
(1) (2)

(3) (4)

1　次の計算をしなさい。

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

３　次の各問に答えなさい。

54×0.86＝ 46.44 9.36÷72＝ 0.13

840×（１＋0.17）＝ 982.8 350×（１－0.26）＝ 259

74.732÷3.14＝ 23.8

とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第1回

氏名 得点

次の(　　　　　　　)に当てはまる数をそれぞれ答えなさい。２

秒速96.4ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速4956ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速95.76ｋｍです。

5784 347.04

82.6 297.36

26.6 1596

長さ528ｍで秒速64ｍで走る列車Aと、長さ66ｍで秒速44ｍで走る列車Bがあります。この列車について、次の各問に
答えなさい。

(1)

(2)

(3)

列車Aが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

8.25 秒

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、528÷64＝8.25秒かかることになります。

列車Bが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

秒1.5

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、66÷44＝1.5秒かかることになります。

AB２つの列車がすれ違うのに、何秒かかりますか。

5.5 秒

秒

長さがあるものの通過では、それぞれの長さの和を、早さの和ですれ違って行
きます。よって、　（528＋66）÷（64＋44）＝5.5秒ですれ違うことになります。

A列車がB列車を追い越し始めて、完全に追い越すまでに、何秒かかりますか。

29.7

長さがあるものの追い越しでは、それぞれの長さの和を、早さの差で追い越
して行きます。よって、　（528＋66）÷（64－44）＝29.7秒ですれ違うことになり
ます。

通過算の基本



５　次の各問に答えなさい。

列車Aは、電柱の横を通過するのに7秒かかり、長さ1302ｍのトンネルを通過するのに115.5秒かかります。このことにつ
いて、次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

この列車Aの速さは、秒速何ｍですか。

12
秒速

ｍ

この列車は、電柱の横を通過する＝列車の長さを通過するのに7秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（1302ｍ）の合計を通過するのに115.5秒かかっています。

このことから、トンネルの長さの1302ｍを進むのに、115.5－7＝108.5秒かかること
がわかるので、列車Aの速さは、　1302÷（115.5－7）＝12（ｍ/秒）になります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

84
ｍ

列車Aが電柱の横を通過するのに7秒かかっています。このとき、この
時間で列車の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速12ｍで
すから、　12×7＝84ｍが列車の長さであることがわかります。

４　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

列車Aは長さ129ｍの鉄橋を通過するのに23.8秒かかり、長さ630ｍのトンネルを通過するのに57.2秒かかります。このこと
について、次の各問に答えなさい。

列車Aの速さは秒速何ｍですか。

秒速

ｍ
15

この列車は、列車の長さと鉄橋の長さ（129ｍ）を通過するのに23.8秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（630ｍ）の合計を通過するのに57.2秒かかっています。

よって、鉄橋とトンネルの長さの差の630-129＝501ｍを進むのにかかる時
間が57.2-23.8＝33.4秒であることから　501÷33.4＝15（ｍ/秒）が列車の速
さであることがわかります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

ｍ
228

列車Aが鉄橋を通過するのに23.8秒かかっています。このとき、この時間で列車
の長さと鉄橋の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速15ｍですから、
　15×23.8＝357ｍが列車と鉄橋の長さの和であることがわかります。

よって、357－129＝228ｍが列車の長さであることがわかります。



(1) (2)

(3) (4)

1　次の計算をしなさい。

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

３　次の各問に答えなさい。

11×0.95＝ 10.45 7.35÷35＝ 0.21

470×（１＋0.47）＝ 690.9 550×（１－0.14）＝ 473

138.16÷3.14＝ 44

とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第2回

氏名 得点

次の(　　　　　　　)に当てはまる数をそれぞれ答えなさい。２

秒速11.1ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速18ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速132.12ｋｍです。

666 39.96

0.3 1.08

36.7 2202

長さ108ｍで秒速75ｍで走る列車Aと、長さ142ｍで秒速50ｍで走る列車Bがあります。この列車について、次の各問
に答えなさい。

(1)

(2)

(3)

列車Aが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

1.44 秒

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、108÷75＝1.44秒かかることになります。

列車Bが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

秒2.84

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、142÷50＝2.84秒かかることになります。

AB２つの列車がすれ違うのに、何秒かかりますか。

2 秒

秒

長さがあるものの通過では、それぞれの長さの和を、早さの和ですれ違って行
きます。よって、　（108＋142）÷（75＋50）＝2秒ですれ違うことになります。

A列車がB列車を追い越し始めて、完全に追い越すまでに、何秒かかりますか。

10

長さがあるものの追い越しでは、それぞれの長さの和を、早さの差で追い越
して行きます。よって、　（108＋142）÷（75－50）＝10秒ですれ違うことになり
ます。

通過算の基本



５　次の各問に答えなさい。

列車Aは、電柱の横を通過するのに8秒かかり、長さ84ｍのトンネルを通過するのに15秒かかります。このことについて、
次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

この列車Aの速さは、秒速何ｍですか。

12
秒速

ｍ

この列車は、電柱の横を通過する＝列車の長さを通過するのに8秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（84ｍ）の合計を通過するのに15秒かかっています。

このことから、トンネルの長さの84ｍを進むのに、15－8＝7秒かかることがわかる
ので、列車Aの速さは、　84÷（15－8）＝12（ｍ/秒）になります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

96
ｍ

列車Aが電柱の横を通過するのに8秒かかっています。このとき、この
時間で列車の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速12ｍで
すから、　12×8＝96ｍが列車の長さであることがわかります。

４　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

列車Aは長さ132ｍの鉄橋を通過するのに39秒かかり、長さ840ｍのトンネルを通過するのに98秒かかります。このことにつ
いて、次の各問に答えなさい。

列車Aの速さは秒速何ｍですか。

秒速

ｍ
12

この列車は、列車の長さと鉄橋の長さ（132ｍ）を通過するのに39秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（840ｍ）の合計を通過するのに98秒かかっています。

よって、鉄橋とトンネルの長さの差の840-132＝708ｍを進むのにかかる時
間が98-39＝59秒であることから　708÷59＝12（ｍ/秒）が列車の速さであ
ることがわかります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

ｍ
336

列車Aが鉄橋を通過するのに39秒かかっています。このとき、この時間で列車の
長さと鉄橋の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速12ｍですから、　1
2×39＝468ｍが列車と鉄橋の長さの和であることがわかります。

よって、468－132＝336ｍが列車の長さであることがわかります。



(1) (2)

(3) (4)

1　次の計算をしなさい。

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

３　次の各問に答えなさい。

89×0.32＝ 28.48 30.75÷41＝ 0.75

390×（１＋0.34）＝ 522.6 180×（１－0.54）＝ 82.8

201.588÷3.14＝ 64.2

とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第3回

氏名 得点

次の(　　　　　　　)に当てはまる数をそれぞれ答えなさい。２

秒速21.2ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速960ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速168.48ｋｍです。

1272 76.32

16 57.6

46.8 2808

長さ36ｍで秒速75ｍで走る列車Aと、長さ134ｍで秒速50ｍで走る列車Bがあります。この列車について、次の各問に
答えなさい。

(1)

(2)

(3)

列車Aが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

0.48 秒

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、36÷75＝0.48秒かかることになります。

列車Bが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

秒2.68

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、134÷50＝2.68秒かかることになります。

AB２つの列車がすれ違うのに、何秒かかりますか。

1.36 秒

秒

長さがあるものの通過では、それぞれの長さの和を、早さの和ですれ違って行
きます。よって、　（36＋134）÷（75＋50）＝1.36秒ですれ違うことになります。

A列車がB列車を追い越し始めて、完全に追い越すまでに、何秒かかりますか。

6.8

長さがあるものの追い越しでは、それぞれの長さの和を、早さの差で追い越
して行きます。よって、　（36＋134）÷（75－50）＝6.8秒ですれ違うことになり
ます。

通過算の基本



５　次の各問に答えなさい。

列車Aは、電柱の横を通過するのに21秒かかり、長さ1302ｍのトンネルを通過するのに129.5秒かかります。このことにつ
いて、次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

この列車Aの速さは、秒速何ｍですか。

12
秒速

ｍ

この列車は、電柱の横を通過する＝列車の長さを通過するのに21秒かかり、列車
の長さとトンネルの長さ（1302ｍ）の合計を通過するのに129.5秒かかっています。

このことから、トンネルの長さの1302ｍを進むのに、129.5－21＝108.5秒かかるこ
とがわかるので、列車Aの速さは、　1302÷（129.5－21）＝12（ｍ/秒）になります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

252
ｍ

列車Aが電柱の横を通過するのに21秒かかっています。このとき、この
時間で列車の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速12ｍで
すから、　12×21＝252ｍが列車の長さであることがわかります。

４　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

列車Aは長さ108ｍの鉄橋を通過するのに41.6秒かかり、長さ1260ｍのトンネルを通過するのに118.4秒かかります。このこ
とについて、次の各問に答えなさい。

列車Aの速さは秒速何ｍですか。

秒速

ｍ
15

この列車は、列車の長さと鉄橋の長さ（108ｍ）を通過するのに41.6秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（1260ｍ）の合計を通過するのに118.4秒かかっています。

よって、鉄橋とトンネルの長さの差の1260-108＝1152ｍを進むのにかかる
時間が118.4-41.6＝76.8秒であることから　1152÷76.8＝15（ｍ/秒）が列車
の速さであることがわかります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

ｍ
516

列車Aが鉄橋を通過するのに41.6秒かかっています。このとき、この時間で列車
の長さと鉄橋の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速15ｍですから、
　15×41.6＝624ｍが列車と鉄橋の長さの和であることがわかります。

よって、624－108＝516ｍが列車の長さであることがわかります。



(1) (2)

(3) (4)

1　次の計算をしなさい。

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

３　次の各問に答えなさい。

77×0.99＝ 76.23 10.68÷12＝ 0.89

540×（１＋0.32）＝ 712.8 870×（１－0.79）＝ 182.7

265.016÷3.14＝ 84.4

とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第4回

氏名 得点

次の(　　　　　　　)に当てはまる数をそれぞれ答えなさい。２

秒速31.3ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速1566ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速204.84ｋｍです。

1878 112.68

26.1 93.96

56.9 3414

長さ264ｍで秒速32ｍで走る列車Aと、長さ33ｍで秒速22ｍで走る列車Bがあります。この列車について、次の各問に
答えなさい。

(1)

(2)

(3)

列車Aが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

8.25 秒

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、264÷32＝8.25秒かかることになります。

列車Bが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

秒1.5

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、33÷22＝1.5秒かかることになります。

AB２つの列車がすれ違うのに、何秒かかりますか。

5.5 秒

秒

長さがあるものの通過では、それぞれの長さの和を、早さの和ですれ違って行
きます。よって、　（264＋33）÷（32＋22）＝5.5秒ですれ違うことになります。

A列車がB列車を追い越し始めて、完全に追い越すまでに、何秒かかりますか。

29.7

長さがあるものの追い越しでは、それぞれの長さの和を、早さの差で追い越
して行きます。よって、　（264＋33）÷（32－22）＝29.7秒ですれ違うことになり
ます。

通過算の基本



５　次の各問に答えなさい。

列車Aは、電柱の横を通過するのに2秒かかり、長さ1407ｍのトンネルを通過するのに35.5秒かかります。このことについ
て、次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

この列車Aの速さは、秒速何ｍですか。

42
秒速

ｍ

この列車は、電柱の横を通過する＝列車の長さを通過するのに2秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（1407ｍ）の合計を通過するのに35.5秒かかっています。

このことから、トンネルの長さの1407ｍを進むのに、35.5－2＝33.5秒かかることが
わかるので、列車Aの速さは、　1407÷（35.5－2）＝42（ｍ/秒）になります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

84
ｍ

列車Aが電柱の横を通過するのに2秒かかっています。このとき、この
時間で列車の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速42ｍで
すから、　42×2＝84ｍが列車の長さであることがわかります。

４　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

列車Aは長さ78ｍの鉄橋を通過するのに61.2秒かかり、長さ1260ｍのトンネルを通過するのに140秒かかります。このこと
について、次の各問に答えなさい。

列車Aの速さは秒速何ｍですか。

秒速

ｍ
15

この列車は、列車の長さと鉄橋の長さ（78ｍ）を通過するのに61.2秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（1260ｍ）の合計を通過するのに140秒かかっています。

よって、鉄橋とトンネルの長さの差の1260-78＝1182ｍを進むのにかかる時
間が140-61.2＝78.8秒であることから　1182÷78.8＝15（ｍ/秒）が列車の速
さであることがわかります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

ｍ
840

列車Aが鉄橋を通過するのに61.2秒かかっています。このとき、この時間で列車
の長さと鉄橋の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速15ｍですから、
　15×61.2＝918ｍが列車と鉄橋の長さの和であることがわかります。

よって、918－78＝840ｍが列車の長さであることがわかります。



(1) (2)

(3) (4)

1　次の計算をしなさい。

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

３　次の各問に答えなさい。

53×0.92＝ 48.76 2.88÷12＝ 0.24

740×（１＋0.88）＝ 1391.2 690×（１－0.16）＝ 579.6

18.84÷3.14＝ 6

とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第5回

氏名 得点

次の(　　　　　　　)に当てはまる数をそれぞれ答えなさい。２

秒速41.4ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速2172ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速241.2ｋｍです。

2484 149.04

36.2 130.32

67 4020

長さ504ｍで秒速72ｍで走る列車Aと、長さ72ｍで秒速24ｍで走る列車Bがあります。この列車について、次の各問に
答えなさい。

(1)

(2)

(3)

列車Aが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

7 秒

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、504÷72＝7秒かかることになります。

列車Bが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

秒3

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、72÷24＝3秒かかることになります。

AB２つの列車がすれ違うのに、何秒かかりますか。

6 秒

秒

長さがあるものの通過では、それぞれの長さの和を、早さの和ですれ違って行
きます。よって、　（504＋72）÷（72＋24）＝6秒ですれ違うことになります。

A列車がB列車を追い越し始めて、完全に追い越すまでに、何秒かかりますか。

12

長さがあるものの追い越しでは、それぞれの長さの和を、早さの差で追い越
して行きます。よって、　（504＋72）÷（72－24）＝12秒ですれ違うことになりま
す。

通過算の基本



５　次の各問に答えなさい。

列車Aは、電柱の横を通過するのに8秒かかり、長さ504ｍのトンネルを通過するのに50秒かかります。このことについて
、次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

この列車Aの速さは、秒速何ｍですか。

12
秒速

ｍ

この列車は、電柱の横を通過する＝列車の長さを通過するのに8秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（504ｍ）の合計を通過するのに50秒かかっています。

このことから、トンネルの長さの504ｍを進むのに、50－8＝42秒かかることがわ
かるので、列車Aの速さは、　504÷（50－8）＝12（ｍ/秒）になります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

96
ｍ

列車Aが電柱の横を通過するのに8秒かかっています。このとき、この
時間で列車の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速12ｍで
すから、　12×8＝96ｍが列車の長さであることがわかります。

４　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

列車Aは長さ144ｍの鉄橋を通過するのに48秒かかり、長さ1680ｍのトンネルを通過するのに112秒かかります。このことに
ついて、次の各問に答えなさい。

列車Aの速さは秒速何ｍですか。

秒速

ｍ
24

この列車は、列車の長さと鉄橋の長さ（144ｍ）を通過するのに48秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（1680ｍ）の合計を通過するのに112秒かかっています。

よって、鉄橋とトンネルの長さの差の1680-144＝1536ｍを進むのにかかる
時間が112-48＝64秒であることから　1536÷64＝24（ｍ/秒）が列車の速さ
であることがわかります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

ｍ
1008

列車Aが鉄橋を通過するのに48秒かかっています。このとき、この時間で列車の
長さと鉄橋の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速24ｍですから、　2
4×48＝1152ｍが列車と鉄橋の長さの和であることがわかります。

よって、1152－144＝1008ｍが列車の長さであることがわかります。



(1) (2)

(3) (4)

1　次の計算をしなさい。

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

３　次の各問に答えなさい。

88×0.23＝ 20.24 73.04÷83＝ 0.88

530×（１＋0.91）＝ 1012.3 260×（１－0.44）＝ 145.6

82.268÷3.14＝ 26.2

とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第6回

氏名 得点

次の(　　　　　　　)に当てはまる数をそれぞれ答えなさい。２

秒速51.5ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速2778ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速277.56ｋｍです。

3090 185.4

46.3 166.68

77.1 4626

長さ72ｍで秒速75ｍで走る列車Aと、長さ138ｍで秒速50ｍで走る列車Bがあります。この列車について、次の各問に
答えなさい。

(1)

(2)

(3)

列車Aが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

0.96 秒

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、72÷75＝0.96秒かかることになります。

列車Bが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

秒2.76

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、138÷50＝2.76秒かかることになります。

AB２つの列車がすれ違うのに、何秒かかりますか。

1.68 秒

秒

長さがあるものの通過では、それぞれの長さの和を、早さの和ですれ違って行
きます。よって、　（72＋138）÷（75＋50）＝1.68秒ですれ違うことになります。

A列車がB列車を追い越し始めて、完全に追い越すまでに、何秒かかりますか。

8.4

長さがあるものの追い越しでは、それぞれの長さの和を、早さの差で追い越
して行きます。よって、　（72＋138）÷（75－50）＝8.4秒ですれ違うことになり
ます。

通過算の基本



５　次の各問に答えなさい。

列車Aは、電柱の横を通過するのに4秒かかり、長さ588ｍのトンネルを通過するのに53秒かかります。このことについて
、次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

この列車Aの速さは、秒速何ｍですか。

12
秒速

ｍ

この列車は、電柱の横を通過する＝列車の長さを通過するのに4秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（588ｍ）の合計を通過するのに53秒かかっています。

このことから、トンネルの長さの588ｍを進むのに、53－4＝49秒かかることがわ
かるので、列車Aの速さは、　588÷（53－4）＝12（ｍ/秒）になります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

48
ｍ

列車Aが電柱の横を通過するのに4秒かかっています。このとき、この
時間で列車の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速12ｍで
すから、　12×4＝48ｍが列車の長さであることがわかります。

４　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

列車Aは長さ108ｍの鉄橋を通過するのに48秒かかり、長さ1386ｍのトンネルを通過するのに119秒かかります。このことに
ついて、次の各問に答えなさい。

列車Aの速さは秒速何ｍですか。

秒速

ｍ
18

この列車は、列車の長さと鉄橋の長さ（108ｍ）を通過するのに48秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（1386ｍ）の合計を通過するのに119秒かかっています。

よって、鉄橋とトンネルの長さの差の1386-108＝1278ｍを進むのにかかる
時間が119-48＝71秒であることから　1278÷71＝18（ｍ/秒）が列車の速さ
であることがわかります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

ｍ
756

列車Aが鉄橋を通過するのに48秒かかっています。このとき、この時間で列車の
長さと鉄橋の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速18ｍですから、　1
8×48＝864ｍが列車と鉄橋の長さの和であることがわかります。

よって、864－108＝756ｍが列車の長さであることがわかります。



(1) (2)

(3) (4)

1　次の計算をしなさい。

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

３　次の各問に答えなさい。

86×0.72＝ 61.92 33.84÷72＝ 0.47

270×（１＋0.72）＝ 464.4 180×（１－0.95）＝ 9

145.696÷3.14＝ 46.4

とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第7回

氏名 得点

次の(　　　　　　　)に当てはまる数をそれぞれ答えなさい。２

秒速61.6ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速3384ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速313.92ｋｍです。

3696 221.76

56.4 203.04

87.2 5232

長さ60ｍで秒速75ｍで走る列車Aと、長さ115ｍで秒速50ｍで走る列車Bがあります。この列車について、次の各問に
答えなさい。

(1)

(2)

(3)

列車Aが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

0.8 秒

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、60÷75＝0.8秒かかることになります。

列車Bが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

秒2.3

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、115÷50＝2.3秒かかることになります。

AB２つの列車がすれ違うのに、何秒かかりますか。

1.4 秒

秒

長さがあるものの通過では、それぞれの長さの和を、早さの和ですれ違って行
きます。よって、　（60＋115）÷（75＋50）＝1.4秒ですれ違うことになります。

A列車がB列車を追い越し始めて、完全に追い越すまでに、何秒かかりますか。

7

長さがあるものの追い越しでは、それぞれの長さの和を、早さの差で追い越
して行きます。よって、　（60＋115）÷（75－50）＝7秒ですれ違うことになりま
す。

通過算の基本



５　次の各問に答えなさい。

列車Aは、電柱の横を通過するのに9秒かかり、長さ1344ｍのトンネルを通過するのに121秒かかります。このことについ
て、次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

この列車Aの速さは、秒速何ｍですか。

12
秒速

ｍ

この列車は、電柱の横を通過する＝列車の長さを通過するのに9秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（1344ｍ）の合計を通過するのに121秒かかっています。

このことから、トンネルの長さの1344ｍを進むのに、121－9＝112秒かかることが
わかるので、列車Aの速さは、　1344÷（121－9）＝12（ｍ/秒）になります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

108
ｍ

列車Aが電柱の横を通過するのに9秒かかっています。このとき、この
時間で列車の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速12ｍで
すから、　12×9＝108ｍが列車の長さであることがわかります。

４　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

列車Aは長さ161ｍの鉄橋を通過するのに7秒かかり、長さ1596ｍのトンネルを通過するのに48秒かかります。このことにつ
いて、次の各問に答えなさい。

列車Aの速さは秒速何ｍですか。

秒速

ｍ
35

この列車は、列車の長さと鉄橋の長さ（161ｍ）を通過するのに7秒かかり、列車の長
さとトンネルの長さ（1596ｍ）の合計を通過するのに48秒かかっています。

よって、鉄橋とトンネルの長さの差の1596-161＝1435ｍを進むのにかかる
時間が48-7＝41秒であることから　1435÷41＝35（ｍ/秒）が列車の速さで
あることがわかります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

ｍ
84

列車Aが鉄橋を通過するのに7秒かかっています。このとき、この時間で列車の長
さと鉄橋の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速35ｍですから、　35
×7＝245ｍが列車と鉄橋の長さの和であることがわかります。

よって、245－161＝84ｍが列車の長さであることがわかります。



(1) (2)

(3) (4)

1　次の計算をしなさい。

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

３　次の各問に答えなさい。

14×0.71＝ 9.94 5.85÷45＝ 0.13

480×（１＋0.16）＝ 556.8 980×（１－0.48）＝ 509.6

209.124÷3.14＝ 66.6

とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第8回

氏名 得点

次の(　　　　　　　)に当てはまる数をそれぞれ答えなさい。２

秒速71.7ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速3990ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速30.96ｋｍです。

4302 258.12

66.5 239.4

8.6 516

長さ528ｍで秒速96ｍで走る列車Aと、長さ144ｍで秒速64ｍで走る列車Bがあります。この列車について、次の各問
に答えなさい。

(1)

(2)

(3)

列車Aが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

5.5 秒

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、528÷96＝5.5秒かかることになります。

列車Bが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

秒2.25

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、144÷64＝2.25秒かかることになります。

AB２つの列車がすれ違うのに、何秒かかりますか。

4.2 秒

秒

長さがあるものの通過では、それぞれの長さの和を、早さの和ですれ違って行
きます。よって、　（528＋144）÷（96＋64）＝4.2秒ですれ違うことになります。

A列車がB列車を追い越し始めて、完全に追い越すまでに、何秒かかりますか。

21

長さがあるものの追い越しでは、それぞれの長さの和を、早さの差で追い越
して行きます。よって、　（528＋144）÷（96－64）＝21秒ですれ違うことになり
ます。

通過算の基本



５　次の各問に答えなさい。

列車Aは、電柱の横を通過するのに6秒かかり、長さ1386ｍのトンネルを通過するのに121.5秒かかります。このことにつ
いて、次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

この列車Aの速さは、秒速何ｍですか。

12
秒速

ｍ

この列車は、電柱の横を通過する＝列車の長さを通過するのに6秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（1386ｍ）の合計を通過するのに121.5秒かかっています。

このことから、トンネルの長さの1386ｍを進むのに、121.5－6＝115.5秒かかること
がわかるので、列車Aの速さは、　1386÷（121.5－6）＝12（ｍ/秒）になります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

72
ｍ

列車Aが電柱の横を通過するのに6秒かかっています。このとき、この
時間で列車の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速12ｍで
すから、　12×6＝72ｍが列車の長さであることがわかります。

４　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

列車Aは長さ177ｍの鉄橋を通過するのに16.6秒かかり、長さ2016ｍのトンネルを通過するのに139.2秒かかります。このこ
とについて、次の各問に答えなさい。

列車Aの速さは秒速何ｍですか。

秒速

ｍ
15

この列車は、列車の長さと鉄橋の長さ（177ｍ）を通過するのに16.6秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（2016ｍ）の合計を通過するのに139.2秒かかっています。

よって、鉄橋とトンネルの長さの差の2016-177＝1839ｍを進むのにかかる
時間が139.2-16.6＝122.6秒であることから　1839÷122.6＝15（ｍ/秒）が列
車の速さであることがわかります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

ｍ
72

列車Aが鉄橋を通過するのに16.6秒かかっています。このとき、この時間で列車
の長さと鉄橋の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速15ｍですから、
　15×16.6＝249ｍが列車と鉄橋の長さの和であることがわかります。

よって、249－177＝72ｍが列車の長さであることがわかります。



(1) (2)

(3) (4)

1　次の計算をしなさい。

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

３　次の各問に答えなさい。

36×0.51＝ 18.36 2.21÷13＝ 0.17

970×（１＋0.14）＝ 1105.8 690×（１－0.46）＝ 372.6

272.552÷3.14＝ 86.8

とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第9回

氏名 得点

次の(　　　　　　　)に当てはまる数をそれぞれ答えなさい。２

秒速81.8ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速4596ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速67.32ｋｍです。

4908 294.48

76.6 275.76

18.7 1122

長さ576ｍで秒速96ｍで走る列車Aと、長さ80ｍで秒速64ｍで走る列車Bがあります。この列車について、次の各問に
答えなさい。

(1)

(2)

(3)

列車Aが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

6 秒

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、576÷96＝6秒かかることになります。

列車Bが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

秒1.25

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、80÷64＝1.25秒かかることになります。

AB２つの列車がすれ違うのに、何秒かかりますか。

4.1 秒

秒

長さがあるものの通過では、それぞれの長さの和を、早さの和ですれ違って行
きます。よって、　（576＋80）÷（96＋64）＝4.1秒ですれ違うことになります。

A列車がB列車を追い越し始めて、完全に追い越すまでに、何秒かかりますか。

20.5

長さがあるものの追い越しでは、それぞれの長さの和を、早さの差で追い越
して行きます。よって、　（576＋80）÷（96－64）＝20.5秒ですれ違うことになり
ます。

通過算の基本



５　次の各問に答えなさい。

列車Aは、電柱の横を通過するのに6秒かかり、長さ1428ｍのトンネルを通過するのに40秒かかります。このことについて
、次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

この列車Aの速さは、秒速何ｍですか。

42
秒速

ｍ

この列車は、電柱の横を通過する＝列車の長さを通過するのに6秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（1428ｍ）の合計を通過するのに40秒かかっています。

このことから、トンネルの長さの1428ｍを進むのに、40－6＝34秒かかることがわ
かるので、列車Aの速さは、　1428÷（40－6）＝42（ｍ/秒）になります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

252
ｍ

列車Aが電柱の横を通過するのに6秒かかっています。このとき、この
時間で列車の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速42ｍで
すから、　42×6＝252ｍが列車の長さであることがわかります。

４　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

列車Aは長さ108ｍの鉄橋を通過するのに33.6秒かかり、長さ1344ｍのトンネルを通過するのに116秒かかります。このこと
について、次の各問に答えなさい。

列車Aの速さは秒速何ｍですか。

秒速

ｍ
15

この列車は、列車の長さと鉄橋の長さ（108ｍ）を通過するのに33.6秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（1344ｍ）の合計を通過するのに116秒かかっています。

よって、鉄橋とトンネルの長さの差の1344-108＝1236ｍを進むのにかかる
時間が116-33.6＝82.4秒であることから　1236÷82.4＝15（ｍ/秒）が列車の
速さであることがわかります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

ｍ
396

列車Aが鉄橋を通過するのに33.6秒かかっています。このとき、この時間で列車
の長さと鉄橋の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速15ｍですから、
　15×33.6＝504ｍが列車と鉄橋の長さの和であることがわかります。

よって、504－108＝396ｍが列車の長さであることがわかります。



(1) (2)

(3) (4)

1　次の計算をしなさい。

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

３　次の各問に答えなさい。

11×0.38＝ 4.18 57.62÷67＝ 0.86

820×（１＋0.13）＝ 926.6 410×（１－0.97）＝ 12.3

30.772÷3.14＝ 9.8

とにかく計算！いっぱい計算！毎日計算！ 第10回

氏名 得点

次の(　　　　　　　)に当てはまる数をそれぞれ答えなさい。２

秒速3.1ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速5202ｍで、時速(　　　　　　　　　)ｋｍです。

秒速(　　　　　　　　　)ｍは、分速(　　　　　　　　　)ｍで、時速103.68ｋｍです。

186 11.16

86.7 312.12

28.8 1728

長さ648ｍで秒速54ｍで走る列車Aと、長さ144ｍで秒速45ｍで走る列車Bがあります。この列車について、次の各問
に答えなさい。

(1)

(2)

(3)

列車Aが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

12 秒

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、648÷54＝12秒かかることになります。

列車Bが、電柱の横を通過するのに何秒かかりますか。ただし電柱の幅は考えないものとします。

秒3.2

電柱などの点の通過では、列車の長さの分だけ通過しなければならない
ので、144÷45＝3.2秒かかることになります。

AB２つの列車がすれ違うのに、何秒かかりますか。

8 秒

秒

長さがあるものの通過では、それぞれの長さの和を、早さの和ですれ違って行
きます。よって、　（648＋144）÷（54＋45）＝8秒ですれ違うことになります。

A列車がB列車を追い越し始めて、完全に追い越すまでに、何秒かかりますか。

88

長さがあるものの追い越しでは、それぞれの長さの和を、早さの差で追い越
して行きます。よって、　（648＋144）÷（54－45）＝88秒ですれ違うことになり
ます。

通過算の基本



５　次の各問に答えなさい。

列車Aは、電柱の横を通過するのに4秒かかり、長さ21ｍのトンネルを通過するのに5秒かかります。このことについて、
次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

この列車Aの速さは、秒速何ｍですか。

21
秒速

ｍ

この列車は、電柱の横を通過する＝列車の長さを通過するのに4秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（21ｍ）の合計を通過するのに5秒かかっています。

このことから、トンネルの長さの21ｍを進むのに、5－4＝1秒かかることがわかる
ので、列車Aの速さは、　21÷（5－4）＝21（ｍ/秒）になります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

84
ｍ

列車Aが電柱の横を通過するのに4秒かかっています。このとき、この
時間で列車の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速21ｍで
すから、　21×4＝84ｍが列車の長さであることがわかります。

４　次の各問に答えなさい。

(1)

(2)

列車Aは長さ111ｍの鉄橋を通過するのに49秒かかり、長さ1554ｍのトンネルを通過するのに145.2秒かかります。このこと
について、次の各問に答えなさい。

列車Aの速さは秒速何ｍですか。

秒速

ｍ
15

この列車は、列車の長さと鉄橋の長さ（111ｍ）を通過するのに49秒かかり、列車の
長さとトンネルの長さ（1554ｍ）の合計を通過するのに145.2秒かかっています。

よって、鉄橋とトンネルの長さの差の1554-111＝1443ｍを進むのにかかる
時間が145.2-49＝96.2秒であることから　1443÷96.2＝15（ｍ/秒）が列車の
速さであることがわかります。

この列車Aの長さは何ｍですか。

ｍ
624

列車Aが鉄橋を通過するのに49秒かかっています。このとき、この時間で列車の
長さと鉄橋の長さの分だけ進んでいます。列車の速さは、秒速15ｍですから、　1
5×49＝735ｍが列車と鉄橋の長さの和であることがわかります。

よって、735－111＝624ｍが列車の長さであることがわかります。


