
とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第1111回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

450円に対する540円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

1.2

％
120

940円の20％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　540÷450＝1.2.にな
ります。また％にするには１００倍するので　1.2×100＝120％になり
ます。

188 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　940×0.2＝188円となります。

150円が、持っているお金の20％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

750 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「150円が20％」というこの文の「150
円が」には、「全体の中の150円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

150÷0.2＝750円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩12ｇを水388ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

3 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　12÷（12＋388）×100＝3％になります。

14％の食塩水が950ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

133 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は950ｇの0.14にあたると読みかえて　950×0.14＝133ｇの食塩が溶けている
ことがわかります。

食塩123ｇを用意して、これで15％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水がで
きますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

820 ｇ 697 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、123が0.15に
あたると読みかえて、123÷0.15＝820ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　820-123＝697ｇになります。

長さ350ｃｍのリボンから665cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたりますか
。 190

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　665÷350×100＝190％になります。

550ｃｍのリボンから、10％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

55 ｃｍ
全体の10％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは550ｃｍの0.1にあたると
読みかえて、　550×0.1＝55cmになります。

ある長さのリボンから全体の90％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは414cmでした。こ
のリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

460 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が90％ですから、切り取ったリボンの長である4
14ｃｍが0.9にあたると読みかえて　414÷0.9＝460ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第2222回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

560円に対する504円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

0.9

％
90

108円の50％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　504÷560＝0.9.にな
ります。また％にするには１００倍するので　0.9×100＝90％になり
ます。

54 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　108×0.5＝54円となります。

52円が、持っているお金の10％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

520 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「52円が10％」というこの文の「52円
が」には、「全体の中の52円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元にす
る量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

52÷0.1＝520円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩95ｇを水405ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

19 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　95÷（95＋405）×100＝19％になります。

20％の食塩水が305ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

61 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は305ｇの0.2にあたると読みかえて　305×0.2＝61ｇの食塩が溶けていること
がわかります。

食塩190ｇを用意して、これで20％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水がで
きますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

950 ｇ 760 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、190が0.2にあ
たると読みかえて、190÷0.2＝950ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　950-190＝760ｇになります。

長さ370ｃｍのリボンから333cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたりますか
。 90

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　333÷370×100＝90％になります。

565ｃｍのリボンから、240％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

1356 ｃｍ
全体の240％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは565ｃｍの2.4にあたる
と読みかえて、　565×2.4＝1356cmになります。

ある長さのリボンから全体の60％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは288cmでした。こ
のリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

480 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が60％ですから、切り取ったリボンの長である2
88ｃｍが0.6にあたると読みかえて　288÷0.6＝480ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第3333回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

385円に対する462円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

1.2

％
120

240円の10％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　462÷385＝1.2.にな
ります。また％にするには１００倍するので　1.2×100＝120％になり
ます。

24 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　240×0.1＝24円となります。

259円が、持っているお金の50％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

518 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「259円が50％」というこの文の「259
円が」には、「全体の中の259円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

259÷0.5＝518円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩129ｇを水516ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

20 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　129÷（129＋516）×100＝20％になります。

4％の食塩水が450ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

18 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は450ｇの0.04にあたると読みかえて　450×0.04＝18ｇの食塩が溶けている
ことがわかります。

食塩96ｇを用意して、これで12％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水ができ
ますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

800 ｇ 704 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、96が0.12にあ
たると読みかえて、96÷0.12＝800ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　800-96＝704ｇになります。

長さ390ｃｍのリボンから234cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたりますか
。 60

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　234÷390×100＝60％になります。

585ｃｍのリボンから、180％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

1053 ｃｍ
全体の180％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは585ｃｍの1.8にあたる
と読みかえて、　585×1.8＝1053cmになります。

ある長さのリボンから全体の80％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは4cmでした。この
リボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

5 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が80％ですから、切り取ったリボンの長である4
ｃｍが0.8にあたると読みかえて　4÷0.8＝5ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第4444回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

620円に対する496円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

0.8

％
80

730円の10％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　496÷620＝0.8.にな
ります。また％にするには１００倍するので　0.8×100＝80％になり
ます。

73 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　730×0.1＝73円となります。

76円が、持っているお金の80％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

95 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「76円が80％」というこの文の「76円
が」には、「全体の中の76円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元にす
る量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

76÷0.8＝95円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩19ｇを水171ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

10 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　19÷（19＋171）×100＝10％になります。

20％の食塩水が570ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

114 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は570ｇの0.2にあたると読みかえて　570×0.2＝114ｇの食塩が溶けているこ
とがわかります。

食塩187ｇを用意して、これで20％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水がで
きますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

935 ｇ 748 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、187が0.2にあ
たると読みかえて、187÷0.2＝935ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　935-187＝748ｇになります。

長さ405ｃｍのリボンから81cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたりますか
。 20

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　81÷405×100＝20％になります。

60ｃｍのリボンから、160％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

96 ｃｍ
全体の160％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは60ｃｍの1.6にあたると
読みかえて、　60×1.6＝96cmになります。

ある長さのリボンから全体の200％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは1022cmでした。
このリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

511 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が200％ですから、切り取ったリボンの長である
1022ｃｍが2にあたると読みかえて　1022÷2＝511ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第5555回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

735円に対する882円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

1.2

％
120

560円の40％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　882÷735＝1.2.にな
ります。また％にするには１００倍するので　1.2×100＝120％になり
ます。

224 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　560×0.4＝224円となります。

363円が、持っているお金の50％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

726 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「363円が50％」というこの文の「363
円が」には、「全体の中の363円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

363÷0.5＝726円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩35ｇを水215ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

14 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　35÷（35＋215）×100＝14％になります。

8％の食塩水が700ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

56 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は700ｇの0.08にあたると読みかえて　700×0.08＝56ｇの食塩が溶けている
ことがわかります。

食塩62ｇを用意して、これで20％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水ができ
ますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

310 ｇ 248 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、62が0.2にあ
たると読みかえて、62÷0.2＝310ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　310-62＝248ｇになります。

長さ422ｃｍのリボンから844cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたりますか
。 200

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　844÷422×100＝200％になります。

620ｃｍのリボンから、130％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

806 ｃｍ
全体の130％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは620ｃｍの1.3にあたる
と読みかえて、　620×1.3＝806cmになります。

ある長さのリボンから全体の190％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは1007cmでした。
このリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

530 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が190％ですから、切り取ったリボンの長である
1007ｃｍが1.9にあたると読みかえて　1007÷1.9＝530ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第6666回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

180円に対する144円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

0.8

％
80

548円の50％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　144÷180＝0.8.にな
ります。また％にするには１００倍するので　0.8×100＝80％になり
ます。

274 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　548×0.5＝274円となります。

1190円が、持っているお金の140％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

850 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「1190円が140％」というこの文の「1
190円が」には、「全体の中の1190円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから
、元にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使

1190÷1.4＝850円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩2ｇを水38ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

5 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　2÷（2＋38）×100＝5％になります。

5％の食塩水が140ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

7 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は140ｇの0.05にあたると読みかえて　140×0.05＝7ｇの食塩が溶けているこ
とがわかります。

食塩36ｇを用意して、これで8％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水ができ
ますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

450 ｇ 414 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、36が0.08にあ
たると読みかえて、36÷0.08＝450ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　450-36＝414ｇになります。

長さ44ｃｍのリボンから88cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたりますか。
200

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　88÷44×100＝200％になります。

640ｃｍのリボンから、90％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

576 ｃｍ
全体の90％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは640ｃｍの0.9にあたると
読みかえて、　640×0.9＝576cmになります。

ある長さのリボンから全体の120％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは660cmでした。こ
のリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

550 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が120％ですから、切り取ったリボンの長である
660ｃｍが1.2にあたると読みかえて　660÷1.2＝550ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第7777回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

900円に対する360円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

0.4

％
40

505円の20％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　360÷900＝0.4.にな
ります。また％にするには１００倍するので　0.4×100＝40％になり
ます。

101 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　505×0.2＝101円となります。

288円が、持っているお金の50％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

576 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「288円が50％」というこの文の「288
円が」には、「全体の中の288円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

288÷0.5＝576円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩65ｇを水435ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

13 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　65÷（65＋435）×100＝13％になります。

20％の食塩水が700ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

140 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は700ｇの0.2にあたると読みかえて　700×0.2＝140ｇの食塩が溶けているこ
とがわかります。

食塩46ｇを用意して、これで8％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水ができ
ますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

575 ｇ 529 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、46が0.08にあ
たると読みかえて、46÷0.08＝575ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　575-46＝529ｇになります。

長さ880ｃｍのリボンから616cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたりますか
。 70

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　616÷880×100＝70％になります。

658ｃｍのリボンから、50％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

329 ｃｍ
全体の50％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは658ｃｍの0.5にあたると
読みかえて、　658×0.5＝329cmになります。

ある長さのリボンから全体の20％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは114cmでした。こ
のリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

570 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が20％ですから、切り取ったリボンの長である1
14ｃｍが0.2にあたると読みかえて　114÷0.2＝570ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第8888回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

950円に対する1045円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか

1.1

％
110

140円の60％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　1045÷950＝1.1.に
なります。また％にするには１００倍するので　1.1×100＝110％にな
ります。

84 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　140×0.6＝84円となります。

770円が、持っているお金の110％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

700 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「770円が110％」というこの文の「77
0円が」には、「全体の中の770円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

770÷1.1＝700円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩126ｇを水504ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

20 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　126÷（126＋504）×100＝20％になります。

10％の食塩水が840ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

84 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は840ｇの0.1にあたると読みかえて　840×0.1＝84ｇの食塩が溶けていること
がわかります。

食塩70ｇを用意して、これで10％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水ができ
ますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

700 ｇ 630 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、70が0.1にあ
たると読みかえて、70÷0.1＝700ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　700-70＝630ｇになります。

長さ90ｃｍのリボンから45cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたりますか。
50

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　45÷90×100＝50％になります。

676ｃｍのリボンから、150％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

1014 ｃｍ
全体の150％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは676ｃｍの1.5にあたる
と読みかえて、　676×1.5＝1014cmになります。

ある長さのリボンから全体の200％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは1176cmでした。
このリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

588 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が200％ですから、切り取ったリボンの長である
1176ｃｍが2にあたると読みかえて　1176÷2＝588ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第9999回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

280円に対する84円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

0.3

％
30

925円の120％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　84÷280＝0.3.になり
ます。また％にするには１００倍するので　0.3×100＝30％になりま
す。

1110 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　925×1.2＝1110円となります。

304円が、持っているお金の50％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

608 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「304円が50％」というこの文の「304
円が」には、「全体の中の304円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

304÷0.5＝608円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩39ｇを水261ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

13 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　39÷（39＋261）×100＝13％になります。

12％の食塩水が975ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

117 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は975ｇの0.12にあたると読みかえて　975×0.12＝117ｇの食塩が溶けている
ことがわかります。

食塩16ｇを用意して、これで10％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水ができ
ますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

160 ｇ 144 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、16が0.1にあ
たると読みかえて、16÷0.1＝160ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　160-16＝144ｇになります。

長さ915ｃｍのリボンから183cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたりますか
。 20

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　183÷915×100＝20％になります。

695ｃｍのリボンから、220％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

1529 ｃｍ
全体の220％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは695ｃｍの2.2にあたる
と読みかえて、　695×2.2＝1529cmになります。

ある長さのリボンから全体の50％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは301cmでした。こ
のリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

602 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が50％ですから、切り取ったリボンの長である3
01ｃｍが0.5にあたると読みかえて　301÷0.5＝602ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第10101010回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

470円に対する517円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

1.1

％
110

924円の50％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　517÷470＝1.1.にな
ります。また％にするには１００倍するので　1.1×100＝110％になり
ます。

462 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　924×0.5＝462円となります。

204円が、持っているお金の80％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

255 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「204円が80％」というこの文の「204
円が」には、「全体の中の204円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

204÷0.8＝255円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩86ｇを水344ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

20 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　86÷（86＋344）×100＝20％になります。

16％の食塩水が300ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

48 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は300ｇの0.16にあたると読みかえて　300×0.16＝48ｇの食塩が溶けている
ことがわかります。

食塩145ｇを用意して、これで20％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水がで
きますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

725 ｇ 580 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、145が0.2にあ
たると読みかえて、145÷0.2＝725ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　725-145＝580ｇになります。

長さ933ｃｍのリボンから1866cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたります
か。 200

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　1866÷933×100＝200％になります。

710ｃｍのリボンから、200％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

1420 ｃｍ
全体の200％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは710ｃｍの2にあたると
読みかえて、　710×2＝1420cmになります。

ある長さのリボンから全体の230％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは1426cmでした。
このリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

620 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が230％ですから、切り取ったリボンの長である
1426ｃｍが2.3にあたると読みかえて　1426÷2.3＝620ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第11111111回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

885円に対する177円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

0.2

％
20

190円の40％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　177÷885＝0.2.にな
ります。また％にするには１００倍するので　0.2×100＝20％になり
ます。

76 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　190×0.4＝76円となります。

308円が、持っているお金の140％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

220 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「308円が140％」というこの文の「30
8円が」には、「全体の中の308円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

308÷1.4＝220円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩99ｇを水451ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

18 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　99÷（99＋451）×100＝18％になります。

10％の食塩水が440ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

44 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は440ｇの0.1にあたると読みかえて　440×0.1＝44ｇの食塩が溶けていること
がわかります。

食塩170ｇを用意して、これで20％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水がで
きますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

850 ｇ 680 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、170が0.2にあ
たると読みかえて、170÷0.2＝850ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　850-170＝680ｇになります。

長さ950ｃｍのリボンから2185cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたります
か。 230

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　2185÷950×100＝230％になります。

730ｃｍのリボンから、160％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

1168 ｃｍ
全体の160％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは730ｃｍの1.6にあたる
と読みかえて、　730×1.6＝1168cmになります。

ある長さのリボンから全体の200％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは1280cmでした。
このリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

640 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が200％ですから、切り取ったリボンの長である
1280ｃｍが2にあたると読みかえて　1280÷2＝640ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第12121212回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

450円に対する270円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

0.6

％
60

290円の50％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　270÷450＝0.6.にな
ります。また％にするには１００倍するので　0.6×100＝60％になり
ます。

145 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　290×0.5＝145円となります。

158円が、持っているお金の50％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

316 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「158円が50％」というこの文の「158
円が」には、「全体の中の158円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

158÷0.5＝316円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩7ｇを水63ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

10 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　7÷（7＋63）×100＝10％になります。

5％の食塩水が560ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

28 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は560ｇの0.05にあたると読みかえて　560×0.05＝28ｇの食塩が溶けている
ことがわかります。

食塩37ｇを用意して、これで5％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水ができ
ますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

740 ｇ 703 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、37が0.05にあ
たると読みかえて、37÷0.05＝740ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　740-37＝703ｇになります。

長さ970ｃｍのリボンから1358cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたります
か。 140

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　1358÷970×100＝140％になります。

750ｃｍのリボンから、80％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

600 ｃｍ
全体の80％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは750ｃｍの0.8にあたると
読みかえて、　750×0.8＝600cmになります。

ある長さのリボンから全体の60％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは396cmでした。こ
のリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

660 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が60％ですから、切り取ったリボンの長である3
96ｃｍが0.6にあたると読みかえて　396÷0.6＝660ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第13131313回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

140円に対する112円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

0.8

％
80

270円の70％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　112÷140＝0.8.にな
ります。また％にするには１００倍するので　0.8×100＝80％になり
ます。

189 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　270×0.7＝189円となります。

234円が、持っているお金の40％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

585 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「234円が40％」というこの文の「234
円が」には、「全体の中の234円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

234÷0.4＝585円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩33ｇを水792ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

4 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　33÷（33＋792）×100＝4％になります。

2％の食塩水が700ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

14 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は700ｇの0.02にあたると読みかえて　700×0.02＝14ｇの食塩が溶けている
ことがわかります。

食塩129ｇを用意して、これで15％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水がで
きますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

860 ｇ 731 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、129が0.15に
あたると読みかえて、129÷0.15＝860ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　860-129＝731ｇになります。

長さ990ｃｍのリボンから1089cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたります
か。 110

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　1089÷990×100＝110％になります。

768ｃｍのリボンから、200％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

1536 ｃｍ
全体の200％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは768ｃｍの2にあたると
読みかえて、　768×2＝1536cmになります。

ある長さのリボンから全体の30％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは204cmでした。こ
のリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

680 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が30％ですから、切り取ったリボンの長である2
04ｃｍが0.3にあたると読みかえて　204÷0.3＝680ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第14141414回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

154円に対する77円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

0.5

％
50

410円の140％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　77÷154＝0.5.になり
ます。また％にするには１００倍するので　0.5×100＝50％になりま
す。

574 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　410×1.4＝574円となります。

14円が、持っているお金の140％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

10 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「14円が140％」というこの文の「14
円が」には、「全体の中の14円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元に
する量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

14÷1.4＝10円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩48ｇを水912ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

5 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　48÷（48＋912）×100＝5％になります。

20％の食塩水が750ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

150 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は750ｇの0.2にあたると読みかえて　750×0.2＝150ｇの食塩が溶けているこ
とがわかります。

食塩48ｇを用意して、これで15％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水ができ
ますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

320 ｇ 272 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、48が0.15にあ
たると読みかえて、48÷0.15＝320ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　320-48＝272ｇになります。

長さ455ｃｍのリボンから910cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたりますか
。 200

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　910÷455×100＝200％になります。

787ｃｍのリボンから、200％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

1574 ｃｍ
全体の200％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは787ｃｍの2にあたると
読みかえて、　787×2＝1574cmになります。

ある長さのリボンから全体の10％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは7cmでした。この
リボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

70 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が10％ですから、切り取ったリボンの長である7
ｃｍが0.1にあたると読みかえて　7÷0.1＝70ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第15151515回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

920円に対する276円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

0.3

％
30

912円の50％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　276÷920＝0.3.にな
ります。また％にするには１００倍するので　0.3×100＝30％になり
ます。

456 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　912×0.5＝456円となります。

435円が、持っているお金の50％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

870 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「435円が50％」というこの文の「435
円が」には、「全体の中の435円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

435÷0.5＝870円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩18ｇを水132ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

12 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　18÷（18＋132）×100＝12％になります。

20％の食塩水が90ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

18 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は90ｇの0.2にあたると読みかえて　90×0.2＝18ｇの食塩が溶けていることが
わかります。

食塩72ｇを用意して、これで16％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水ができ
ますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

450 ｇ 378 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、72が0.16にあ
たると読みかえて、72÷0.16＝450ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　450-72＝378ｇになります。

長さ475ｃｍのリボンから665cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたりますか
。 140

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　665÷475×100＝140％になります。

80ｃｍのリボンから、220％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

176 ｃｍ
全体の220％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは80ｃｍの2.2にあたると
読みかえて、　80×2.2＝176cmになります。

ある長さのリボンから全体の200％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは1426cmでした。
このリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

713 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が200％ですから、切り取ったリボンの長である
1426ｃｍが2にあたると読みかえて　1426÷2＝713ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第16161616回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

880円に対する968円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

1.1

％
110

214円の50％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　968÷880＝1.1.にな
ります。また％にするには１００倍するので　1.1×100＝110％になり
ます。

107 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　214×0.5＝107円となります。

550円が、持っているお金の110％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

500 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「550円が110％」というこの文の「55
0円が」には、「全体の中の550円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

550÷1.1＝500円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩8ｇを水152ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

5 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　8÷（8＋152）×100＝5％になります。

14％の食塩水が200ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

28 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は200ｇの0.14にあたると読みかえて　200×0.14＝28ｇの食塩が溶けている
ことがわかります。

食塩29ｇを用意して、これで5％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水ができ
ますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

580 ｇ 551 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、29が0.05にあ
たると読みかえて、29÷0.05＝580ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　580-29＝551ｇになります。

長さ495ｃｍのリボンから297cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたりますか
。 60

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　297÷495×100＝60％になります。

820ｃｍのリボンから、200％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

1640 ｃｍ
全体の200％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは820ｃｍの2にあたると
読みかえて、　820×2＝1640cmになります。

ある長さのリボンから全体の200％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは146cmでした。こ
のリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

73 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が200％ですから、切り取ったリボンの長である
146ｃｍが2にあたると読みかえて　146÷2＝73ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第17171717回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

815円に対する326円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

0.4

％
40

525円の40％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　326÷815＝0.4.にな
ります。また％にするには１００倍するので　0.4×100＝40％になり
ます。

210 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　525×0.4＝210円となります。

564円が、持っているお金の120％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

470 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「564円が120％」というこの文の「56
4円が」には、「全体の中の564円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

564÷1.2＝470円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩34ｇを水136ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

20 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　34÷（34＋136）×100＝20％になります。

4％の食塩水が250ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

10 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は250ｇの0.04にあたると読みかえて　250×0.04＝10ｇの食塩が溶けている
ことがわかります。

食塩98ｇを用意して、これで14％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水ができ
ますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

700 ｇ 602 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、98が0.14にあ
たると読みかえて、98÷0.14＝700ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　700-98＝602ｇになります。

長さ510ｃｍのリボンから204cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたりますか
。 40

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　204÷510×100＝40％になります。

840ｃｍのリボンから、170％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

1428 ｃｍ
全体の170％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは840ｃｍの1.7にあたる
と読みかえて、　840×1.7＝1428cmになります。

ある長さのリボンから全体の190％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは1425cmでした。
このリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

750 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が190％ですから、切り取ったリボンの長である
1425ｃｍが1.9にあたると読みかえて　1425÷1.9＝750ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第18181818回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

210円に対する168円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

0.8

％
80

585円の40％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　168÷210＝0.8.にな
ります。また％にするには１００倍するので　0.8×100＝80％になり
ます。

234 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　585×0.4＝234円となります。

190円が、持っているお金の50％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

380 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「190円が50％」というこの文の「190
円が」には、「全体の中の190円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

190÷0.5＝380円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩144ｇを水656ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

18 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　144÷（144＋656）×100＝18％になります。

10％の食塩水が330ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

33 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は330ｇの0.1にあたると読みかえて　330×0.1＝33ｇの食塩が溶けていること
がわかります。

食塩54ｇを用意して、これで20％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水ができ
ますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

270 ｇ 216 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、54が0.2にあ
たると読みかえて、54÷0.2＝270ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　270-54＝216ｇになります。

長さ528ｃｍのリボンから792cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたりますか
。 150

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　792÷528×100＝150％になります。

860ｃｍのリボンから、30％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

258 ｃｍ
全体の30％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは860ｃｍの0.3にあたると
読みかえて、　860×0.3＝258cmになります。

ある長さのリボンから全体の90％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは693cmでした。こ
のリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

770 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が90％ですから、切り取ったリボンの長である6
93ｃｍが0.9にあたると読みかえて　693÷0.9＝770ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率



とにかくとにかくとにかくとにかく計算計算計算計算！！！！いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい計算計算計算計算！！！！毎日計算毎日計算毎日計算毎日計算！！！！ 第第第第19191919回回回回
氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点

１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

500円に対する350円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

0.7

％
70

840円の130％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　350÷500＝0.7.にな
ります。また％にするには１００倍するので　0.7×100＝70％になり
ます。

1092 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　840×1.3＝1092円となります。

175円が、持っているお金の50％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

350 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「175円が50％」というこの文の「175
円が」には、「全体の中の175円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

175÷0.5＝350円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩19ｇを水76ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

20 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　19÷（19＋76）×100＝20％になります。

20％の食塩水が380ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

76 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は380ｇの0.2にあたると読みかえて　380×0.2＝76ｇの食塩が溶けていること
がわかります。

食塩32ｇを用意して、これで8％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水ができ
ますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

400 ｇ 368 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、32が0.08にあ
たると読みかえて、32÷0.08＝400ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　400-32＝368ｇになります。

長さ546ｃｍのリボンから1092cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたります
か。 200

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　1092÷546×100＝200％になります。

460ｃｍのリボンから、80％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

368 ｃｍ
全体の80％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは460ｃｍの0.8にあたると
読みかえて、　460×0.8＝368cmになります。

ある長さのリボンから全体の60％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは474cmでした。こ
のリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

790 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が60％ですから、切り取ったリボンの長である4
74ｃｍが0.6にあたると読みかえて　474÷0.6＝790ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率
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１１１１　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

(1)

(3)

(2)

600円に対する660円の割合は小数（整数をふくむ）であらわすと何になりますか。またそれは何％ですか。

1.1

％
110

785円の20％は何円ですか。

割合は、「比べられる量÷元にする量＝割合」で求めます。そして「X
Xに対する・・・」の「XX」が元にする量ですから　660÷600＝1.1.にな
ります。また％にするには１００倍するので　1.1×100＝110％になり
ます。

157 円

全体＝元にする量のXX％は・・・「元にする量×割合＝比べられる量」を求めるこ
とになります。また、１００の０．８などの文には１００の０．８倍という意味が隠れて
います。よって　785×0.2＝157円となります。

167円が、持っているお金の50％にあたるとき、持っているお金は何円ですか。

334 円

割合には全体のどれだけの意味があります。「167円が50％」というこの文の「167
円が」には、「全体の中の167円が」どれだけ・・の意味が隠されていますから、元
にする量を求める文です。よって、「比べられる量÷割合＝元にする量」を使い

167÷0.5＝334円になります。

２２２２　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

食塩16ｇを水184ｇに溶かしました。このとき、何％の食塩水ができますか。(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

３３３３　　　　次次次次のののの各問各問各問各問にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

8 ％
食塩水の濃さは「溶けているものの重さ÷水溶液全体の重さ×１００＝濃さ（％）」
で計算します。よって　16÷（16＋184）×100＝8％になります。

20％の食塩水が460ｇあります。この食塩水の中には、何ｇの食塩が溶けていますか。

92 ｇ

濃さは、全体の重さに対する溶けているものの重さで割合を表します。ここで
は460ｇの0.2にあたると読みかえて　460×0.2＝92ｇの食塩が溶けていること
がわかります。

食塩102ｇを用意して、これで20％の食塩水を作ります。このとき、何ｇの食塩水がで
きますか。また、必要とする水は何ｇになりますか。

510 ｇ 408 ｇ

溶けている食塩の重さが食塩水全体のどれだけであるかを示しているのが濃さですから、102が0.2にあ
たると読みかえて、102÷0.2＝510ｇが食塩水全体になります。

よって、この濃さの食塩水に必要な水の量は、　510-102＝408ｇになります。

長さ565ｃｍのリボンから113cmを使いました。使ったリボンは、もとの長さの何％にあたりますか
。 20

％
もとの長さと比べた、使った長さの割合ですから、　「比べられる量÷元にする量＝割合」を使っ
て求めます。また、％で求めるので１００倍します。よって　113÷565×100＝20％になります。

480ｃｍのリボンから、50％のリボンを切り取りました。切り取ったリボンは何ｃｍですか。

240 ｃｍ
全体の50％が切り取ったリボンですから、切り取ったリボンは480ｃｍの0.5にあたると
読みかえて、　480×0.5＝240cmになります。

ある長さのリボンから全体の20％を切り取ると、切り取ったリボンの長さは161cmでした。こ
のリボンの全体の長さは何ｃｍでしたか。

805 ｃｍ

全体から切り取ったリボンの割合が20％ですから、切り取ったリボンの長である1
61ｃｍが0.2にあたると読みかえて　161÷0.2＝805ｃｍとなります。

小数（整数）

百分率


