
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＝ 5.13 59.25÷79＝ 0.75

820×（１＋0.99）＝ 1631.8 550×（１－0.33）＝ 368.5

220.428÷3.14＝ 70.2

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。

748.8
1本目の木ははじめの位置を表します。ここから15.6ｍ先に１本というように、全
部で49－１＝48本の木があるので、15.6×（49－１）＝748.8ｍあることになりま
す。
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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。

30.8

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。

12

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから30.8ｍ先に１本というように、全
部で26－１＝25本の木があるので、770÷（26－１）＝30.8ｍが木と木の間隔で
あることになります。

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから98.8ｍ先に１本というようにして考え
ると、1086.8ｍ先までに全部で1086.8÷98.8＝11本の木があるので、はじめの位置
を決める木の１本を加えて、11＋１＝12本植えられていることがわかります。

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。

756.4 ｍ
一周まわって戻ってくる場合には、はじめの位置をきめる木は無いのと同じことに
なるので、12.2×62＝756.4ｍが周りの長さになります。

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27周りの長さが、945ｍで、木の間隔が35ｍで、一周まわって戻ってくる場合には、はじめの
位置を決める木はないのと同じことになるので、945÷35＝27本の木が植えられていること
になります。

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。

ｍ16.8周りの長さが、1159.2ｍで、木の本数が69本で、一周まわって戻ってくる場合には、は
じめの位置を決める木はないのと同じことになるので、1159.2÷69＝16.8ｍ間隔で木
が植えられていることになります。

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。

cｍ851.1
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使わ
れずに、全体の長さに加わるので、（39.2－3.9)×24＋3.9＝851.1ｃｍができたテープの長
さになります。

(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26
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（381.2－1.6）÷（16.2-1.6）＝26本の紙テープがあ
ったことがわかります。

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。

cｍ36.1
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（426.1－3.6）÷13＋3.6＝36.1ｃｍ紙テープをつな
いだことがわかります。



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＝ 10.24 35.28÷36＝ 0.98

670×（１＋0.35）＝ 904.5 890×（１－0.51）＝ 436.1

283.856÷3.14＝ 90.4

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。

1459.6
1本目の木ははじめの位置を表します。ここから17.8ｍ先に１本というように、全
部で83－１＝82本の木があるので、17.8×（83－１）＝1459.6ｍあることになりま
す。
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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。

32.8

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。

54

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから32.8ｍ先に１本というように、全
部で29－１＝28本の木があるので、918.4÷（29－１）＝32.8ｍが木と木の間隔
であることになります。

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから11.4ｍ先に１本というようにして考え
ると、604.2ｍ先までに全部で604.2÷11.4＝53本の木があるので、はじめの位置を
決める木の１本を加えて、53＋１＝54本植えられていることがわかります。

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。

1508 ｍ
一周まわって戻ってくる場合には、はじめの位置をきめる木は無いのと同じことに
なるので、23.2×65＝1508ｍが周りの長さになります。

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18周りの長さが、1058.4ｍで、木の間隔が58.8ｍで、一周まわって戻ってくる場合には、はじ
めの位置を決める木はないのと同じことになるので、1058.4÷58.8＝18本の木が植えられ
ていることになります。

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。

ｍ52.6周りの長さが、999.4ｍで、木の本数が19本で、一周まわって戻ってくる場合には、はじ
めの位置を決める木はないのと同じことになるので、999.4÷19＝52.6ｍ間隔で木が植
えられていることになります。

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。

cｍ524.4
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使わ
れずに、全体の長さに加わるので、（48.1－4.8)×12＋4.8＝524.4ｃｍができたテープの長
さになります。

(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39
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（645.3－1.8）÷（18.3-1.8）＝39本の紙テープがあ
ったことがわかります。

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。

cｍ55.1
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（551.1－5.5）÷11＋5.5＝55.1ｃｍ紙テープをつな
いだことがわかります。



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＝ 2.66 10.34÷94＝ 0.11

930×（１＋0.24）＝ 1153.2 250×（１－0.55）＝ 112.5

16.956÷3.14＝ 5.4

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。

277.2
1本目の木ははじめの位置を表します。ここから15.4ｍ先に１本というように、全
部で19－１＝18本の木があるので、15.4×（19－１）＝277.2ｍあることになりま
す。
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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。

32.8

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。

13

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから32.8ｍ先に１本というように、全
部で39－１＝38本の木があるので、1246.4÷（39－１）＝32.8ｍが木と木の間隔
であることになります。

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから81.8ｍ先に１本というようにして考え
ると、981.6ｍ先までに全部で981.6÷81.8＝12本の木があるので、はじめの位置を
決める木の１本を加えて、12＋１＝13本植えられていることがわかります。

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。

826.8 ｍ
一周まわって戻ってくる場合には、はじめの位置をきめる木は無いのと同じことに
なるので、63.6×13＝826.8ｍが周りの長さになります。

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25周りの長さが、1145ｍで、木の間隔が45.8ｍで、一周まわって戻ってくる場合には、はじめ
の位置を決める木はないのと同じことになるので、1145÷45.8＝25本の木が植えられて
いることになります。

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。

ｍ24.8周りの長さが、818.4ｍで、木の本数が33本で、一周まわって戻ってくる場合には、はじ
めの位置を決める木はないのと同じことになるので、818.4÷33＝24.8ｍ間隔で木が植
えられていることになります。

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。

cｍ910.3
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使わ
れずに、全体の長さに加わるので、（59.1－5.9)×17＋5.9＝910.3ｃｍができたテープの長
さになります。

(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14
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（280.8－2.2）÷（22.1-2.2）＝14本の紙テープがあ
ったことがわかります。

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。

cｍ68.1
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（865－6.8）÷14＋6.8＝68.1ｃｍ紙テープをつない
だことがわかります。



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＝ 28.5 24.25÷97＝ 0.25

940×（１＋0.66）＝ 1560.4 190×（１－0.29）＝ 134.9

80.384÷3.14＝ 25.6

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。

205.2
1本目の木ははじめの位置を表します。ここから11.4ｍ先に１本というように、全
部で19－１＝18本の木があるので、11.4×（19－１）＝205.2ｍあることになりま
す。
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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。

21.4

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。

81

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから21.4ｍ先に１本というように、全
部で47－１＝46本の木があるので、984.4÷（47－１）＝21.4ｍが木と木の間隔
であることになります。

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから16.8ｍ先に１本というようにして考え
ると、1344ｍ先までに全部で1344÷16.8＝80本の木があるので、はじめの位置を決
める木の１本を加えて、80＋１＝81本植えられていることがわかります。

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。

1203.6 ｍ
一周まわって戻ってくる場合には、はじめの位置をきめる木は無いのと同じことに
なるので、23.6×51＝1203.6ｍが周りの長さになります。

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44周りの長さが、1276ｍで、木の間隔が29ｍで、一周まわって戻ってくる場合には、はじめ
の位置を決める木はないのと同じことになるので、1276÷29＝44本の木が植えられている
ことになります。

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。

ｍ43周りの長さが、516ｍで、木の本数が12本で、一周まわって戻ってくる場合には、はじめ
の位置を決める木はないのと同じことになるので、516÷12＝43ｍ間隔で木が植えられ
ていることになります。

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。

cｍ821.1
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使わ
れずに、全体の長さに加わるので、（82.1－8.2)×11＋8.2＝821.1ｃｍができたテープの長
さになります。

(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13
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（296.3－2.5）÷（25.1-2.5）＝13本の紙テープがあ
ったことがわかります。

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。

cｍ23.2
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（462.1－2.3）÷22＋2.3＝23.2ｃｍ紙テープをつな
いだことがわかります。



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＝ 54.67 28.38÷66＝ 0.43

740×（１＋0.36）＝ 1006.4 180×（１－0.68）＝ 57.6

143.812÷3.14＝ 45.8

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。

1388
1本目の木ははじめの位置を表します。ここから69.4ｍ先に１本というように、全
部で21－１＝20本の木があるので、69.4×（21－１）＝1388ｍあることになります
。
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(1)

(6)

(5)
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(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。

55.2

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。

85

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから55.2ｍ先に１本というように、全
部で17－１＝16本の木があるので、883.2÷（17－１）＝55.2ｍが木と木の間隔
であることになります。

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから12ｍ先に１本というようにして考える
と、1008ｍ先までに全部で1008÷12＝84本の木があるので、はじめの位置を決める
木の１本を加えて、84＋１＝85本植えられていることがわかります。

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。

364 ｍ
一周まわって戻ってくる場合には、はじめの位置をきめる木は無いのと同じことに
なるので、28×13＝364ｍが周りの長さになります。

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28周りの長さが、358.4ｍで、木の間隔が12.8ｍで、一周まわって戻ってくる場合には、はじ
めの位置を決める木はないのと同じことになるので、358.4÷12.8＝28本の木が植えられ
ていることになります。

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。

ｍ24周りの長さが、1248ｍで、木の本数が52本で、一周まわって戻ってくる場合には、はじ
めの位置を決める木はないのと同じことになるので、1248÷52＝24ｍ間隔で木が植え
られていることになります。

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。

cｍ320.2
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使わ
れずに、全体の長さに加わるので、（12.2－1.2)×29＋1.2＝320.2ｃｍができたテープの長
さになります。

(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31
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（793.3－2.8）÷（28.3-2.8）＝31本の紙テープがあ
ったことがわかります。

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。

cｍ45.1
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（694.7－4.5）÷17＋4.5＝45.1ｃｍ紙テープをつな
いだことがわかります。



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＝ 11.84 19.44÷54＝ 0.36

130×（１＋0.38）＝ 179.4 440×（１－0.95）＝ 22

207.24÷3.14＝ 66

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。

1260
1本目の木ははじめの位置を表します。ここから70ｍ先に１本というように、全部
で19－１＝18本の木があるので、70×（19－１）＝1260ｍあることになります。

(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。

24

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。

18

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから24ｍ先に１本というように、全部
で38－１＝37本の木があるので、888÷（38－１）＝24ｍが木と木の間隔であるこ
とになります。

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから60.8ｍ先に１本というようにして考え
ると、1033.6ｍ先までに全部で1033.6÷60.8＝17本の木があるので、はじめの位置
を決める木の１本を加えて、17＋１＝18本植えられていることがわかります。

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。

779 ｍ
一周まわって戻ってくる場合には、はじめの位置をきめる木は無いのと同じことに
なるので、19×41＝779ｍが周りの長さになります。

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18周りの長さが、1339.2ｍで、木の間隔が74.4ｍで、一周まわって戻ってくる場合には、はじ
めの位置を決める木はないのと同じことになるので、1339.2÷74.4＝18本の木が植えられ
ていることになります。

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。

ｍ14.2周りの長さが、227.2ｍで、木の本数が16本で、一周まわって戻ってくる場合には、はじ
めの位置を決める木はないのと同じことになるので、227.2÷16＝14.2ｍ間隔で木が植
えられていることになります。

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。

cｍ800.8
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使わ
れずに、全体の長さに加わるので、（13.6－1.3)×65＋1.3＝800.8ｃｍができたテープの長
さになります。

(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12
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（371.8－3.4）÷（34.1-3.4）＝12本の紙テープがあ
ったことがわかります。

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。

cｍ26.3
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（832.1－2.6）÷35＋2.6＝26.3ｃｍ紙テープをつな
いだことがわかります。



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＝ 21.12 31.02÷66＝ 0.47

560×（１＋0.99）＝ 1114.4 350×（１－0.84）＝ 56

270.668÷3.14＝ 86.2

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。

1328
1本目の木ははじめの位置を表します。ここから16ｍ先に１本というように、全部
で84－１＝83本の木があるので、16×（84－１）＝1328ｍあることになります。

(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。

14.4

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。

24

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから14.4ｍ先に１本というように、全
部で45－１＝44本の木があるので、633.6÷（45－１）＝14.4ｍが木と木の間隔
であることになります。

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから43.2ｍ先に１本というようにして考え
ると、993.6ｍ先までに全部で993.6÷43.2＝23本の木があるので、はじめの位置を
決める木の１本を加えて、23＋１＝24本植えられていることがわかります。

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。

684.4 ｍ
一周まわって戻ってくる場合には、はじめの位置をきめる木は無いのと同じことに
なるので、11.8×58＝684.4ｍが周りの長さになります。

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43周りの長さが、627.8ｍで、木の間隔が14.6ｍで、一周まわって戻ってくる場合には、はじ
めの位置を決める木はないのと同じことになるので、627.8÷14.6＝43本の木が植えられ
ていることになります。

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。

ｍ40.2周りの長さが、924.6ｍで、木の本数が23本で、一周まわって戻ってくる場合には、はじ
めの位置を決める木はないのと同じことになるので、924.6÷23＝40.2ｍ間隔で木が植
えられていることになります。

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。

cｍ585.3
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使わ
れずに、全体の長さに加わるので、（15.4－1.5)×42＋1.5＝585.3ｃｍができたテープの長
さになります。

(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27
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（273.8－1.1）÷（11.2-1.1）＝27本の紙テープがあ
ったことがわかります。

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。

cｍ21.1
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（211.1－2.1）÷11＋2.1＝21.1ｃｍ紙テープをつな
いだことがわかります。



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＝ 38.69 29.48÷44＝ 0.67

610×（１＋0.59）＝ 969.9 380×（１－0.26）＝ 281.2

59.66÷3.14＝ 19

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。

529.2
1本目の木ははじめの位置を表します。ここから25.2ｍ先に１本というように、全
部で22－１＝21本の木があるので、25.2×（22－１）＝529.2ｍあることになりま
す。

(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。

23

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。

33

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから23ｍ先に１本というように、全部
で59－１＝58本の木があるので、1334÷（59－１）＝23ｍが木と木の間隔である
ことになります。

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから16.2ｍ先に１本というようにして考え
ると、518.4ｍ先までに全部で518.4÷16.2＝32本の木があるので、はじめの位置を
決める木の１本を加えて、32＋１＝33本植えられていることがわかります。

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。

1065.8 ｍ
一周まわって戻ってくる場合には、はじめの位置をきめる木は無いのと同じことに
なるので、14.6×73＝1065.8ｍが周りの長さになります。

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61周りの長さが、817.4ｍで、木の間隔が13.4ｍで、一周まわって戻ってくる場合には、はじ
めの位置を決める木はないのと同じことになるので、817.4÷13.4＝61本の木が植えられ
ていることになります。

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。

ｍ19周りの長さが、1064ｍで、木の本数が56本で、一周まわって戻ってくる場合には、はじ
めの位置を決める木はないのと同じことになるので、1064÷56＝19ｍ間隔で木が植え
られていることになります。

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。

cｍ578.9
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使わ
れずに、全体の長さに加わるので、（17.3－1.7)×37＋1.7＝578.9ｃｍができたテープの長
さになります。

(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57
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（645.3－1.2）÷（12.5-1.2）＝57本の紙テープがあ
ったことがわかります。

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。

cｍ23.3
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（695.3－2.3）÷33＋2.3＝23.3ｃｍ紙テープをつな
いだことがわかります。



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＝ 6.24 11.55÷21＝ 0.55

780×（１＋0.81）＝ 1411.8 620×（１－0.46）＝ 334.8

123.088÷3.14＝ 39.2

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。

904.2
1本目の木ははじめの位置を表します。ここから82.2ｍ先に１本というように、全
部で12－１＝11本の木があるので、82.2×（12－１）＝904.2ｍあることになりま
す。

(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。

30.4

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。

11

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから30.4ｍ先に１本というように、全
部で36－１＝35本の木があるので、1064÷（36－１）＝30.4ｍが木と木の間隔で
あることになります。

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから51.6ｍ先に１本というようにして考え
ると、516ｍ先までに全部で516÷51.6＝10本の木があるので、はじめの位置を決め
る木の１本を加えて、10＋１＝11本植えられていることがわかります。

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。

831.6 ｍ
一周まわって戻ってくる場合には、はじめの位置をきめる木は無いのと同じことに
なるので、39.6×21＝831.6ｍが周りの長さになります。

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74周りの長さが、1332ｍで、木の間隔が18ｍで、一周まわって戻ってくる場合には、はじめ
の位置を決める木はないのと同じことになるので、1332÷18＝74本の木が植えられている
ことになります。

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。

ｍ14.2周りの長さが、1221.2ｍで、木の本数が86本で、一周まわって戻ってくる場合には、は
じめの位置を決める木はないのと同じことになるので、1221.2÷86＝14.2ｍ間隔で木
が植えられていることになります。

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。

cｍ434.4
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使わ
れずに、全体の長さに加わるので、（19.2－1.9)×25＋1.9＝434.4ｃｍができたテープの長
さになります。

(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23
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（295.8－1.4）÷（14.2-1.4）＝23本の紙テープがあ
ったことがわかります。

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。

cｍ25.4
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（964.3－2.5）÷42＋2.5＝25.4ｃｍ紙テープをつな
いだことがわかります。



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＝ 9.18 29.25÷45＝ 0.65

850×（１＋0.17）＝ 994.5 290×（１－0.56）＝ 127.6

186.516÷3.14＝ 59.4

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。

1265.6
1本目の木ははじめの位置を表します。ここから22.6ｍ先に１本というように、全
部で57－１＝56本の木があるので、22.6×（57－１）＝1265.6ｍあることになりま
す。

(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。

22.4

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。

54

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから22.4ｍ先に１本というように、全
部で14－１＝13本の木があるので、291.2÷（14－１）＝22.4ｍが木と木の間隔
であることになります。

1本目の木ははじめの位置を表します。ここから24.6ｍ先に１本というようにして考え
ると、1303.8ｍ先までに全部で1303.8÷24.6＝53本の木があるので、はじめの位置
を決める木の１本を加えて、53＋１＝54本植えられていることがわかります。

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。

975.2 ｍ
一周まわって戻ってくる場合には、はじめの位置をきめる木は無いのと同じことに
なるので、18.4×53＝975.2ｍが周りの長さになります。

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17周りの長さが、778.6ｍで、木の間隔が45.8ｍで、一周まわって戻ってくる場合には、はじ
めの位置を決める木はないのと同じことになるので、778.6÷45.8＝17本の木が植えられ
ていることになります。

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。

ｍ22.2周りの長さが、1309.8ｍで、木の本数が59本で、一周まわって戻ってくる場合には、は
じめの位置を決める木はないのと同じことになるので、1309.8÷59＝22.2ｍ間隔で木
が植えられていることになります。

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。

cｍ992
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使わ
れずに、全体の長さに加わるので、（22.4－2.2)×49＋2.2＝992ｃｍができたテープの長さ
になります。

(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69
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（974.4－1.5）÷（15.6-1.5）＝69本の紙テープがあ
ったことがわかります。

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。

cｍ18.2
のりしろの分だけ、テープは短くなってつながっていきます。そして、最後ののりしろは使
われずに、全体の長さに加わるので、（461－1.8）÷28＋1.8＝18.2ｃｍ紙テープをつない
だことがわかります。


