
とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第1回

氏名 得点平均算の基本

人

点

点

Aグループは7人で、そのの平均は54点です。また、Bグループは5人で、その平均は96点です。このとき、全体の平均
は何になりますか。

71.5

総得点を求めて、総人数で割ることで全体の平均が求められるの
で、　（54×7＋96×5）÷（7＋5）＝71.5点が全体の平均になります
。

Aグループは5人で、その平均は96点です。またBグループは9人です。A・Bグループ全体の平均が73.5点のとき、Bグ
ループの平均点は何点になりますか。

61

総得点は73.5×（5＋9）＝1029、Aグループの総得点は、96×5＝480点で
すから、Bグループの総得点は　1029－480＝549点なので、Bグループの
平均は　549÷9＝61になります。

Aグループと、Bグループの合計人数は15人で、２つのグループ全体の平均は78.8点だそうです。また、Aグル
ープの平均は98点、Bグループの平均は50点であるとき、Aグループの人数は何人ですか。

9

全体の平均と全体の人数からA・B２つのグループの総得点は　78.8×15＝1182点で
す。面積図に必要な数を入れて、小さいほうの平均×総人数　50×15＝750点、これ
は総合計に1182－750＝432点だけたりません。これは、平均点の差×大きいほうの
平均の人数に当たるので、
平均が大きなほうの人数は432÷（98－50）＝9人となり、平均の小さなほうの人数は
、15－9＝6人となります。

１　次の各問に答えなさい。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Aは79、Bは64、Cは76、Dは80です。この４つの数の平均は何ですか。

74.75

（79＋64＋76＋80）＝74.75が平均になります。

Aは71、Bは68、Cは57でDはわかりませんが、この４つの数の平均は67.25です。このとき、Dは何になりますか。

73

４つの数の平均が67.25なので４つの数の和は67.25×４＝269　になるのでDはこの４つの数
の和から、残りの３つの数の和を引けばよいことになるので　269－（71＋68＋57）＝73がDに
なります。

AとBの和が134、BとCの和が135で、AとCの和は145で、Dはわかりませんが、A・B・C・Dの平均は、69.75です。こ
のときDは何ですか。

72

4つの数の和は69.75×４＝279で、A＋B、B＋C、A＋Cの和の合計は、A・B・Cの2
倍にあたるので、　（134＋135＋145）÷２＝207　となり、4つの和の279からこれを
引けばDになるので、Dは　279－207＝72になります。

50

98

98－50＝48

15

1182



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第2回

氏名 得点平均算の基本

人

点

点

Aグループは5人で、そのの平均は96点です。また、Bグループは6人で、その平均は74点です。このとき、全体の平均
は何になりますか。

84

総得点を求めて、総人数で割ることで全体の平均が求められるの
で、　（96×5＋74×6）÷（5＋6）＝84点が全体の平均になります。

Aグループは7人で、その平均は82点です。またBグループは5人です。A・Bグループ全体の平均が88.25点のとき、B
グループの平均点は何点になりますか。

97

総得点は88.25×（7＋5）＝1059、Aグループの総得点は、82×7＝574点で
すから、Bグループの総得点は　1059－574＝485点なので、Bグループの
平均は　485÷5＝97になります。

Aグループと、Bグループの合計人数は16人で、２つのグループ全体の平均は87.25点だそうです。また、Aグル
ープの平均は76点、Bグループの平均は96点であるとき、Aグループの人数は何人ですか。

7

全体の平均と全体の人数からA・B２つのグループの総得点は　87.25×16＝1396点
です。面積図に必要な数を入れて、小さいほうの平均×総人数　76×16＝1216点、
これは総合計に1396－1216＝180点だけたりません。これは、平均点の差×大きい
ほうの平均の人数に当たるので、
平均が大きなほうの人数は180÷（96－76）＝9人となり、平均の小さなほうの人数は
、16－9＝7人となります。

１　次の各問に答えなさい。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Aは80、Bは62、Cは57、Dは82です。この４つの数の平均は何ですか。

70.25

（80＋62＋57＋82）＝70.25が平均になります。

Aは72、Bは64、Cは65でDはわかりませんが、この４つの数の平均は68.25です。このとき、Dは何になりますか。

72

４つの数の平均が68.25なので４つの数の和は68.25×４＝273　になるのでDはこの４つの数
の和から、残りの３つの数の和を引けばよいことになるので　273－（72＋64＋65）＝72がDに
なります。

AとBの和が144、BとCの和が143で、AとCの和は147で、Dはわかりませんが、A・B・C・Dの平均は、72.75です。こ
のときDは何ですか。

74

4つの数の和は72.75×４＝291で、A＋B、B＋C、A＋Cの和の合計は、A・B・Cの2
倍にあたるので、　（144＋143＋147）÷２＝217　となり、4つの和の291からこれを
引けばDになるので、Dは　291－217＝74になります。

76

96

96－76＝20

16

1396



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第3回

氏名 得点平均算の基本

人

点

点

Aグループは9人で、そのの平均は80点です。また、Bグループは6人で、その平均は86点です。このとき、全体の平均
は何になりますか。

82.4

総得点を求めて、総人数で割ることで全体の平均が求められるの
で、　（80×9＋86×6）÷（9＋6）＝82.4点が全体の平均になります
。

Aグループは6人で、その平均は57点です。またBグループは9人です。A・Bグループ全体の平均が54.6点のとき、Bグ
ループの平均点は何点になりますか。

53

総得点は54.6×（6＋9）＝819、Aグループの総得点は、57×6＝342点です
から、Bグループの総得点は　819－342＝477点なので、Bグループの平均
は　477÷9＝53になります。

Aグループと、Bグループの合計人数は14人で、２つのグループ全体の平均は69点だそうです。また、Aグルー
プの平均は78点、Bグループの平均は57点であるとき、Aグループの人数は何人ですか。

8

全体の平均と全体の人数からA・B２つのグループの総得点は　69×14＝966点です
。面積図に必要な数を入れて、小さいほうの平均×総人数　57×14＝798点、これは
総合計に966－798＝168点だけたりません。これは、平均点の差×大きいほうの平均
の人数に当たるので、
平均が大きなほうの人数は168÷（78－57）＝8人となり、平均の小さなほうの人数は
、14－8＝6人となります。

１　次の各問に答えなさい。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Aは72、Bは63、Cは51、Dは72です。この４つの数の平均は何ですか。

64.5

（72＋63＋51＋72）＝64.5が平均になります。

Aは74、Bは62、Cは75でDはわかりませんが、この４つの数の平均は71.75です。このとき、Dは何になりますか。

76

４つの数の平均が71.75なので４つの数の和は71.75×４＝287　になるのでDはこの４つの数
の和から、残りの３つの数の和を引けばよいことになるので　287－（74＋62＋75）＝76がDに
なります。

AとBの和が140、BとCの和が143で、AとCの和は147で、Dはわかりませんが、A・B・C・Dの平均は、71.75です。こ
のときDは何ですか。

72

4つの数の和は71.75×４＝287で、A＋B、B＋C、A＋Cの和の合計は、A・B・Cの2
倍にあたるので、　（140＋143＋147）÷２＝215　となり、4つの和の287からこれを
引けばDになるので、Dは　287－215＝72になります。

57

78

78－57＝21

14

966



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第4回

氏名 得点平均算の基本

人

点

点

Aグループは6人で、そのの平均は66点です。また、Bグループは9人で、その平均は95点です。このとき、全体の平均
は何になりますか。

83.4

総得点を求めて、総人数で割ることで全体の平均が求められるの
で、　（66×6＋95×9）÷（6＋9）＝83.4点が全体の平均になります
。

Aグループは5人で、その平均は65点です。またBグループは8人です。A・Bグループ全体の平均が73点のとき、Bグ
ループの平均点は何点になりますか。

78

総得点は73×（5＋8）＝949、Aグループの総得点は、65×5＝325点です
から、Bグループの総得点は　949－325＝624点なので、Bグループの平均
は　624÷8＝78になります。

Aグループと、Bグループの合計人数は13人で、２つのグループ全体の平均は83点だそうです。また、Aグルー
プの平均は76点、Bグループの平均は89点であるとき、Aグループの人数は何人ですか。

6

全体の平均と全体の人数からA・B２つのグループの総得点は　83×13＝1079点で
す。面積図に必要な数を入れて、小さいほうの平均×総人数　76×13＝988点、これ
は総合計に1079－988＝91点だけたりません。これは、平均点の差×大きいほうの平
均の人数に当たるので、
平均が大きなほうの人数は91÷（89－76）＝7人となり、平均の小さなほうの人数は、
13－7＝6人となります。

１　次の各問に答えなさい。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Aは71、Bは60、Cは51、Dは73です。この４つの数の平均は何ですか。

63.75

（71＋60＋51＋73）＝63.75が平均になります。

Aは72、Bは66、Cは51でDはわかりませんが、この４つの数の平均は65.25です。このとき、Dは何になりますか。

72

４つの数の平均が65.25なので４つの数の和は65.25×４＝261　になるのでDはこの４つの数
の和から、残りの３つの数の和を引けばよいことになるので　261－（72＋66＋51）＝72がDに
なります。

AとBの和が140、BとCの和が122で、AとCの和は130で、Dはわかりませんが、A・B・C・Dの平均は、68です。この
ときDは何ですか。

76

4つの数の和は68×４＝272で、A＋B、B＋C、A＋Cの和の合計は、A・B・Cの2倍
にあたるので、　（140＋122＋130）÷２＝196　となり、4つの和の272からこれを引
けばDになるので、Dは　272－196＝76になります。

76

89

89－76＝13

13

1079



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第5回

氏名 得点平均算の基本

人

点

点

Aグループは6人で、そのの平均は58点です。また、Bグループは9人で、その平均は62点です。このとき、全体の平均
は何になりますか。

60.4

総得点を求めて、総人数で割ることで全体の平均が求められるの
で、　（58×6＋62×9）÷（6＋9）＝60.4点が全体の平均になります
。

Aグループは6人で、その平均は58点です。またBグループは8人です。A・Bグループ全体の平均が78点のとき、Bグ
ループの平均点は何点になりますか。

93

総得点は78×（6＋8）＝1092、Aグループの総得点は、58×6＝348点です
から、Bグループの総得点は　1092－348＝744点なので、Bグループの平
均は　744÷8＝93になります。

Aグループと、Bグループの合計人数は14人で、２つのグループ全体の平均は72点だそうです。また、Aグルー
プの平均は77点、Bグループの平均は63点であるとき、Aグループの人数は何人ですか。

9

全体の平均と全体の人数からA・B２つのグループの総得点は　72×14＝1008点で
す。面積図に必要な数を入れて、小さいほうの平均×総人数　63×14＝882点、これ
は総合計に1008－882＝126点だけたりません。これは、平均点の差×大きいほうの
平均の人数に当たるので、
平均が大きなほうの人数は126÷（77－63）＝9人となり、平均の小さなほうの人数は
、14－9＝5人となります。

１　次の各問に答えなさい。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Aは73、Bは68、Cは61、Dは74です。この４つの数の平均は何ですか。

69

（73＋68＋61＋74）＝69が平均になります。

Aは74、Bは64、Cは61でDはわかりませんが、この４つの数の平均は68.75です。このとき、Dは何になりますか。

76

４つの数の平均が68.75なので４つの数の和は68.75×４＝275　になるのでDはこの４つの数
の和から、残りの３つの数の和を引けばよいことになるので　275－（74＋64＋61）＝76がDに
なります。

AとBの和が138、BとCの和が140で、AとCの和は154で、Dはわかりませんが、A・B・C・Dの平均は、73.25です。こ
のときDは何ですか。

77

4つの数の和は73.25×４＝293で、A＋B、B＋C、A＋Cの和の合計は、A・B・Cの2
倍にあたるので、　（138＋140＋154）÷２＝216　となり、4つの和の293からこれを
引けばDになるので、Dは　293－216＝77になります。

63

77

77－63＝14

14

1008



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第6回

氏名 得点平均算の基本

人

点

点

Aグループは8人で、そのの平均は64点です。また、Bグループは6人で、その平均は57点です。このとき、全体の平均
は何になりますか。

61

総得点を求めて、総人数で割ることで全体の平均が求められるの
で、　（64×8＋57×6）÷（8＋6）＝61点が全体の平均になります。

Aグループは6人で、その平均は87点です。またBグループは7人です。A・Bグループ全体の平均が80点のとき、Bグ
ループの平均点は何点になりますか。

74

総得点は80×（6＋7）＝1040、Aグループの総得点は、87×6＝522点です
から、Bグループの総得点は　1040－522＝518点なので、Bグループの平
均は　518÷7＝74になります。

Aグループと、Bグループの合計人数は16人で、２つのグループ全体の平均は66.75点だそうです。また、Aグル
ープの平均は87点、Bグループの平均は51点であるとき、Aグループの人数は何人ですか。

7

全体の平均と全体の人数からA・B２つのグループの総得点は　66.75×16＝1068点
です。面積図に必要な数を入れて、小さいほうの平均×総人数　51×16＝816点、こ
れは総合計に1068－816＝252点だけたりません。これは、平均点の差×大きいほう
の平均の人数に当たるので、
平均が大きなほうの人数は252÷（87－51）＝7人となり、平均の小さなほうの人数は
、16－7＝9人となります。

１　次の各問に答えなさい。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Aは70、Bは68、Cは71、Dは71です。この４つの数の平均は何ですか。

70

（70＋68＋71＋71）＝70が平均になります。

Aは79、Bは65、Cは62でDはわかりませんが、この４つの数の平均は71.5です。このとき、Dは何になりますか。

80

４つの数の平均が71.5なので４つの数の和は71.5×４＝286　になるのでDはこの４つの数の
和から、残りの３つの数の和を引けばよいことになるので　286－（79＋65＋62）＝80がDになり
ます。

AとBの和が148、BとCの和が148で、AとCの和は156で、Dはわかりませんが、A・B・C・Dの平均は、76.25です。こ
のときDは何ですか。

79

4つの数の和は76.25×４＝305で、A＋B、B＋C、A＋Cの和の合計は、A・B・Cの2
倍にあたるので、　（148＋148＋156）÷２＝226　となり、4つの和の305からこれを
引けばDになるので、Dは　305－226＝79になります。

51

87

87－51＝36

16

1068



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第7回

氏名 得点平均算の基本

人

点

点

Aグループは9人で、そのの平均は90点です。また、Bグループは6人で、その平均は57点です。このとき、全体の平均
は何になりますか。

76.8

総得点を求めて、総人数で割ることで全体の平均が求められるの
で、　（90×9＋57×6）÷（9＋6）＝76.8点が全体の平均になります
。

Aグループは9人で、その平均は93点です。またBグループは6人です。A・Bグループ全体の平均が94.6点のとき、Bグ
ループの平均点は何点になりますか。

97

総得点は94.6×（9＋6）＝1419、Aグループの総得点は、93×9＝837点で
すから、Bグループの総得点は　1419－837＝582点なので、Bグループの
平均は　582÷6＝97になります。

Aグループと、Bグループの合計人数は15人で、２つのグループ全体の平均は96.6点だそうです。また、Aグル
ープの平均は97点、Bグループの平均は96点であるとき、Aグループの人数は何人ですか。

9

全体の平均と全体の人数からA・B２つのグループの総得点は　96.6×15＝1449点で
す。面積図に必要な数を入れて、小さいほうの平均×総人数　96×15＝1440点、こ
れは総合計に1449－1440＝9点だけたりません。これは、平均点の差×大きいほうの
平均の人数に当たるので、
平均が大きなほうの人数は9÷（97－96）＝9人となり、平均の小さなほうの人数は、1
5－9＝6人となります。

１　次の各問に答えなさい。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Aは71、Bは67、Cは52、Dは73です。この４つの数の平均は何ですか。

65.75

（71＋67＋52＋73）＝65.75が平均になります。

Aは80、Bは63、Cは72でDはわかりませんが、この４つの数の平均は74.25です。このとき、Dは何になりますか。

82

４つの数の平均が74.25なので４つの数の和は74.25×４＝297　になるのでDはこの４つの数
の和から、残りの３つの数の和を引けばよいことになるので　297－（80＋63＋72）＝82がDに
なります。

AとBの和が134、BとCの和が126で、AとCの和は140で、Dはわかりませんが、A・B・C・Dの平均は、69です。この
ときDは何ですか。

76

4つの数の和は69×４＝276で、A＋B、B＋C、A＋Cの和の合計は、A・B・Cの2倍
にあたるので、　（134＋126＋140）÷２＝200　となり、4つの和の276からこれを引
けばDになるので、Dは　276－200＝76になります。

96

97

97－96＝1

15

1449



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第8回

氏名 得点平均算の基本

人

点

点

Aグループは6人で、そのの平均は61点です。また、Bグループは9人で、その平均は75点です。このとき、全体の平均
は何になりますか。

69.4

総得点を求めて、総人数で割ることで全体の平均が求められるの
で、　（61×6＋75×9）÷（6＋9）＝69.4点が全体の平均になります
。

Aグループは6人で、その平均は53点です。またBグループは5人です。A・Bグループ全体の平均が58点のとき、Bグ
ループの平均点は何点になりますか。

64

総得点は58×（6＋5）＝638、Aグループの総得点は、53×6＝318点です
から、Bグループの総得点は　638－318＝320点なので、Bグループの平均
は　320÷5＝64になります。

Aグループと、Bグループの合計人数は15人で、２つのグループ全体の平均は81.4点だそうです。また、Aグル
ープの平均は64点、Bグループの平均は93点であるとき、Aグループの人数は何人ですか。

6

全体の平均と全体の人数からA・B２つのグループの総得点は　81.4×15＝1221点で
す。面積図に必要な数を入れて、小さいほうの平均×総人数　64×15＝960点、これ
は総合計に1221－960＝261点だけたりません。これは、平均点の差×大きいほうの
平均の人数に当たるので、
平均が大きなほうの人数は261÷（93－64）＝9人となり、平均の小さなほうの人数は
、15－9＝6人となります。

１　次の各問に答えなさい。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Aは76、Bは65、Cは74、Dは77です。この４つの数の平均は何ですか。

73

（76＋65＋74＋77）＝73が平均になります。

Aは80、Bは65、Cは74でDはわかりませんが、この４つの数の平均は75.25です。このとき、Dは何になりますか。

82

４つの数の平均が75.25なので４つの数の和は75.25×４＝301　になるのでDはこの４つの数
の和から、残りの３つの数の和を引けばよいことになるので　301－（80＋65＋74）＝82がDに
なります。

AとBの和が144、BとCの和が126で、AとCの和は138で、Dはわかりませんが、A・B・C・Dの平均は、70.5です。こ
のときDは何ですか。

78

4つの数の和は70.5×４＝282で、A＋B、B＋C、A＋Cの和の合計は、A・B・Cの2
倍にあたるので、　（144＋126＋138）÷２＝204　となり、4つの和の282からこれを
引けばDになるので、Dは　282－204＝78になります。

64

93

93－64＝29

15

1221



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第9回

氏名 得点平均算の基本

人

点

点

Aグループは7人で、そのの平均は80点です。また、Bグループは5人で、その平均は62点です。このとき、全体の平均
は何になりますか。

72.5

総得点を求めて、総人数で割ることで全体の平均が求められるの
で、　（80×7＋62×5）÷（7＋5）＝72.5点が全体の平均になります
。

Aグループは5人で、その平均は57点です。またBグループは6人です。A・Bグループ全体の平均が69点のとき、Bグ
ループの平均点は何点になりますか。

79

総得点は69×（5＋6）＝759、Aグループの総得点は、57×5＝285点です
から、Bグループの総得点は　759－285＝474点なので、Bグループの平均
は　474÷6＝79になります。

Aグループと、Bグループの合計人数は14人で、２つのグループ全体の平均は70点だそうです。また、Aグルー
プの平均は86点、Bグループの平均は58点であるとき、Aグループの人数は何人ですか。

6

全体の平均と全体の人数からA・B２つのグループの総得点は　70×14＝980点です
。面積図に必要な数を入れて、小さいほうの平均×総人数　58×14＝812点、これは
総合計に980－812＝168点だけたりません。これは、平均点の差×大きいほうの平均
の人数に当たるので、
平均が大きなほうの人数は168÷（86－58）＝6人となり、平均の小さなほうの人数は
、14－6＝8人となります。

１　次の各問に答えなさい。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Aは78、Bは63、Cは55、Dは78です。この４つの数の平均は何ですか。

68.5

（78＋63＋55＋78）＝68.5が平均になります。

Aは72、Bは64、Cは55でDはわかりませんが、この４つの数の平均は65.75です。このとき、Dは何になりますか。

72

４つの数の平均が65.75なので４つの数の和は65.75×４＝263　になるのでDはこの４つの数
の和から、残りの３つの数の和を引けばよいことになるので　263－（72＋64＋55）＝72がDに
なります。

AとBの和が134、BとCの和が134で、AとCの和は140で、Dはわかりませんが、A・B・C・Dの平均は、68.75です。こ
のときDは何ですか。

71

4つの数の和は68.75×４＝275で、A＋B、B＋C、A＋Cの和の合計は、A・B・Cの2
倍にあたるので、　（134＋134＋140）÷２＝204　となり、4つの和の275からこれを
引けばDになるので、Dは　275－204＝71になります。

58

86

86－58＝28

14

980



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第10回

氏名 得点平均算の基本

人

点

点

Aグループは6人で、そのの平均は61点です。また、Bグループは9人で、その平均は91点です。このとき、全体の平均
は何になりますか。

79

総得点を求めて、総人数で割ることで全体の平均が求められるの
で、　（61×6＋91×9）÷（6＋9）＝79点が全体の平均になります。

Aグループは6人で、その平均は76点です。またBグループは9人です。A・Bグループ全体の平均が75.4点のとき、Bグ
ループの平均点は何点になりますか。

75

総得点は75.4×（6＋9）＝1131、Aグループの総得点は、76×6＝456点で
すから、Bグループの総得点は　1131－456＝675点なので、Bグループの
平均は　675÷9＝75になります。

Aグループと、Bグループの合計人数は12人で、２つのグループ全体の平均は64.5点だそうです。また、Aグル
ープの平均は54点、Bグループの平均は72点であるとき、Aグループの人数は何人ですか。

5

全体の平均と全体の人数からA・B２つのグループの総得点は　64.5×12＝774点で
す。面積図に必要な数を入れて、小さいほうの平均×総人数　54×12＝648点、これ
は総合計に774－648＝126点だけたりません。これは、平均点の差×大きいほうの平
均の人数に当たるので、
平均が大きなほうの人数は126÷（72－54）＝7人となり、平均の小さなほうの人数は
、12－7＝5人となります。

１　次の各問に答えなさい。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Aは80、Bは69、Cは54、Dは82です。この４つの数の平均は何ですか。

71.25

（80＋69＋54＋82）＝71.25が平均になります。

Aは72、Bは66、Cは66でDはわかりませんが、この４つの数の平均は69です。このとき、Dは何になりますか。

72

４つの数の平均が69なので４つの数の和は69×４＝276　になるのでDはこの４つの数の和か
ら、残りの３つの数の和を引けばよいことになるので　276－（72＋66＋66）＝72がDになります
。

AとBの和が138、BとCの和が119で、AとCの和は131で、Dはわかりませんが、A・B・C・Dの平均は、67.25です。こ
のときDは何ですか。

75

4つの数の和は67.25×４＝269で、A＋B、B＋C、A＋Cの和の合計は、A・B・Cの2
倍にあたるので、　（138＋119＋131）÷２＝194　となり、4つの和の269からこれを
引けばDになるので、Dは　269－194＝75になります。

54

72

72－54＝18

12

774


