
とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第1回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが19cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

361 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
19×19＝361　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ93cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

4324.5 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
93×93÷2＝4324.5平方センチメートルになります。

対角線の長さが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。

(3)

1860.5
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
61×61÷2＝1860.5平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが21cmの直角三角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)

110.25
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　21×21÷2÷2＝110.25平方センチメートルになります。

たて22cm、横24cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

528
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
22×24＝528　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、14cmと25cmの辺をもつ直角三角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。

175直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
14×25÷2＝175　平方センチメートルになります。

底辺の長さが11cmで、高さが14cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

154平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
11×14＝154平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが18cmで、高さが24cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

18

24

216

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが22cmで、高さが24cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

264

22

24

上底が8cm、下底が27cmで、高さが21cmの台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)

367.5
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（8＋27）×21÷2＝367.5平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
18×24÷2＝216平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
22×24÷2＝264平方センチメートルになります。

8

27

21



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第2回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが47cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

2209 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
47×47＝2209　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ27cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

364.5 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
27×27÷2＝364.5平方センチメートルになります。

対角線の長さが83cm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。

(3)

3444.5
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
83×83÷2＝3444.5平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが10cmの直角三角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)

25
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　10×10÷2÷2＝25平方センチメートルになります。

たて14cm、横29cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

406
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
14×29＝406　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、23cmと24cmの辺をもつ直角三角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。

276直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
23×24÷2＝276　平方センチメートルになります。

底辺の長さが19cmで、高さが26cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

494平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
19×26＝494平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが17cmで、高さが24cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

17

24

204

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが14cmで、高さが29cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

203

14

29

上底が9cm、下底が26cmで、高さが10cmの台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)

175
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（9＋26）×10÷2＝175平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
17×24÷2＝204平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
14×29÷2＝203平方センチメートルになります。

9

26

10



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第3回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが9cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

81 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
9×9＝81　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ15cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

112.5 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
15×15÷2＝112.5平方センチメートルになります。

対角線の長さが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。

(3)

1352
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
52×52÷2＝1352平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが8cmの直角三角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)

16
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　8×8÷2÷2＝16平方センチメートルになります。

たて15cm、横19cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

285
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
15×19＝285　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、19cmと28cmの辺をもつ直角三角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。

266直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
19×28÷2＝266　平方センチメートルになります。

底辺の長さが22cmで、高さが23cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

506平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
22×23＝506平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが12cmで、高さが23cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

12

23

138

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが15cmで、高さが19cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

142.5

15

19

上底が21cm、下底が28cmで、高さが27cmの台形の面積は何平方センチメートルですか
。

(4)

661.5
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（21＋28）×27÷2＝661.5平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
12×23÷2＝138平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
15×19÷2＝142.5平方センチメートルになります。

21

28

27



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第4回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが97cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

9409 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
97×97＝9409　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ22cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

242 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
22×22÷2＝242平方センチメートルになります。

対角線の長さが99cm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。

(3)

4900.5
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
99×99÷2＝4900.5平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが8cmの直角三角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)

16
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　8×8÷2÷2＝16平方センチメートルになります。

たて11cm、横19cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

209
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
11×19＝209　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、22cmと29cmの辺をもつ直角三角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。

319直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
22×29÷2＝319　平方センチメートルになります。

底辺の長さが18cmで、高さが26cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

468平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
18×26＝468平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが21cmで、高さが28cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

21

28

294

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが11cmで、高さが19cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

104.5

11

19

上底が15cm、下底が25cmで、高さが20cmの台形の面積は何平方センチメートルですか
。

(4)

400
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（15＋25）×20÷2＝400平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
21×28÷2＝294平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
11×19÷2＝104.5平方センチメートルになります。

15

25

20



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第5回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが69cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

4761 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
69×69＝4761　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ36cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

648 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
36×36÷2＝648平方センチメートルになります。

対角線の長さが18cm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。

(3)

162
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
18×18÷2＝162平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが10cmの直角三角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)

25
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　10×10÷2÷2＝25平方センチメートルになります。

たて11cm、横26cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

286
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
11×26＝286　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、20cmと27cmの辺をもつ直角三角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。

270直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
20×27÷2＝270　平方センチメートルになります。

底辺の長さが25cmで、高さが27cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

675平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
25×27＝675平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが9cmで、高さが23cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

9

23

103.5

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが11cmで、高さが26cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

143

11

26

上底が18cm、下底が26cmで、高さが22cmの台形の面積は何平方センチメートルですか
。

(4)

484
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（18＋26）×22÷2＝484平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
9×23÷2＝103.5平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
11×26÷2＝143平方センチメートルになります。

18

26

22



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第6回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが96cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

9216 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
96×96＝9216　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ43cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

924.5 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
43×43÷2＝924.5平方センチメートルになります。

対角線の長さが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。

(3)

2
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
2×2÷2＝2平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが13cmの直角三角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)

42.25
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　13×13÷2÷2＝42.25平方センチメートルになります。

たて14cm、横21cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

294
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
14×21＝294　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、9cmと18cmの辺をもつ直角三角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直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
9×18÷2＝81　平方センチメートルになります。

底辺の長さが13cmで、高さが18cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

234平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
13×18＝234平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが13cmで、高さが23cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

13

23

149.5

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが14cmで、高さが21cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

147

14

21

上底が27cm、下底が29cmで、高さが28cmの台形の面積は何平方センチメートルですか
。

(4)

784
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（27＋29）×28÷2＝784平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
13×23÷2＝149.5平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
14×21÷2＝147平方センチメートルになります。

27

29

28



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第7回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが59cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

3481 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
59×59＝3481　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ89cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

3960.5 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
89×89÷2＝3960.5平方センチメートルになります。

対角線の長さが84cm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。

(3)

3528
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
84×84÷2＝3528平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが16cmの直角三角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)

64
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　16×16÷2÷2＝64平方センチメートルになります。

たて10cm、横18cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

180
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
10×18＝180　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、10cmと19cmの辺をもつ直角三角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。

95直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
10×19÷2＝95　平方センチメートルになります。

底辺の長さが11cmで、高さが25cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

275平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
11×25＝275平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが21cmで、高さが24cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

21

24

252

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが10cmで、高さが18cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

90

10

18

上底が16cm、下底が26cmで、高さが22cmの台形の面積は何平方センチメートルですか
。

(4)

462
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（16＋26）×22÷2＝462平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
21×24÷2＝252平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
10×18÷2＝90平方センチメートルになります。

16

26

22



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第8回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが92cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

8464 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
92×92＝8464　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ32cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

512 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
32×32÷2＝512平方センチメートルになります。

対角線の長さが58cm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。

(3)

1682
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
58×58÷2＝1682平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが16cmの直角三角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)

64
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　16×16÷2÷2＝64平方センチメートルになります。

たて15cm、横20cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

300
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
15×20＝300　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、11cmと17cmの辺をもつ直角三角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。

93.5直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
11×17÷2＝93.5　平方センチメートルになります。

底辺の長さが24cmで、高さが29cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

696平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
24×29＝696平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが10cmで、高さが15cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

10

15

75

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが15cmで、高さが20cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

150

15

20

上底が23cm、下底が29cmで、高さが25cmの台形の面積は何平方センチメートルですか
。

(4)

650
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（23＋29）×25÷2＝650平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
10×15÷2＝75平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
15×20÷2＝150平方センチメートルになります。

23

29

25



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第9回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが79cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

6241 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
79×79＝6241　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ13cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

84.5 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
13×13÷2＝84.5平方センチメートルになります。

対角線の長さが48cm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。

(3)

1152
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
48×48÷2＝1152平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが17cmの直角三角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)

72.25
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　17×17÷2÷2＝72.25平方センチメートルになります。

たて12cm、横27cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

324
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
12×27＝324　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、14cmと19cmの辺をもつ直角三角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。

133直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
14×19÷2＝133　平方センチメートルになります。

底辺の長さが11cmで、高さが23cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

253平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
11×23＝253平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが14cmで、高さが17cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

14

17

119

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが12cmで、高さが27cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

162

12

27

上底が11cm、下底が16cmで、高さが14cmの台形の面積は何平方センチメートルですか
。

(4)

189
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（11＋16）×14÷2＝189平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
14×17÷2＝119平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
12×27÷2＝162平方センチメートルになります。

11

16

14



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第10回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが90cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

8100 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
90×90＝8100　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ77cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

2964.5 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
77×77÷2＝2964.5平方センチメートルになります。

対角線の長さが23cm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。

(3)

264.5
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
23×23÷2＝264.5平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが22cmの直角三角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)

121
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　22×22÷2÷2＝121平方センチメートルになります。

たて16cm、横23cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

368
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
16×23＝368　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、15cmと21cmの辺をもつ直角三角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。

157.5直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
15×21÷2＝157.5　平方センチメートルになります。

底辺の長さが25cmで、高さが28cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

700平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
25×28＝700平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが16cmで、高さが26cmの三角形を示したものです。この三角形の
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

26

208

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが16cmで、高さが23cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

184

16

23

上底が10cm、下底が28cmで、高さが11cmの台形の面積は何平方センチメートルですか
。

(4)

209
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（10＋28）×11÷2＝209平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
16×26÷2＝208平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
16×23÷2＝184平方センチメートルになります。

10

28

11



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第11回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが80cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

6400 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
80×80＝6400　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ54cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

1458 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
54×54÷2＝1458平方センチメートルになります。

対角線の長さが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。

(3)

2888
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
76×76÷2＝2888平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが9cmの直角三角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)

20.25
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　9×9÷2÷2＝20.25平方センチメートルになります。

たて14cm、横28cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

392
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
14×28＝392　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、17cmと19cmの辺をもつ直角三角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。

161.5直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
17×19÷2＝161.5　平方センチメートルになります。

底辺の長さが20cmで、高さが26cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

520平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
20×26＝520平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが23cmで、高さが28cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

23

28

322

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが14cmで、高さが28cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

196

14

28

上底が12cm、下底が26cmで、高さが20cmの台形の面積は何平方センチメートルですか
。

(4)

380
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（12＋26）×20÷2＝380平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
23×28÷2＝322平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
14×28÷2＝196平方センチメートルになります。

12

26

20



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第12回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが95cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

9025 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
95×95＝9025　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ53cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

1404.5 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
53×53÷2＝1404.5平方センチメートルになります。

対角線の長さが94cm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。

(3)

4418
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
94×94÷2＝4418平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが9cmの直角三角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)

20.25
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　9×9÷2÷2＝20.25平方センチメートルになります。

たて15cm、横29cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

435
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
15×29＝435　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、8cmと13cmの辺をもつ直角三角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。

52直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
8×13÷2＝52　平方センチメートルになります。

底辺の長さが13cmで、高さが14cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

182平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
13×14＝182平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが8cmで、高さが9cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

8

9

36

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが15cmで、高さが29cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

217.5

15

29

上底が14cm、下底が25cmで、高さが20cmの台形の面積は何平方センチメートルですか
。

(4)

390
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（14＋25）×20÷2＝390平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
8×9÷2＝36平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
15×29÷2＝217.5平方センチメートルになります。

14

25

20



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第13回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが66cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

4356 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
66×66＝4356　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ74cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

2738 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
74×74÷2＝2738平方センチメートルになります。

対角線の長さが12cm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。

(3)

72
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
12×12÷2＝72平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが10cmの直角三角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)

25
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　10×10÷2÷2＝25平方センチメートルになります。

たて12cm、横25cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

300
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
12×25＝300　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、12cmと19cmの辺をもつ直角三角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。

114直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
12×19÷2＝114　平方センチメートルになります。

底辺の長さが25cmで、高さが26cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

650平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
25×26＝650平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが14cmで、高さが15cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

14

15

105

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが12cmで、高さが25cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

150

12

25

上底が8cm、下底が26cmで、高さが22cmの台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)

374
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（8＋26）×22÷2＝374平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
14×15÷2＝105平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
12×25÷2＝150平方センチメートルになります。

8

26

22



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第14回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが24cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

576 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
24×24＝576　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ46cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

1058 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
46×46÷2＝1058平方センチメートルになります。

対角線の長さが16cm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。

(3)

128
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
16×16÷2＝128平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが11cmの直角三角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)

30.25
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　11×11÷2÷2＝30.25平方センチメートルになります。

たて20cm、横28cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

560
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
20×28＝560　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、8cmと19cmの辺をもつ直角三角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。

76直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
8×19÷2＝76　平方センチメートルになります。

底辺の長さが17cmで、高さが27cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

459平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
17×27＝459平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが13cmで、高さが16cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

13

16

104

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが20cmで、高さが28cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

280

20

28

上底が18cm、下底が24cmで、高さが19cmの台形の面積は何平方センチメートルですか
。

(4)

399
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（18＋24）×19÷2＝399平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
13×16÷2＝104平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
20×28÷2＝280平方センチメートルになります。

18

24

19



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第15回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが41cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

1681 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
41×41＝1681　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ91cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

4140.5 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
91×91÷2＝4140.5平方センチメートルになります。

対角線の長さが50cm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。

(3)

1250
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
50×50÷2＝1250平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが8cmの直角三角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)

16
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　8×8÷2÷2＝16平方センチメートルになります。

たて16cm、横22cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

352
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
16×22＝352　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、9cmと21cmの辺をもつ直角三角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。

94.5直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
9×21÷2＝94.5　平方センチメートルになります。

底辺の長さが13cmで、高さが21cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

273平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
13×21＝273平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが23cmで、高さが25cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

23

25

287.5

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが16cmで、高さが22cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

176

16

22

上底が9cm、下底が26cmで、高さが17cmの台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)

297.5
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（9＋26）×17÷2＝297.5平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
23×25÷2＝287.5平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
16×22÷2＝176平方センチメートルになります。

9

26

17



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第16回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが63cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

3969 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
63×63＝3969　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ75cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

2812.5 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
75×75÷2＝2812.5平方センチメートルになります。

対角線の長さが11cm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。

(3)

60.5
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
11×11÷2＝60.5平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが9cmの直角三角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)

20.25
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　9×9÷2÷2＝20.25平方センチメートルになります。

たて16cm、横24cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

384
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
16×24＝384　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、19cmと27cmの辺をもつ直角三角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。

256.5直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
19×27÷2＝256.5　平方センチメートルになります。

底辺の長さが8cmで、高さが23cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートルで
すか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

184平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
8×23＝184平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが24cmで、高さが25cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

24

25

300

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが16cmで、高さが24cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

192

16

24

上底が12cm、下底が26cmで、高さが19cmの台形の面積は何平方センチメートルですか
。

(4)

361
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（12＋26）×19÷2＝361平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
24×25÷2＝300平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
16×24÷2＝192平方センチメートルになります。

12

26

19



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第17回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが85cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

7225 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
85×85＝7225　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ71cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

2520.5 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
71×71÷2＝2520.5平方センチメートルになります。

対角線の長さが70cm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。

(3)

2450
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
70×70÷2＝2450平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが8cmの直角三角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)

16
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　8×8÷2÷2＝16平方センチメートルになります。

たて12cm、横22cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

264
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
12×22＝264　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、9cmと29cmの辺をもつ直角三角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。

130.5直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
9×29÷2＝130.5　平方センチメートルになります。

底辺の長さが12cmで、高さが15cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

180平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
12×15＝180平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが8cmで、高さが16cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

8

16

64

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが12cmで、高さが22cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

132

12

22

上底が8cm、下底が29cmで、高さが26cmの台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)

481
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（8＋29）×26÷2＝481平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
8×16÷2＝64平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
12×22÷2＝132平方センチメートルになります。

8

29

26



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第18回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが64cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

4096 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
64×64＝4096　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ67cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

2244.5 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
67×67÷2＝2244.5平方センチメートルになります。

対角線の長さが6cm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。

(3)

18
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
6×6÷2＝18平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが24cmの直角三角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)

144
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　24×24÷2÷2＝144平方センチメートルになります。

たて11cm、横28cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

308
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
11×28＝308　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、8cmと18cmの辺をもつ直角三角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。

72直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
8×18÷2＝72　平方センチメートルになります。

底辺の長さが18cmで、高さが20cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

360平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
18×20＝360平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが26cmで、高さが27cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

26

27

351

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが11cmで、高さが28cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

154

11

28

上底が8cm、下底が13cmで、高さが9cmの台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)

94.5
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（8＋13）×9÷2＝94.5平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
26×27÷2＝351平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
11×28÷2＝154平方センチメートルになります。

8

13

9



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第19回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが68cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

4624 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
68×68＝4624　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ26cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

338 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
26×26÷2＝338平方センチメートルになります。

対角線の長さが57cm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。

(3)

1624.5
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
57×57÷2＝1624.5平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが11cmの直角三角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)

30.25
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　11×11÷2÷2＝30.25平方センチメートルになります。

たて23cm、横26cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

598
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
23×26＝598　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、18cmと25cmの辺をもつ直角三角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。

225直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
18×25÷2＝225　平方センチメートルになります。

底辺の長さが16cmで、高さが17cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

272平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
16×17＝272平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが16cmで、高さが18cmの三角形を示したものです。この三角形の
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

18

144

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが23cmで、高さが26cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

299

23

26

上底が14cm、下底が29cmで、高さが24cmの台形の面積は何平方センチメートルですか
。

(4)

516
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（14＋29）×24÷2＝516平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
16×18÷2＝144平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
23×26÷2＝299平方センチメートルになります。

14

29

24



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第20回

氏名 得点三角形と四角形

一辺の長さが98cmの正方形の面積は何平方センチメートルですか。

9604 cm2正方形の面積は　一辺×一辺で求めます。よって、
98×98＝9604　平方センチメートルとなります。

2つの辺の長さがそれぞれ87cmの直角二等辺三角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。

１　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

3784.5 cm2
直角二等辺三角形は正方形を2つに切った形なので、面積は
　同じ辺の長さ×同じ辺の長さ÷２　
87×87÷2＝3784.5平方センチメートルになります。

対角線の長さが29cm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。

(3)

420.5
正方形の面積を対角線を使って求めるには、　対角線×対角線÷２　で
計算します。よって、
29×29÷2＝420.5平方センチメートルになります。

cm2

最も長い辺の長さが11cmの直角三角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)

30.25
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

最も長い辺がわかっている直角三角形の面積は、対角線の長さがわかっている
正方形の面積（対角線×対角線÷２）の半分になります。
よって　11×11÷2÷2＝30.25平方センチメートルになります。

たて19cm、横29cmの長方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。

２　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

551
長方形の面積は　たて×横　で求めます。よって、
19×29＝551　平方センチメートルとなります。

短い2つの辺の長さが、12cmと28cmの辺をもつ直角三角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。

168直角三角形は、長方形を対角線で２つに切った形で、この対角線に当たるの
が、最も長い辺になり、短い２つの辺が、長方形のたてと横に当たるので、
12×28÷2＝168　平方センチメートルになります。

底辺の長さが20cmで、高さが29cmの平行四辺形の面積は何平方センチメートル
ですか。

３　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

580平行四辺形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって、
20×29＝580平方センチメートルになります。

次の図は底辺の長さが17cmで、高さが23cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

17

23

195.5

cm2

cm2

(3) 次の図は底辺の長さが19cmで、高さが29cmの三角形を示したものです。この三角形の
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。

275.5

19

29

上底が9cm、下底が16cmで、高さが12cmの台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)

150
台形の面積は、　（上底＋下底）×高さ÷２　で求めます。
よって　（9＋16）×12÷2＝150平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
17×23÷2＝195.5平方センチメートルになります。

三角形の面積は、　底辺×高さ　で求めます。よって
19×29÷2＝275.5平方センチメートルになります。

9

16

12


