
とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第1回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が35cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

140正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、35×4＝140ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が24ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

576 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　24×24＝576　になります。

たて32cm、横56cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

176長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(32＋56)×2＝176cmになります。

たてが5cmで、横が52cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

260長方形の面積は　たて×横　ですから、5×52＝260　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて81cm、よこ96cmの長方形の角の部分が、たて11cm、横19cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

354

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（81＋96）×２＝354cmになります。

81cm

96cm

11cm

19cm

次の図は、たて32cm、よこ56cmの長方形の角の部分が、たて8cm、横25cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

1592

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
32×56－8×25＝1592　になります。

cm2

32cm

56cm

8cm

25cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて65cm、横73cmの長方形の上の辺に16cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる16cmが２つあることから
(65＋73)×2＋16×2＝308cmになります。

308

65cm

73cm

16cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第2回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が43cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

172正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、43×4＝172ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が20ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

400 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　20×20＝400　になります。

たて26cm、横49cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

150長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(26＋49)×2＝150cmになります。

たてが61cmで、横が72cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

4392長方形の面積は　たて×横　ですから、61×72＝4392　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて54cm、よこ74cmの長方形の角の部分が、たて45cm、横47cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

256

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（54＋74）×２＝256cmになります。

54cm

74cm

45cm

47cm

次の図は、たて32cm、よこ62cmの長方形の角の部分が、たて22cm、横26cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

1412

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
32×62－22×26＝1412　になります。

cm2

32cm

62cm

22cm

26cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて20cm、横23cmの長方形の上の辺に9cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる9cmが２つあることから
(20＋23)×2＋9×2＝104cmになります。

104

20cm

23cm

9cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第3回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が14cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

56正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、14×4＝56ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が30ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

900 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　30×30＝900　になります。

たて23cm、横94cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

234長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(23＋94)×2＝234cmになります。

たてが5cmで、横が14cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

70長方形の面積は　たて×横　ですから、5×14＝70　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて54cm、よこ77cmの長方形の角の部分が、たて29cm、横47cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

262

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（54＋77）×２＝262cmになります。

54cm

77cm

29cm

47cm

次の図は、たて85cm、よこ96cmの長方形の角の部分が、たて27cm、横59cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

6567

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
85×96－27×59＝6567　になります。

cm2

85cm

96cm

27cm

59cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて83cm、横97cmの長方形の上の辺に41cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる41cmが２つあることから
(83＋97)×2＋41×2＝442cmになります。

442

83cm

97cm

41cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第4回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が49cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

196正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、49×4＝196ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が9ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答えな
さい。

81 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　9×9＝81　になります。

たて6cm、横90cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

192長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(6＋90)×2＝192cmになります。

たてが49cmで、横が51cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

2499長方形の面積は　たて×横　ですから、49×51＝2499　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて54cm、よこ80cmの長方形の角の部分が、たて13cm、横48cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

268

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（54＋80）×２＝268cmになります。

54cm

80cm

13cm

48cm

次の図は、たて85cm、よこ98cmの長方形の角の部分が、たて26cm、横59cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

6796

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
85×98－26×59＝6796　になります。

cm2

85cm

98cm

26cm

59cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて48cm、横87cmの長方形の上の辺に37cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる37cmが２つあることから
(48＋87)×2＋37×2＝344cmになります。

344

48cm

87cm

37cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第5回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が41cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

164正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、41×4＝164ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が93ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

8649 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　93×93＝8649　になります。

たて42cm、横53cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

190長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(42＋53)×2＝190cmになります。

たてが14cmで、横が35cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

490長方形の面積は　たて×横　ですから、14×35＝490　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて43cm、よこ86cmの長方形の角の部分が、たて29cm、横38cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

258

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（43＋86）×２＝258cmになります。

43cm

86cm

29cm

38cm

次の図は、たて43cm、よこ68cmの長方形の角の部分が、たて21cm、横36cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

2168

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
43×68－21×36＝2168　になります。

cm2

43cm

68cm

21cm

36cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて70cm、横71cmの長方形の上の辺に54cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる54cmが２つあることから
(70＋71)×2＋54×2＝390cmになります。

390

70cm

71cm

54cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第6回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が72cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

288正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、72×4＝288ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が13ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

169 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　13×13＝169　になります。

たて46cm、横60cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

212長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(46＋60)×2＝212cmになります。

たてが40cmで、横が75cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

3000長方形の面積は　たて×横　ですから、40×75＝3000　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて43cm、よこ90cmの長方形の角の部分が、たて10cm、横39cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

266

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（43＋90）×２＝266cmになります。

43cm

90cm

10cm

39cm

次の図は、たて43cm、よこ71cmの長方形の角の部分が、たて8cm、横37cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

2757

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
43×71－8×37＝2757　になります。

cm2

43cm

71cm

8cm

37cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて51cm、横81cmの長方形の上の辺に16cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる16cmが２つあることから
(51＋81)×2＋16×2＝296cmになります。

296

51cm

81cm

16cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第7回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が34cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

136正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、34×4＝136ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が4ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答えな
さい。

16 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　4×4＝16　になります。

たて57cm、横61cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

236長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(57＋61)×2＝236cmになります。

たてが47cmで、横が65cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

3055長方形の面積は　たて×横　ですから、47×65＝3055　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて43cm、よこ93cmの長方形の角の部分が、たて18cm、横39cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

272

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（43＋93）×２＝272cmになります。

43cm

93cm

18cm

39cm

次の図は、たて43cm、よこ75cmの長方形の角の部分が、たて22cm、横37cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

2411

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
43×75－22×37＝2411　になります。

cm2

43cm

75cm

22cm

37cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて58cm、横95cmの長方形の上の辺に34cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる34cmが２つあることから
(58＋95)×2＋34×2＝374cmになります。

374

58cm

95cm

34cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第8回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が10cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

40正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、10×4＝40ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が76ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

5776 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　76×76＝5776　になります。

たて6cm、横19cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

50長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(6＋19)×2＝50cmになります。

たてが5cmで、横が38cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

190長方形の面積は　たて×横　ですから、5×38＝190　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて84cm、よこ85cmの長方形の角の部分が、たて9cm、横48cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

338

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（84＋85）×２＝338cmになります。

84cm

85cm

9cm

48cm

次の図は、たて53cm、よこ54cmの長方形の角の部分が、たて34cm、横35cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

1672

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
53×54－34×35＝1672　になります。

cm2

53cm

54cm

34cm

35cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて63cm、横90cmの長方形の上の辺に35cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる35cmが２つあることから
(63＋90)×2＋35×2＝376cmになります。

376

63cm

90cm

35cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第9回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が82cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

328正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、82×4＝328ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が46ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

2116 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　46×46＝2116　になります。

たて62cm、横74cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

272長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(62＋74)×2＝272cmになります。

たてが27cmで、横が48cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

1296長方形の面積は　たて×横　ですから、27×48＝1296　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて84cm、よこ88cmの長方形の角の部分が、たて30cm、横48cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

344

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（84＋88）×２＝344cmになります。

84cm

88cm

30cm

48cm

次の図は、たて53cm、よこ58cmの長方形の角の部分が、たて27cm、横35cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

2129

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
53×58－27×35＝2129　になります。

cm2

53cm

58cm

27cm

35cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて53cm、横86cmの長方形の上の辺に41cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる41cmが２つあることから
(53＋86)×2＋41×2＝360cmになります。

360

53cm

86cm

41cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第10回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が89cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

356正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、89×4＝356ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が38ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

1444 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　38×38＝1444　になります。

たて55cm、横88cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

286長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(55＋88)×2＝286cmになります。

たてが82cmで、横が89cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

7298長方形の面積は　たて×横　ですから、82×89＝7298　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて73cm、よこ80cmの長方形の角の部分が、たて11cm、横38cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

306

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（73＋80）×２＝306cmになります。

73cm

80cm

11cm

38cm

次の図は、たて53cm、よこ62cmの長方形の角の部分が、たて18cm、横36cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

2638

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
53×62－18×36＝2638　になります。

cm2

53cm

62cm

18cm

36cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて61cm、横79cmの長方形の上の辺に46cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる46cmが２つあることから
(61＋79)×2＋46×2＝372cmになります。

372

61cm

79cm

46cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第11回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が79cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

316正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、79×4＝316ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が2ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答えな
さい。

4 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　2×2＝4　になります。

たて78cm、横80cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

316長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(78＋80)×2＝316cmになります。

たてが15cmで、横が42cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

630長方形の面積は　たて×横　ですから、15×42＝630　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて73cm、よこ83cmの長方形の角の部分が、たて22cm、横38cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

312

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（73＋83）×２＝312cmになります。

73cm

83cm

22cm

38cm

次の図は、たて75cm、よこ90cmの長方形の角の部分が、たて23cm、横59cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

5393

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
75×90－23×59＝5393　になります。

cm2

75cm

90cm

23cm

59cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて75cm、横82cmの長方形の上の辺に10cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる10cmが２つあることから
(75＋82)×2＋10×2＝334cmになります。

334

75cm

82cm

10cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第12回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が70cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

280正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、70×4＝280ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が40ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

1600 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　40×40＝1600　になります。

たて36cm、横79cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

230長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(36＋79)×2＝230cmになります。

たてが37cmで、横が81cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

2997長方形の面積は　たて×横　ですから、37×81＝2997　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて86cm、よこ95cmの長方形の角の部分が、たて9cm、横69cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

362

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（86＋95）×２＝362cmになります。

86cm

95cm

9cm

69cm

次の図は、たて75cm、よこ92cmの長方形の角の部分が、たて22cm、横59cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

5602

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
75×92－22×59＝5602　になります。

cm2

75cm

92cm

22cm

59cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて93cm、横99cmの長方形の上の辺に38cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる38cmが２つあることから
(93＋99)×2＋38×2＝460cmになります。

460

93cm

99cm

38cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第13回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が88cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

352正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、88×4＝352ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が22ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

484 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　22×22＝484　になります。

たて10cm、横14cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

48長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(10＋14)×2＝48cmになります。

たてが20cmで、横が58cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

1160長方形の面積は　たて×横　ですから、20×58＝1160　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて86cm、よこ97cmの長方形の角の部分が、たて49cm、横69cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

366

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（86＋97）×２＝366cmになります。

86cm

97cm

49cm

69cm

次の図は、たて43cm、よこ84cmの長方形の角の部分が、たて30cm、横38cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

2472

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
43×84－30×38＝2472　になります。

cm2

43cm

84cm

30cm

38cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて88cm、横89cmの長方形の上の辺に60cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる60cmが２つあることから
(88＋89)×2＋60×2＝474cmになります。

474

88cm

89cm

60cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第14回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が55cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

220正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、55×4＝220ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が77ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

5929 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　77×77＝5929　になります。

たて12cm、横21cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

66長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(12＋21)×2＝66cmになります。

たてが31cmで、横が74cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

2294長方形の面積は　たて×横　ですから、31×74＝2294　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて86cm、よこ99cmの長方形の角の部分が、たて28cm、横69cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

370

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（86＋99）×２＝370cmになります。

86cm

99cm

28cm

69cm

次の図は、たて43cm、よこ88cmの長方形の角の部分が、たて11cm、横38cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

3366

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
43×88－11×38＝3366　になります。

cm2

43cm

88cm

11cm

38cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて69cm、横76cmの長方形の上の辺に15cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる15cmが２つあることから
(69＋76)×2＋15×2＝320cmになります。

320

69cm

76cm

15cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第15回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が31cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

124正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、31×4＝124ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が25ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

625 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　25×25＝625　になります。

たて9cm、横80cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

178長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(9＋80)×2＝178cmになります。

たてが48cmで、横が91cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

4368長方形の面積は　たて×横　ですから、48×91＝4368　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて94cm、よこ99cmの長方形の角の部分が、たて9cm、横49cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

386

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（94＋99）×２＝386cmになります。

94cm

99cm

9cm

49cm

次の図は、たて43cm、よこ91cmの長方形の角の部分が、たて21cm、横39cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

3094

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
43×91－21×39＝3094　になります。

cm2

43cm

91cm

21cm

39cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて59cm、横76cmの長方形の上の辺に40cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる40cmが２つあることから
(59＋76)×2＋40×2＝350cmになります。

350

59cm

76cm

40cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第16回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が36cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

144正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、36×4＝144ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が52ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

2704 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　52×52＝2704　になります。

たて50cm、横73cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

246長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(50＋73)×2＝246cmになります。

たてが42cmで、横が72cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

3024長方形の面積は　たて×横　ですから、42×72＝3024　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて95cm、よこ97cmの長方形の角の部分が、たて8cm、横59cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

384

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（95＋97）×２＝384cmになります。

95cm

97cm

8cm

59cm

次の図は、たて54cm、よこ82cmの長方形の角の部分が、たて41cm、横48cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

2460

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
54×82－41×48＝2460　になります。

cm2

54cm

82cm

41cm

48cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて83cm、横89cmの長方形の上の辺に45cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる45cmが２つあることから
(83＋89)×2＋45×2＝434cmになります。

434

83cm

89cm

45cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第17回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が16cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

64正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、16×4＝64ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が61ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

3721 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　61×61＝3721　になります。

たて32cm、横64cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

192長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(32＋64)×2＝192cmになります。

たてが60cmで、横が89cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

5340長方形の面積は　たて×横　ですから、60×89＝5340　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて95cm、よこ99cmの長方形の角の部分が、たて58cm、横59cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

388

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（95＋99）×２＝388cmになります。

95cm

99cm

58cm

59cm

次の図は、たて54cm、よこ85cmの長方形の角の部分が、たて22cm、横48cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

3534

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
54×85－22×48＝3534　になります。

cm2

54cm

85cm

22cm

48cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて77cm、横97cmの長方形の上の辺に11cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる11cmが２つあることから
(77＋97)×2＋11×2＝370cmになります。

370

77cm

97cm

11cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第18回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が91cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

364正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、91×4＝364ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が69ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

4761 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　69×69＝4761　になります。

たて26cm、横35cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

122長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(26＋35)×2＝122cmになります。

たてが5cmで、横が87cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

435長方形の面積は　たて×横　ですから、5×87＝435　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて64cm、よこ98cmの長方形の角の部分が、たて38cm、横49cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

324

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（64＋98）×２＝324cmになります。

64cm

98cm

38cm

49cm

次の図は、たて31cm、よこ98cmの長方形の角の部分が、たて9cm、横19cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

2867

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
31×98－9×19＝2867　になります。

cm2

31cm

98cm

9cm

19cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて95cm、横98cmの長方形の上の辺に58cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる58cmが２つあることから
(95＋98)×2＋58×2＝502cmになります。

502

95cm

98cm

58cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第19回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が23cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

92正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、23×4＝92ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が17ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

289 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　17×17＝289　になります。

たて19cm、横23cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

84長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(19＋23)×2＝84cmになります。

たてが48cmで、横が66cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

3168長方形の面積は　たて×横　ですから、48×66＝3168　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて65cm、よこ66cmの長方形の角の部分が、たて9cm、横56cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

262

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（65＋66）×２＝262cmになります。

65cm

66cm

9cm

56cm

次の図は、たて32cm、よこ38cmの長方形の角の部分が、たて9cm、横23cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

1009

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
32×38－9×23＝1009　になります。

cm2

32cm

38cm

9cm

23cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて65cm、横90cmの長方形の上の辺に28cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる28cmが２つあることから
(65＋90)×2＋28×2＝366cmになります。

366

65cm

90cm

28cm



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第20回

氏名 得点正方形と長方形

ｃｍ

一辺が57cmの正方形の周りの長さは何ｃｍですか。

１　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

228正方形は、4つの同じ長さの辺からできているので、57×4＝228ｃｍになります。

ｃｍ

ｃｍ

一辺が39ｃｍの正方形の面積は何平方センチメートルですか。単位記号をつけて答え
なさい。

1521 cm2

２　次の各問にそれぞれ答えなさい。

正方形の面積は　一辺×一辺　ですから　39×39＝1521　になります。

たて79cm、横91cmの長方形の周りの長さは何ｃｍですか。(1)

(2)

340長方形の向かい合う辺の長さはたがいに等しく、たてと横の辺が２つずつあるので、
(79＋91)×2＝340cmになります。

たてが30cmで、横が48cmの長方形の面積は何平方センチメートルですか。
単位記号をつけて答えなさい。

1440長方形の面積は　たて×横　ですから、30×48＝1440　になります。 cm2

３　次の各問にそれぞれ答えなさい。

(1)

(2)

次の図は、たて65cm、よこ69cmの長方形の角の部分が、たて14cm、横56cmへこんでいるものです。
この形の、まわりの長さは何ｃｍですか。

268

角がへこんでいる図形では、たて横の長さは、もとの長方形のままでかわりがありません。
ですから、たてと横の辺が2組あることから、（65＋69）×２＝268cmになります。

65cm

69cm

14cm

56cm

次の図は、たて32cm、よこ45cmの長方形の角の部分が、たて15cm、横24cmへこんでいるものです。
この形の、面積は何平方センチメートルですか。単位をつけて答えなさい。

1080

長方形から、角のへこんでいる部分の面積を引けばよいので、
32×45－15×24＝1080　になります。

cm2

32cm

45cm

15cm

24cm

４　次の問に答えなさい。

次の図は、たて58cm、横62cmの長方形の上の辺に12cmのへこみのあるものです。
この形のまわりの長さは何cmですか。

ｃｍ

辺の中ほどがへこんでいる形では、まわりの長さは、長方形のまわりの長さと、
へこみの深さに当たる12cmが２つあることから
(58＋62)×2＋12×2＝264cmになります。

264

58cm

62cm

12cm


