
とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第1回

氏名 得点割合の基本計算
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１　次の各問いに答えなさい。

9100円に対する、12103円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「9100円に対する・・・」の9100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
12103÷9100＝1.33が割合になります。

1.33

108円の、5400円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「5400に対する・・・」の5400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
108÷5400＝0.02が割合になります。 0.02

5500円をもとにして、1925円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「5500をもとにして・・・」の5500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1925÷5500＝0.35が割合になります。

0.35

10458円を、8300円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「8300円をもとにして・・・」の8300が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
10458÷8300＝1.26が割合になります。

1.26

6900円の1.34に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「6900円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.34に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.34に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、6900×1.34＝9246になり
ます。

9246

全体の1.88に当たる金額が5076円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.88に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、5076円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は5076÷1.88＝2700円になります。

2700

5500円に対する、5665円の割合を、小数または整数で求めなさい。

1.03「5500円に対する・・・」の5500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
5665÷5500＝1.03が割合になります。

1320円の、8800円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「8800に対する・・・」の8800が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1320÷8800＝0.15が割合になります。

0.15

3500円をもとにして、3360円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「3500をもとにして・・・」の3500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3360÷3500＝0.96が割合になります。

0.96

10458円を、8300円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「8300円をもとにして・・・」の8300が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
10458÷8300＝1.26が割合になります。

1.26

5500円の0.35に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「5500円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.35に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.35に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、5500×0.35＝1925になり
ます。

1925

全体の0.02に当たる金額が108円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.02に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、108円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は108÷0.02＝5400円になります。

5400

２　次の各問いに答えなさい。
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とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第2回

氏名 得点割合の基本計算
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１　次の各問いに答えなさい。

9200円に対する、3128円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「9200円に対する・・・」の9200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3128÷9200＝0.34が割合になります。

0.34

1170円の、1500円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「1500に対する・・・」の1500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1170÷1500＝0.78が割合になります。 0.78

5500円をもとにして、7150円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「5500をもとにして・・・」の5500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
7150÷5500＝1.3が割合になります。

1.3

2184円を、8400円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「8400円をもとにして・・・」の8400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2184÷8400＝0.26が割合になります。

0.26

1000円の0.19に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「1000円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.19に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.19に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、1000×0.19＝190になり
ます。

190

全体の0.78に当たる金額が2730円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.78に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、2730円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は2730÷0.78＝3500円になります。

3500

1700円に対する、1462円の割合を、小数または整数で求めなさい。

0.86「1700円に対する・・・」の1700が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1462÷1700＝0.86が割合になります。

9130円の、5500円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「5500に対する・・・」の5500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
9130÷5500＝1.66が割合になります。

1.66

3500円をもとにして、6895円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「3500をもとにして・・・」の3500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
6895÷3500＝1.97が割合になります。

1.97

2184円を、8400円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「8400円をもとにして・・・」の8400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2184÷8400＝0.26が割合になります。

0.26

5500円の1.3に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「5500円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.3に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.3に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、5500×1.3＝7150になり
ます。

7150

全体の0.78に当たる金額が1170円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.78に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、1170円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は1170÷0.78＝1500円になります。

1500

２　次の各問いに答えなさい。
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とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第3回

氏名 得点割合の基本計算
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１　次の各問いに答えなさい。

9200円に対する、12420円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「9200円に対する・・・」の9200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
12420÷9200＝1.35が割合になります。

1.35

2685円の、1500円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「1500に対する・・・」の1500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2685÷1500＝1.79が割合になります。 1.79

9700円をもとにして、14065円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「9700をもとにして・・・」の9700が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
14065÷9700＝1.45が割合になります。

1.45

10668円を、8400円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「8400円をもとにして・・・」の8400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
10668÷8400＝1.27が割合になります。

1.27

1000円の1.21に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「1000円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.21に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.21に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、1000×1.21＝1210になり
ます。

1210

全体の1.79に当たる金額が6265円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.79に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、6265円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は6265÷1.79＝3500円になります。

3500

1700円に対する、3179円の割合を、小数または整数で求めなさい。

1.87「1700円に対する・・・」の1700が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3179÷1700＝1.87が割合になります。

3696円の、5600円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「5600に対する・・・」の5600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3696÷5600＝0.66が割合になります。

0.66

9400円をもとにして、13912円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「9400をもとにして・・・」の9400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
13912÷9400＝1.48が割合になります。

1.48

10668円を、8400円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「8400円をもとにして・・・」の8400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
10668÷8400＝1.27が割合になります。

1.27

9700円の1.45に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「9700円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.45に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.45に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、9700×1.45＝14065になり
ます。

14065

全体の1.79に当たる金額が2685円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.79に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、2685円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は2685÷1.79＝1500円になります。

1500

２　次の各問いに答えなさい。
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とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第4回

氏名 得点割合の基本計算
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１　次の各問いに答えなさい。

7200円に対する、11808円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「7200円に対する・・・」の7200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
11808÷7200＝1.64が割合になります。

1.64

1296円の、1600円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「1600に対する・・・」の1600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1296÷1600＝0.81が割合になります。 0.81

9800円をもとにして、4508円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「9800をもとにして・・・」の9800が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
4508÷9800＝0.46が割合になります。

0.46

5642円を、9100円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9100円をもとにして・・・」の9100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
5642÷9100＝0.62が割合になります。

0.62

5900円の0.89に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「5900円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.89に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.89に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、5900×0.89＝5251になり
ます。

5251

全体の0.51に当たる金額が2142円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.51に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、2142円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は2142÷0.51＝4200円になります。

4200

1800円に対する、1584円の割合を、小数または整数で求めなさい。

0.88「1800円に対する・・・」の1800が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1584÷1800＝0.88が割合になります。

9408円の、5600円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「5600に対する・・・」の5600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
9408÷5600＝1.68が割合になります。

1.68

9500円をもとにして、4655円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「9500をもとにして・・・」の9500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
4655÷9500＝0.49が割合になります。

0.49

5642円を、9100円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9100円をもとにして・・・」の9100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
5642÷9100＝0.62が割合になります。

0.62

9800円の0.46に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「9800円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.46に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.46に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、9800×0.46＝4508になり
ます。

4508

全体の0.81に当たる金額が1296円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.81に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、1296円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は1296÷0.81＝1600円になります。

1600

２　次の各問いに答えなさい。
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とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第5回

氏名 得点割合の基本計算
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(3)

１　次の各問いに答えなさい。

7300円に対する、4745円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「7300円に対する・・・」の7300が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
4745÷7300＝0.65が割合になります。

0.65

2912円の、1600円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「1600に対する・・・」の1600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2912÷1600＝1.82が割合になります。 1.82

9800円をもとにして、14406円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「9800をもとにして・・・」の9800が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
14406÷9800＝1.47が割合になります。

1.47

14742円を、9100円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9100円をもとにして・・・」の9100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
14742÷9100＝1.62が割合になります。

1.62

5900円の1.91に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「5900円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.91に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.91に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、5900×1.91＝11269になり
ます。

11269

全体の1.52に当たる金額が6384円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.52に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、6384円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は6384÷1.52＝4200円になります。

4200

9900円に対する、4455円の割合を、小数または整数で求めなさい。

0.45「9900円に対する・・・」の9900が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
4455÷9900＝0.45が割合になります。

3520円の、4400円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「4400に対する・・・」の4400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3520÷4400＝0.8が割合になります。

0.8

9500円をもとにして、14345円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「9500をもとにして・・・」の9500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
14345÷9500＝1.51が割合になります。

1.51

14742円を、9100円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9100円をもとにして・・・」の9100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
14742÷9100＝1.62が割合になります。

1.62

9800円の1.47に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「9800円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.47に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.47に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、9800×1.47＝14406になり
ます。

14406

全体の1.82に当たる金額が2912円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.82に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、2912円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は2912÷1.82＝1600円になります。

1600

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第6回

氏名 得点割合の基本計算

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

7300円に対する、12118円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「7300円に対する・・・」の7300が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
12118÷7300＝1.66が割合になります。

1.66

220円の、4400円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「4400に対する・・・」の4400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
220÷4400＝0.05が割合になります。 0.05

8800円をもとにして、4928円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「8800をもとにして・・・」の8800が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
4928÷8800＝0.56が割合になります。

0.56

5888円を、9200円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9200円をもとにして・・・」の9200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
5888÷9200＝0.64が割合になります。

0.64

600円の0.92に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「600円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.92に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.92に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、600×0.92＝552になり
ます。

552

全体の0.52に当たる金額が2236円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.52に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、2236円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は2236÷0.52＝4300円になります。

4300

9900円に対する、14454円の割合を、小数または整数で求めなさい。

1.46「9900円に対する・・・」の9900が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
14454÷9900＝1.46が割合になります。

8140円の、4400円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「4400に対する・・・」の4400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
8140÷4400＝1.85が割合になります。

1.85

5100円をもとにして、8670円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「5100をもとにして・・・」の5100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
8670÷5100＝1.7が割合になります。

1.7

5888円を、9200円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9200円をもとにして・・・」の9200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
5888÷9200＝0.64が割合になります。

0.64

8800円の0.56に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「8800円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.56に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.56に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、8800×0.56＝4928になり
ます。

4928

全体の0.05に当たる金額が220円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.05に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、220円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は220÷0.05＝4400円になります。

4400

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第7回

氏名 得点割合の基本計算

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

7700円に対する、11242円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「7700円に対する・・・」の7700が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
11242÷7700＝1.46が割合になります。

1.46

3399円の、3300円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「3300に対する・・・」の3300が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3399÷3300＝1.03が割合になります。 1.03

5600円をもとにして、3080円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「5600をもとにして・・・」の5600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3080÷5600＝0.55が割合になります。

0.55

4392円を、2400円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「2400円をもとにして・・・」の2400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
4392÷2400＝1.83が割合になります。

1.83

2800円の1.53に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「2800円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.53に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.53に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、2800×1.53＝4284になり
ます。

4284

全体の0.76に当たる金額が1140円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.76に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、1140円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は1140÷0.76＝1500円になります。

1500

3100円に対する、5673円の割合を、小数または整数で求めなさい。

1.83「3100円に対する・・・」の3100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
5673÷3100＝1.83が割合になります。

3825円の、4500円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「4500に対する・・・」の4500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3825÷4500＝0.85が割合になります。

0.85

5200円をもとにして、4056円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「5200をもとにして・・・」の5200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
4056÷5200＝0.78が割合になります。

0.78

4392円を、2400円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「2400円をもとにして・・・」の2400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
4392÷2400＝1.83が割合になります。

1.83

5600円の0.55に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「5600円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.55に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.55に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、5600×0.55＝3080になり
ます。

3080

全体の1.03に当たる金額が3399円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.03に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、3399円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は3399÷1.03＝3300円になります。

3300

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第8回

氏名 得点割合の基本計算

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

7800円に対する、3666円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「7800円に対する・・・」の7800が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3666÷7800＝0.47が割合になります。

0.47

136円の、3400円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「3400に対する・・・」の3400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
136÷3400＝0.04が割合になります。 0.04

5600円をもとにして、8792円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「5600をもとにして・・・」の5600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
8792÷5600＝1.57が割合になります。

1.57

2075円を、2500円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「2500円をもとにして・・・」の2500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2075÷2500＝0.83が割合になります。

0.83

8900円の0.21に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「8900円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.21に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.21に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、8900×0.21＝1869になり
ます。

1869

全体の1.77に当たる金額が2655円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.77に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、2655円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は2655÷1.77＝1500円になります。

1500

3200円に対する、2656円の割合を、小数または整数で求めなさい。

0.83「3200円に対する・・・」の3200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2656÷3200＝0.83が割合になります。

5856円の、6100円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「6100に対する・・・」の6100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
5856÷6100＝0.96が割合になります。

0.96

5900円をもとにして、0円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「5900をもとにして・・・」の5900が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
0÷5900＝0が割合になります。

0

2075円を、2500円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「2500円をもとにして・・・」の2500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2075÷2500＝0.83が割合になります。

0.83

5600円の1.57に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「5600円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.57に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.57に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、5600×1.57＝8792になり
ます。

8792

全体の0.04に当たる金額が136円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.04に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、136円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は136÷0.04＝3400円になります。

3400

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第9回

氏名 得点割合の基本計算

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

7800円に対する、11544円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「7800円に対する・・・」の7800が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
11544÷7800＝1.48が割合になります。

1.48

3570円の、3400円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「3400に対する・・・」の3400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3570÷3400＝1.05が割合になります。 1.05

5700円をもとにして、3249円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「5700をもとにして・・・」の5700が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3249÷5700＝0.57が割合になります。

0.57

4500円を、2500円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「2500円をもとにして・・・」の2500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
4500÷2500＝1.8が割合になります。

1.8

8900円の1.21に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「8900円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.21に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.21に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、8900×1.21＝10769になり
ます。

10769

全体の0.78に当たる金額が1248円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.78に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、1248円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は1248÷0.78＝1600円になります。

1600

3200円に対する、5920円の割合を、小数または整数で求めなさい。

1.85「3200円に対する・・・」の3200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
5920÷3200＝1.85が割合になります。

12017円の、6100円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「6100に対する・・・」の6100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
12017÷6100＝1.97が割合になります。

1.97

600円をもとにして、6円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「600をもとにして・・・」の600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
6÷600＝0.01が割合になります。

0.01

4500円を、2500円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「2500円をもとにして・・・」の2500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
4500÷2500＝1.8が割合になります。

1.8

5700円の0.57に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「5700円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.57に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.57に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、5700×0.57＝3249になり
ます。

3249

全体の1.05に当たる金額が3570円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.05に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、3570円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は3570÷1.05＝3400円になります。

3400

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)
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氏名 得点割合の基本計算

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

5600円に対する、2632円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「5600円に対する・・・」の5600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2632÷5600＝0.47が割合になります。

0.47

210円の、3500円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「3500に対する・・・」の3500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
210÷3500＝0.06が割合になります。 0.06

1700円をもとにして、2006円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「1700をもとにして・・・」の1700が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2006÷1700＝1.18が割合になります。

1.18

2210円を、2600円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「2600円をもとにして・・・」の2600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2210÷2600＝0.85が割合になります。

0.85

900円の0.22に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「900円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.22に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.22に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、900×0.22＝198になり
ます。

198

全体の1.79に当たる金額が2864円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.79に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、2864円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は2864÷1.79＝1600円になります。

1600

5000円に対する、2950円の割合を、小数または整数で求めなさい。

0.59「5000円に対する・・・」の5000が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2950÷5000＝0.59が割合になります。

6076円の、6200円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「6200に対する・・・」の6200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
6076÷6200＝0.98が割合になります。

0.98

6000円をもとにして、120円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「6000をもとにして・・・」の6000が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
120÷6000＝0.02が割合になります。

0.02

2210円を、2600円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「2600円をもとにして・・・」の2600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2210÷2600＝0.85が割合になります。

0.85

1700円の1.18に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「1700円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.18に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.18に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、1700×1.18＝2006になり
ます。

2006

全体の0.06に当たる金額が210円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.06に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、210円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は210÷0.06＝3500円になります。

3500

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第11回

氏名 得点割合の基本計算

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

5600円に対する、8288円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「5600円に対する・・・」の5600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
8288÷5600＝1.48が割合になります。

1.48

125円の、100円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「100に対する・・・」の100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
125÷100＝1.25が割合になります。 1.25

1800円をもとにして、342円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「1800をもとにして・・・」の1800が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
342÷1800＝0.19が割合になります。

0.19

2470円を、9500円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9500円をもとにして・・・」の9500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2470÷9500＝0.26が割合になります。

0.26

6100円の1.69に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「6100円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.69に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.69に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、6100×1.69＝10309になり
ます。

10309

全体の0.36に当たる金額が2016円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.36に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、2016円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は2016÷0.36＝5600円になります。

5600

5000円に対する、8050円の割合を、小数または整数で求めなさい。

1.61「5000円に対する・・・」の5000が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
8050÷5000＝1.61が割合になります。

12338円の、6200円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「6200に対する・・・」の6200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
12338÷6200＝1.99が割合になります。

1.99

1700円をもとにして、1666円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「1700をもとにして・・・」の1700が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1666÷1700＝0.98が割合になります。

0.98

2470円を、9500円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9500円をもとにして・・・」の9500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2470÷9500＝0.26が割合になります。

0.26

1800円の0.19に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「1800円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.19に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.19に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、1800×0.19＝342になり
ます。

342

全体の1.25に当たる金額が125円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.25に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、125円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は125÷1.25＝100円になります。

100

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第12回

氏名 得点割合の基本計算

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

5700円に対する、2793円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「5700円に対する・・・」の5700が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2793÷5700＝0.49が割合になります。

0.49

286円の、1100円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「1100に対する・・・」の1100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
286÷1100＝0.26が割合になります。 0.26

1800円をもとにして、2178円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「1800をもとにして・・・」の1800が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2178÷1800＝1.21が割合になります。

1.21

12065円を、9500円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9500円をもとにして・・・」の9500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
12065÷9500＝1.27が割合になります。

1.27

6200円の0.69に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「6200円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.69に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.69に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、6200×0.69＝4278になり
ます。

4278

全体の1.37に当たる金額が7672円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.37に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、7672円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は7672÷1.37＝5600円になります。

5600

500円に対する、810円の割合を、小数または整数で求めなさい。

1.62「500円に対する・・・」の500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
810÷500＝1.62が割合になります。

3624円の、2400円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「2400に対する・・・」の2400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3624÷2400＝1.51が割合になります。

1.51

1700円をもとにして、3383円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「1700をもとにして・・・」の1700が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3383÷1700＝1.99が割合になります。

1.99

12065円を、9500円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9500円をもとにして・・・」の9500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
12065÷9500＝1.27が割合になります。

1.27

1800円の1.21に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「1800円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.21に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.21に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、1800×1.21＝2178になり
ます。

2178

全体の0.26に当たる金額が286円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.26に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、286円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は286÷0.26＝1100円になります。

1100

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第13回

氏名 得点割合の基本計算

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

700円に対する、875円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「700円に対する・・・」の700が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
875÷700＝1.25が割合になります。

1.25

1397円の、1100円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「1100に対する・・・」の1100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1397÷1100＝1.27が割合になります。 1.27

2800円をもとにして、2156円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「2800をもとにして・・・」の2800が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2156÷2800＝0.77が割合になります。

0.77

2688円を、9600円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9600円をもとにして・・・」の9600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2688÷9600＝0.28が割合になります。

0.28

6200円の1.7に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「6200円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.7に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.7に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、6200×1.7＝10540になり
ます。

10540

全体の0.38に当たる金額が2166円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.38に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、2166円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は2166÷0.38＝5700円になります。

5700

5100円に対する、3060円の割合を、小数または整数で求めなさい。

0.6「5100円に対する・・・」の5100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3060÷5100＝0.6が割合になります。

1250円の、2500円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「2500に対する・・・」の2500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1250÷2500＝0.5が割合になります。

0.5

1800円をもとにして、0円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「1800をもとにして・・・」の1800が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
0÷1800＝0が割合になります。

0

2688円を、9600円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9600円をもとにして・・・」の9600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2688÷9600＝0.28が割合になります。

0.28

2800円の0.77に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「2800円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.77に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.77に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、2800×0.77＝2156になり
ます。

2156

全体の1.27に当たる金額が1397円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.27に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、1397円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は1397÷1.27＝1100円になります。

1100

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第14回

氏名 得点割合の基本計算

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

7100円に対する、1775円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「7100円に対する・・・」の7100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1775÷7100＝0.25が割合になります。

0.25

336円の、1200円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「1200に対する・・・」の1200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
336÷1200＝0.28が割合になります。 0.28

7700円をもとにして、14553円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「7700をもとにして・・・」の7700が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
14553÷7700＝1.89が割合になります。

1.89

41円を、100円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「100円をもとにして・・・」の100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
41÷100＝0.41が割合になります。

0.41

6300円の0.72に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「6300円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.72に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.72に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、6300×0.72＝4536になり
ます。

4536

全体の1.64に当たる金額が656円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.64に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、656円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は656÷1.64＝400円になります。

400

3500円に対する、3325円の割合を、小数または整数で求めなさい。

0.95「3500円に対する・・・」の3500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3325÷3500＝0.95が割合になります。

3825円の、2500円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「2500に対する・・・」の2500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3825÷2500＝1.53が割合になります。

1.53

5900円をもとにして、7847円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「5900をもとにして・・・」の5900が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
7847÷5900＝1.33が割合になります。

1.33

41円を、100円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「100円をもとにして・・・」の100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
41÷100＝0.41が割合になります。

0.41

7700円の1.89に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「7700円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.89に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.89に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、7700×1.89＝14553になり
ます。

14553

全体の0.28に当たる金額が336円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.28に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、336円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は336÷0.28＝1200円になります。

1200

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)
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(3)



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第15回

氏名 得点割合の基本計算

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

7100円に対する、9017円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「7100円に対する・・・」の7100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
9017÷7100＝1.27が割合になります。

1.27

88円の、100円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「100に対する・・・」の100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
88÷100＝0.88が割合になります。 0.88

7800円をもとにして、7098円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「7800をもとにして・・・」の7800が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
7098÷7800＝0.91が割合になります。

0.91

1188円を、9900円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9900円をもとにして・・・」の9900が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1188÷9900＝0.12が割合になります。

0.12

7700円の1.56に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「7700円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.56に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.56に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、7700×1.56＝12012になり
ます。

12012

全体の0.64に当たる金額が2624円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.64に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、2624円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は2624÷0.64＝4100円になります。

4100

3500円に対する、6860円の割合を、小数または整数で求めなさい。

1.96「3500円に対する・・・」の3500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
6860÷3500＝1.96が割合になります。

1378円の、2600円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「2600に対する・・・」の2600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1378÷2600＝0.53が割合になります。

0.53

600円をもとにして、198円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「600をもとにして・・・」の600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
198÷600＝0.33が割合になります。

0.33

1188円を、9900円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9900円をもとにして・・・」の9900が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1188÷9900＝0.12が割合になります。

0.12

7800円の0.91に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「7800円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.91に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.91に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、7800×0.91＝7098になり
ます。

7098

全体の0.88に当たる金額が88円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.88に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、88円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は88÷0.88＝100円になります。

100

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)
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(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

7200円に対する、1944円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「7200円に対する・・・」の7200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1944÷7200＝0.27が割合になります。

0.27

890円の、1000円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「1000に対する・・・」の1000が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
890÷1000＝0.89が割合になります。 0.89

7800円をもとにして、14820円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「7800をもとにして・・・」の7800が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
14820÷7800＝1.9が割合になります。

1.9

11088円を、9900円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9900円をもとにして・・・」の9900が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
11088÷9900＝1.12が割合になります。

1.12

7800円の0.57に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「7800円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.57に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.57に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、7800×0.57＝4446になり
ます。

4446

全体の1.6に当たる金額が6560円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.6に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、6560円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は6560÷1.6＝4100円になります。

4100

3500円に対する、840円の割合を、小数または整数で求めなさい。

0.24「3500円に対する・・・」の3500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
840÷3500＝0.24が割合になります。

12528円の、7200円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「7200に対する・・・」の7200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
12528÷7200＝1.74が割合になります。

1.74

6000円をもとにして、2040円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「6000をもとにして・・・」の6000が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2040÷6000＝0.34が割合になります。

0.34

11088円を、9900円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「9900円をもとにして・・・」の9900が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
11088÷9900＝1.12が割合になります。

1.12

7800円の1.9に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「7800円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.9に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.9に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、7800×1.9＝14820になり
ます。

14820

全体の0.89に当たる金額が890円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.89に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、890円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は890÷0.89＝1000円になります。

1000

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)
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(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

4400円に対する、1056円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「4400円に対する・・・」の4400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1056÷4400＝0.24が割合になります。

0.24

15147円の、8100円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「8100に対する・・・」の8100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
15147÷8100＝1.87が割合になります。 1.87

2100円をもとにして、3549円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「2100をもとにして・・・」の2100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3549÷2100＝1.69が割合になります。

1.69

10449円を、8100円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「8100円をもとにして・・・」の8100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
10449÷8100＝1.29が割合になります。

1.29

7800円の1.58に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「7800円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.58に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.58に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、7800×1.58＝12324になり
ます。

12324

全体の0.33に当たる金額が1452円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.33に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、1452円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は1452÷0.33＝4400円になります。

4400

3500円に対する、4340円の割合を、小数または整数で求めなさい。

1.24「3500円に対する・・・」の3500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
4340÷3500＝1.24が割合になります。

5475円の、7300円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「7300に対する・・・」の7300が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
5475÷7300＝0.75が割合になります。

0.75

6600円をもとにして、6534円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「6600をもとにして・・・」の6600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
6534÷6600＝0.99が割合になります。

0.99

10449円を、8100円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「8100円をもとにして・・・」の8100が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
10449÷8100＝1.29が割合になります。

1.29

2100円の1.69に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「2100円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.69に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.69に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、2100×1.69＝3549になり
ます。

3549

全体の1.87に当たる金額が15147円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.87に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、15147円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は15147÷1.87＝8100円になります。

8100

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)
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(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

3600円に対する、2160円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「3600円に対する・・・」の3600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2160÷3600＝0.6が割合になります。

0.6

7216円の、8200円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「8200に対する・・・」の8200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
7216÷8200＝0.88が割合になります。 0.88

2200円をもとにして、1562円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「2200をもとにして・・・」の2200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
1562÷2200＝0.71が割合になります。

0.71

2378円を、8200円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「8200円をもとにして・・・」の8200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2378÷8200＝0.29が割合になります。

0.29

4400円の1.1に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「4400円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.1に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.1に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、4400×1.1＝4840になり
ます。

4840

全体の1.35に当たる金額が5940円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.35に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、5940円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は5940÷1.35＝4400円になります。

4400

6500円に対する、3575円の割合を、小数または整数で求めなさい。

0.55「6500円に対する・・・」の6500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3575÷6500＝0.55が割合になります。

12848円の、7300円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「7300に対する・・・」の7300が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
12848÷7300＝1.76が割合になります。

1.76

6600円をもとにして、6600円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「6600をもとにして・・・」の6600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
6600÷6600＝1が割合になります。

1

2378円を、8200円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「8200円をもとにして・・・」の8200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2378÷8200＝0.29が割合になります。

0.29

2200円の0.71に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「2200円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.71に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.71に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、2200×0.71＝1562になり
ます。

1562

全体の0.88に当たる金額が7216円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.88に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、7216円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は7216÷0.88＝8200円になります。

8200

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第19回
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(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

3600円に対する、5868円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「3600円に対する・・・」の3600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
5868÷3600＝1.63が割合になります。

1.63

15498円の、8200円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「8200に対する・・・」の8200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
15498÷8200＝1.89が割合になります。 1.89

2200円をもとにして、3784円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「2200をもとにして・・・」の2200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3784÷2200＝1.72が割合になります。

1.72

10660円を、8200円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「8200円をもとにして・・・」の8200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
10660÷8200＝1.3が割合になります。

1.3

4500円の0.15に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「4500円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.15に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.15に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、4500×0.15＝675になり
ます。

675

全体の0.35に当たる金額が1575円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.35に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、1575円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は1575÷0.35＝4500円になります。

4500

6500円に対する、10205円の割合を、小数または整数で求めなさい。

1.57「6500円に対する・・・」の6500が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
10205÷6500＝1.57が割合になります。

2294円の、7400円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「7400に対する・・・」の7400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2294÷7400＝0.31が割合になります。

0.31

6700円をもとにして、6767円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「6700をもとにして・・・」の6700が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
6767÷6700＝1.01が割合になります。

1.01

10660円を、8200円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「8200円をもとにして・・・」の8200が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
10660÷8200＝1.3が割合になります。

1.3

2200円の1.72に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「2200円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.72に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.72に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、2200×1.72＝3784になり
ます。

3784

全体の1.89に当たる金額が15498円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.89に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、15498円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は15498÷1.89＝8200円になります。

8200

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)
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(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

１　次の各問いに答えなさい。

3700円に対する、2331円の割合を、小数または整数で求めなさい。
「3700円に対する・・・」の3700が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2331÷3700＝0.63が割合になります。

0.63

7553円の、8300円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「8300に対する・・・」の8300が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
7553÷8300＝0.91が割合になります。 0.91

3300円をもとにして、660円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「3300をもとにして・・・」の3300が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
660÷3300＝0.2が割合になります。

0.2

2656円を、8300円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「8300円をもとにして・・・」の8300が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2656÷8300＝0.32が割合になります。

0.32

4500円の1.16に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「4500円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「1.16に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、1.16に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、4500×1.16＝5220になり
ます。

5220

全体の1.36に当たる金額が8296円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の1.36に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、8296円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は8296÷1.36＝6100円になります。

6100

6600円に対する、3762円の割合を、小数または整数で求めなさい。

0.57「6600円に対する・・・」の6600が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
3762÷6600＝0.57が割合になります。

9768円の、7400円に対する割合を、小数または整数で答えなさい。
「7400に対する・・・」の7400が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
9768÷7400＝1.32が割合になります。

1.32

6800円をもとにして、136円を比べるとき、その割合は何になりますか。小数または整
数で答えなさい。

「6800をもとにして・・・」の6800が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
136÷6800＝0.02が割合になります。

0.02

2656円を、8300円をもとにして比べると、その割合は何になりますか。小数または整数で
答えなさい。

「8300円をもとにして・・・」の8300が、もとにする量です。
割合は、比べられる量÷もとにする量で求めるので、
2656÷8300＝0.32が割合になります。

0.32

3300円の0.2に当たる金額は何円ですか。
比べられる量を求める問題です。　
「3300円の・・・」部分はもとにする金額を表しています。また、「0.2に当たる
金額」　この部分は比べられる量の全体に対する割合ですから、0.2に当た
る金額はもとにする量×割合で求めます。よって、3300×0.2＝660になり
ます。

660

全体の0.91に当たる金額が7553円のとき、全体の金額は何円になりますか。
「全体の0.91に・・・」　これが全体に対する比べられる量の割合を表し、比べ
られる量が、7553円ですから、全体の金額は　比べられ量÷割合　で求め
ますから、全体は7553÷0.91＝8300円になります。

8300

２　次の各問いに答えなさい。

(5)

(6)

(1)

(4)

(2)

(3)


