであるとき、木は何本植えられていますか。

池の周りに木が18.4ｍ間隔で53本植えられています。この池の周りは何ｍありますか。

ｍ

本

周りの長さが、778.6ｍの池の周りに木が45.8ｍ間隔で植えられています。この池の周りには、
何本の木が植えられていますか。

本

周りの長さが、1309.8ｍの池の周りに木が等しい間隔で59本植えられています。この池の
周りに植えられた木の間隔は何ｍですか。

ｍ

３　次の各問に答えなさい。

長さ22.4ｃｍの紙テープが、49本あります。この紙テープを、のりしろ2.2ｃｍでつなぐと、何cmのテープができあがりますか。

cｍ

(3)

(2) 長さ15.6ｃｍの紙テープが、何本かあります。この紙テープを、のりしろ1.5ｃｍでつなぐと、974.4cmのテープができあがりまし
た。何本の紙テープがありましたか。

本

ある長さの紙テープが、28本かあります。この紙テープを、のりしろ1.8ｃｍでつなぐと、461cmのテープができあがりました。つ
ないだ紙テープ1本の長さは何ｃｍでしたか。

cｍ


