
とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第1回
氏名 得点

1　次の計算をしなさい。

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

２　次の各問に答えなさい。

85×0.35＝ 29.75 14.79÷87＝ 0.17

740×（１＋0.72）＝ 1272.8 930×（１－0.45）＝ 511.5

86.664÷3.14＝ 27.6

３　次の各問に答えなさい。

A地から33.6ｋｍ下流のB地との間を往復する、静水時の速さが時速20ｋｍの船があります。この川の流れが時速8ｋｍであ
るとき、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

12上りの速さは、流れの速さで遅くなります。よって　20-8＝12(ｋｍ/時)になります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

28 ｋｍ

時速
下りの速さは、流れの速さで速くなります。よって　20+8＝28(ｋｍ/時)になります。

この船がA地からB地まで下るのに何時間何分かかりますか。

1時間12分この船がのくだりの速さの時速28ｋｍで33.6ｋｍ下るのには33.6÷28＝1.2時間かか
ります。これは1時間12分です。

この船がB地からA地まで上るのに何時間何分かかりますか。

2時間48分この船が上りの速さの時速12ｋｍで33.6ｋｍ上るのには33.6÷12＝2.8時間かかりま
す。これは2時間48分です。

A地から48ｋｍ下流にあるB地との間を船が往復しています。この船はA地からB地へ下るのに2時間24分かかり、B地からA
地へ上るのに12時間かかります。このことについて、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

4 ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

この船は12時間＝12時間かかって、48ｋｍを上るので、上りの速さ
は48÷12＝4(km/時)となります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

20この船は2時間24分＝2.4時間かかって、48ｋｍを下るので、下りの速
さは48÷2.4＝20(km/時)となります。

この船の静水時の速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

12この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの和は、静水時の
速さの2倍にあたるので、　(4＋20）÷２＝12(km/時)になります。

この川の流れの速さは時速何ｋｍですか。

8この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの差は、この川の
流れの速さの2倍にあたるので、　(20-4）÷２＝8(km/時)になります。



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第2回
氏名 得点

1　次の計算をしなさい。

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

２　次の各問に答えなさい。

98×0.61＝ 59.78 21.35÷35＝ 0.61

240×（１＋0.94）＝ 465.6 170×（１－0.33）＝ 113.9

150.092÷3.14＝ 47.8

３　次の各問に答えなさい。

A地から62.9ｋｍ下流のB地との間を往復する、静水時の速さが時速27ｋｍの船があります。この川の流れが時速10ｋｍであ
るとき、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

17上りの速さは、流れの速さで遅くなります。よって　27-10＝17(ｋｍ/時)になります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

37 ｋｍ

時速
下りの速さは、流れの速さで速くなります。よって　27+10＝37(ｋｍ/時)になります。

この船がA地からB地まで下るのに何時間何分かかりますか。

1時間42分この船がのくだりの速さの時速37ｋｍで62.9ｋｍ下るのには62.9÷37＝1.7時間かか
ります。これは1時間42分です。

この船がB地からA地まで上るのに何時間何分かかりますか。

3時間42分この船が上りの速さの時速17ｋｍで62.9ｋｍ上るのには62.9÷17＝3.7時間かかりま
す。これは3時間42分です。

A地から272ｋｍ下流にあるB地との間を船が往復しています。この船はA地からB地へ下るのに17時間かかり、B地からA地
へ上るのに27時間12分かかります。このことについて、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

10 ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

この船は27時間12分＝27.2時間かかって、272ｋｍを上るので、上り
の速さは272÷27.2＝10(km/時)となります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

16この船は17時間＝17時間かかって、272ｋｍを下るので、下りの速さは
272÷17＝16(km/時)となります。

この船の静水時の速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

13この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの和は、静水時の
速さの2倍にあたるので、　(10＋16）÷２＝13(km/時)になります。

この川の流れの速さは時速何ｋｍですか。

3この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの差は、この川の
流れの速さの2倍にあたるので、　(16-10）÷２＝3(km/時)になります
。



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第3回
氏名 得点

1　次の計算をしなさい。

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

２　次の各問に答えなさい。

64×0.47＝ 30.08 10.53÷27＝ 0.39

520×（１＋0.77）＝ 920.4 610×（１－0.14）＝ 524.6

213.52÷3.14＝ 68

３　次の各問に答えなさい。

A地から76.8ｋｍ下流のB地との間を往復する、静水時の速さが時速10ｋｍの船があります。この川の流れが時速6ｋｍであ
るとき、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

4上りの速さは、流れの速さで遅くなります。よって　10-6＝4(ｋｍ/時)になります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

16 ｋｍ

時速
下りの速さは、流れの速さで速くなります。よって　10+6＝16(ｋｍ/時)になります。

この船がA地からB地まで下るのに何時間何分かかりますか。

4時間48分この船がのくだりの速さの時速16ｋｍで76.8ｋｍ下るのには76.8÷16＝4.8時間かか
ります。これは4時間48分です。

この船がB地からA地まで上るのに何時間何分かかりますか。

19時間12分この船が上りの速さの時速4ｋｍで76.8ｋｍ上るのには76.8÷4＝19.2時間かかります
。これは19時間12分です。

A地から38.5ｋｍ下流にあるB地との間を船が往復しています。この船はA地からB地へ下るのに3時間30分かかり、B地から
A地へ上るのに7時間42分かかります。このことについて、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

5 ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

この船は7時間42分＝7.7時間かかって、38.5ｋｍを上るので、上り
の速さは38.5÷7.7＝5(km/時)となります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

11この船は3時間30分＝3.5時間かかって、38.5ｋｍを下るので、下りの
速さは38.5÷3.5＝11(km/時)となります。

この船の静水時の速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

8この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの和は、静水時の
速さの2倍にあたるので、　(5＋11）÷２＝8(km/時)になります。

この川の流れの速さは時速何ｋｍですか。

3この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの差は、この川の
流れの速さの2倍にあたるので、　(11-5）÷２＝3(km/時)になります。



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第4回
氏名 得点

1　次の計算をしなさい。

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

２　次の各問に答えなさい。

74×0.21＝ 15.54 83.6÷88＝ 0.95

190×（１＋0.59）＝ 302.1 720×（１－0.61）＝ 280.8

276.948÷3.14＝ 88.2

３　次の各問に答えなさい。

A地から307.4ｋｍ下流のB地との間を往復する、静水時の速さが時速41ｋｍの船があります。この川の流れが時速12ｋｍで
あるとき、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

29上りの速さは、流れの速さで遅くなります。よって　41-12＝29(ｋｍ/時)になります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

53 ｋｍ

時速
下りの速さは、流れの速さで速くなります。よって　41+12＝53(ｋｍ/時)になります。

この船がA地からB地まで下るのに何時間何分かかりますか。

5時間48分この船がのくだりの速さの時速53ｋｍで307.4ｋｍ下るのには307.4÷53＝5.8時間か
かります。これは5時間48分です。

この船がB地からA地まで上るのに何時間何分かかりますか。

10時間36分この船が上りの速さの時速29ｋｍで307.4ｋｍ上るのには307.4÷29＝10.6時間かかり
ます。これは10時間36分です。

A地から283.5ｋｍ下流にあるB地との間を船が往復しています。この船はA地からB地へ下るのに10時間30分かかり、B地か
らA地へ上るのに18時間54分かかります。このことについて、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

15 ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

この船は18時間54分＝18.9時間かかって、283.5ｋｍを上るので、
上りの速さは283.5÷18.9＝15(km/時)となります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

27この船は10時間30分＝10.5時間かかって、283.5ｋｍを下るので、下り
の速さは283.5÷10.5＝27(km/時)となります。

この船の静水時の速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

21この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの和は、静水時の
速さの2倍にあたるので、　(15＋27）÷２＝21(km/時)になります。

この川の流れの速さは時速何ｋｍですか。

6この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの差は、この川の
流れの速さの2倍にあたるので、　(27-15）÷２＝6(km/時)になります
。



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第5回
氏名 得点

1　次の計算をしなさい。

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

２　次の各問に答えなさい。

11×0.27＝ 2.97 17.94÷39＝ 0.46

210×（１＋0.57）＝ 329.7 830×（１－0.97）＝ 24.9

70.336÷3.14＝ 22.4

３　次の各問に答えなさい。

A地から299.2ｋｍ下流のB地との間を往復する、静水時の速さが時速45ｋｍの船があります。この川の流れが時速23ｋｍで
あるとき、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

22上りの速さは、流れの速さで遅くなります。よって　45-23＝22(ｋｍ/時)になります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

68 ｋｍ

時速
下りの速さは、流れの速さで速くなります。よって　45+23＝68(ｋｍ/時)になります。

この船がA地からB地まで下るのに何時間何分かかりますか。

4時間24分この船がのくだりの速さの時速68ｋｍで299.2ｋｍ下るのには299.2÷68＝4.4時間か
かります。これは4時間24分です。

この船がB地からA地まで上るのに何時間何分かかりますか。

13時間36分この船が上りの速さの時速22ｋｍで299.2ｋｍ上るのには299.2÷22＝13.6時間かかり
ます。これは13時間36分です。

A地から122.5ｋｍ下流にあるB地との間を船が往復しています。この船はA地からB地へ下るのに4時間54分かかり、B地か
らA地へ上るのに17時間30分かかります。このことについて、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

7 ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

この船は17時間30分＝17.5時間かかって、122.5ｋｍを上るので、
上りの速さは122.5÷17.5＝7(km/時)となります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

25この船は4時間54分＝4.9時間かかって、122.5ｋｍを下るので、下りの
速さは122.5÷4.9＝25(km/時)となります。

この船の静水時の速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

16この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの和は、静水時の
速さの2倍にあたるので、　(7＋25）÷２＝16(km/時)になります。

この川の流れの速さは時速何ｋｍですか。

9この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの差は、この川の
流れの速さの2倍にあたるので、　(25-7）÷２＝9(km/時)になります。



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第6回
氏名 得点

1　次の計算をしなさい。

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

２　次の各問に答えなさい。

75×0.12＝ 9 60.48÷63＝ 0.96

580×（１＋0.44）＝ 835.2 320×（１－0.21）＝ 252.8

133.764÷3.14＝ 42.6

３　次の各問に答えなさい。

A地から30.6ｋｍ下流のB地との間を往復する、静水時の速さが時速27ｋｍの船があります。この川の流れが時速24ｋｍであ
るとき、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

3上りの速さは、流れの速さで遅くなります。よって　27-24＝3(ｋｍ/時)になります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

51 ｋｍ

時速
下りの速さは、流れの速さで速くなります。よって　27+24＝51(ｋｍ/時)になります。

この船がA地からB地まで下るのに何時間何分かかりますか。

36分この船がのくだりの速さの時速51ｋｍで30.6ｋｍ下るのには30.6÷51＝0.6時間かか
ります。これは36分です。

この船がB地からA地まで上るのに何時間何分かかりますか。

10時間12分この船が上りの速さの時速3ｋｍで30.6ｋｍ上るのには30.6÷3＝10.2時間かかります
。これは10時間12分です。

A地から21.6ｋｍ下流にあるB地との間を船が往復しています。この船はA地からB地へ下るのに2時間24分かかり、B地から
A地へ上るのに7時間12分かかります。このことについて、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

3 ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

この船は7時間12分＝7.2時間かかって、21.6ｋｍを上るので、上り
の速さは21.6÷7.2＝3(km/時)となります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

9この船は2時間24分＝2.4時間かかって、21.6ｋｍを下るので、下りの
速さは21.6÷2.4＝9(km/時)となります。

この船の静水時の速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

6この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの和は、静水時の
速さの2倍にあたるので、　(3＋9）÷２＝6(km/時)になります。

この川の流れの速さは時速何ｋｍですか。

3この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの差は、この川の
流れの速さの2倍にあたるので、　(9-3）÷２＝3(km/時)になります。



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第7回
氏名 得点

1　次の計算をしなさい。

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

２　次の各問に答えなさい。

31×0.16＝ 4.96 46.62÷63＝ 0.74

810×（１＋0.52）＝ 1231.2 230×（１－0.37）＝ 144.9

197.192÷3.14＝ 62.8

３　次の各問に答えなさい。

A地から158.4ｋｍ下流のB地との間を往復する、静水時の速さが時速15ｋｍの船があります。この川の流れが時速9ｋｍであ
るとき、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

6上りの速さは、流れの速さで遅くなります。よって　15-9＝6(ｋｍ/時)になります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

24 ｋｍ

時速
下りの速さは、流れの速さで速くなります。よって　15+9＝24(ｋｍ/時)になります。

この船がA地からB地まで下るのに何時間何分かかりますか。

6時間36分この船がのくだりの速さの時速24ｋｍで158.4ｋｍ下るのには158.4÷24＝6.6時間か
かります。これは6時間36分です。

この船がB地からA地まで上るのに何時間何分かかりますか。

26時間24分この船が上りの速さの時速6ｋｍで158.4ｋｍ上るのには158.4÷6＝26.4時間かかりま
す。これは26時間24分です。

A地から291.2ｋｍ下流にあるB地との間を船が往復しています。この船はA地からB地へ下るのに11時間12分かかり、B地か
らA地へ上るのに20時間48分かかります。このことについて、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

14 ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

この船は20時間48分＝20.8時間かかって、291.2ｋｍを上るので、
上りの速さは291.2÷20.8＝14(km/時)となります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

26この船は11時間12分＝11.2時間かかって、291.2ｋｍを下るので、下り
の速さは291.2÷11.2＝26(km/時)となります。

この船の静水時の速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

20この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの和は、静水時の
速さの2倍にあたるので、　(14＋26）÷２＝20(km/時)になります。

この川の流れの速さは時速何ｋｍですか。

6この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの差は、この川の
流れの速さの2倍にあたるので、　(26-14）÷２＝6(km/時)になります
。



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第8回
氏名 得点

1　次の計算をしなさい。

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

２　次の各問に答えなさい。

24×0.84＝ 20.16 20.24÷44＝ 0.46

890×（１＋0.25）＝ 1112.5 370×（１－0.92）＝ 29.6

260.62÷3.14＝ 83

３　次の各問に答えなさい。

A地から30ｋｍ下流のB地との間を往復する、静水時の速さが時速28ｋｍの船があります。この川の流れが時速22ｋｍである
とき、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

6上りの速さは、流れの速さで遅くなります。よって　28-22＝6(ｋｍ/時)になります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

50 ｋｍ

時速
下りの速さは、流れの速さで速くなります。よって　28+22＝50(ｋｍ/時)になります。

この船がA地からB地まで下るのに何時間何分かかりますか。

36分この船がのくだりの速さの時速50ｋｍで30ｋｍ下るのには30÷50＝0.6時間かかりま
す。これは36分です。

この船がB地からA地まで上るのに何時間何分かかりますか。

5時間この船が上りの速さの時速6ｋｍで30ｋｍ上るのには30÷6＝5時間かかります。これ
は5時間です。

A地から251.1ｋｍ下流にあるB地との間を船が往復しています。この船はA地からB地へ下るのに8時間6分かかり、B地から
A地へ上るのに27時間54分かかります。このことについて、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

9 ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

この船は27時間54分＝27.9時間かかって、251.1ｋｍを上るので、
上りの速さは251.1÷27.9＝9(km/時)となります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

31この船は8時間6分＝8.1時間かかって、251.1ｋｍを下るので、下りの
速さは251.1÷8.1＝31(km/時)となります。

この船の静水時の速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

20この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの和は、静水時の
速さの2倍にあたるので、　(9＋31）÷２＝20(km/時)になります。

この川の流れの速さは時速何ｋｍですか。

11この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの差は、この川の
流れの速さの2倍にあたるので、　(31-9）÷２＝11(km/時)になります
。



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第9回
氏名 得点

1　次の計算をしなさい。

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

２　次の各問に答えなさい。

38×0.84＝ 31.92 37.23÷51＝ 0.73

230×（１＋0.75）＝ 402.5 380×（１－0.61）＝ 148.2

21.352÷3.14＝ 6.8

３　次の各問に答えなさい。

A地から2.7ｋｍ下流のB地との間を往復する、静水時の速さが時速6ｋｍの船があります。この川の流れが時速3ｋｍであると
き、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

3上りの速さは、流れの速さで遅くなります。よって　6-3＝3(ｋｍ/時)になります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

9 ｋｍ

時速
下りの速さは、流れの速さで速くなります。よって　6+3＝9(ｋｍ/時)になります。

この船がA地からB地まで下るのに何時間何分かかりますか。

18分この船がのくだりの速さの時速9ｋｍで2.7ｋｍ下るのには2.7÷9＝0.3時間かかります
。これは18分です。

この船がB地からA地まで上るのに何時間何分かかりますか。

54分この船が上りの速さの時速3ｋｍで2.7ｋｍ上るのには2.7÷3＝0.9時間かかります。こ
れは54分です。

A地から292.5ｋｍ下流にあるB地との間を船が往復しています。この船はA地からB地へ下るのに11時間42分かかり、B地か
らA地へ上るのに22時間30分かかります。このことについて、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

13 ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

この船は22時間30分＝22.5時間かかって、292.5ｋｍを上るので、
上りの速さは292.5÷22.5＝13(km/時)となります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

25この船は11時間42分＝11.7時間かかって、292.5ｋｍを下るので、下り
の速さは292.5÷11.7＝25(km/時)となります。

この船の静水時の速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

19この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの和は、静水時の
速さの2倍にあたるので、　(13＋25）÷２＝19(km/時)になります。

この川の流れの速さは時速何ｋｍですか。

6この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの差は、この川の
流れの速さの2倍にあたるので、　(25-13）÷２＝6(km/時)になります
。



とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第10回
氏名 得点

1　次の計算をしなさい。

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

２　次の各問に答えなさい。

62×0.84＝ 52.08 16.17÷33＝ 0.49

970×（１＋0.95）＝ 1891.5 750×（１－0.96）＝ 30

84.78÷3.14＝ 27

３　次の各問に答えなさい。

A地から30.8ｋｍ下流のB地との間を往復する、静水時の速さが時速18ｋｍの船があります。この川の流れが時速4ｋｍであ
るとき、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

14上りの速さは、流れの速さで遅くなります。よって　18-4＝14(ｋｍ/時)になります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

22 ｋｍ

時速
下りの速さは、流れの速さで速くなります。よって　18+4＝22(ｋｍ/時)になります。

この船がA地からB地まで下るのに何時間何分かかりますか。

1時間24分この船がのくだりの速さの時速22ｋｍで30.8ｋｍ下るのには30.8÷22＝1.4時間かか
ります。これは1時間24分です。

この船がB地からA地まで上るのに何時間何分かかりますか。

2時間12分この船が上りの速さの時速14ｋｍで30.8ｋｍ上るのには30.8÷14＝2.2時間かかりま
す。これは2時間12分です。

A地から273ｋｍ下流にあるB地との間を船が往復しています。この船はA地からB地へ下るのに13時間かかり、B地からA地
へ上るのに21時間かかります。このことについて、次の各問に答えなさい。

この船の上りの速さは時速何ｋｍですか。

13 ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

この船は21時間＝21時間かかって、273ｋｍを上るので、上りの速さ
は273÷21＝13(km/時)となります。

この船の下りの速さは時速何ｋｍですか。

21この船は13時間＝13時間かかって、273ｋｍを下るので、下りの速さは
273÷13＝21(km/時)となります。

この船の静水時の速さは時速何ｋｍですか。

ｋｍ

時速

ｋｍ

時速

17この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの和は、静水時の
速さの2倍にあたるので、　(13＋21）÷２＝17(km/時)になります。

この川の流れの速さは時速何ｋｍですか。

4この船の上りの速さは流れの分だけ遅くなり、下りの速さは流れの分
だけ速くなっています。ですから、上りと下りの速さの差は、この川の
流れの速さの2倍にあたるので、　(21-13）÷２＝4(km/時)になります
。


