
算数得意化プロジェクト 体験版

得点 名前

Ｔ１１（体験版） 1

問　題 答え

1
５０ｍℓの塩酸に、２ｇのアルミニウムがとけます。同じ濃さ
の塩酸１２５ｍℓには何ｇのアルミニウムがとけますか。

2
４５０ｇの重りをつるすと１４ｃｍのびるばねがあります。こ
のばねを２１ｃｍのばすためには何ｇの重りをつるせばよ
いですか。

3
１２０円で鉛筆が３本買えます。２００円では鉛筆は何本買
えますか。

4
３００ｍ歩くのに５分かかります。同じ速さで４８０ｍ歩くと
何分かかりますか。

5
４ｇの重りをつるすと６ｃｍのびるばねがあります。このば
ねに７ｇの重りをつるすと何ｃｍのびますか。

図　や　式



算数得意化プロジェクト 体験版

得点 名前

 Ｔ１１（体験版） 2

問　題 答え

1

５０ｍℓの過酸化水素水に二酸化マンガンを入れると、
１５０ｍℓの酸素が発生します。同じ濃さの過酸化水素水
８０ｍℓに二酸化マンガンを入れると何ｍℓの酸素が発生し
ますか。

2
５００円で鉛筆が８本買えます。鉛筆を１４本買うためには
何円必要になりますか。

3
１５０ｍℓの塩酸に、４ｇのアルミニウムがとけます。アルミ
ニウムを１８ｇとかすためには、同じ濃さの塩酸が何ｍℓ必
要ですか。

4
７５０ｍ歩くのに１２分かかります。同じ速さで２０分歩くと、
何ｍ進みますか。

5
３０ｇの重りをつるすと４ｃｍのびるばねがあります。この
ばねを１０ｃｍのばすためには、何ｇの重りをつるせばよい
ですか。
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算数得意化プロジェクト 体験版

得点 名前

Ｔ１２（体験版） 1

問　題 答え

1
２０ｇの重りをつるすと３５ｃｍ、３０ｇの重りをつるすと４０
ｃｍの長さになるばねがあります。何もつるさないときの、
このばねの長さを求めなさい。

2

Ａ君は今年の４月から毎月同じ金額を貯金をすることに決
めました。そうしたら６月に２７００円あった貯金が１０月に
は３９００円になりました。今年の３月の時点では貯金は
何円ありましたか。

3
Ａ駅を８時１２分に出発した特急列車が９ｋｍ離れたＢ駅を
８時１８分に通過しました。Ａ駅から１５ｋｍ離れたＣ駅を通
過するのは８時何分ですか。

4
Ａ駅を８時１５分に出発した特急列車が８ｋｍ離れたＢ駅を
８時２１分に、Ｃ駅を８時３０分に通過しました。Ｂ駅とＣ駅
は何ｋｍはなれていますか。

5
なにもつるさないときの長さが２５ｃｍで、４０ｇの重りをつ
るすと３３ｃｍになるばねがあります。このばねに何ｇの重
りをつるすと３６ｃｍになりますか。
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算数得意化プロジェクト 体験版

得点 名前

 Ｔ２１（体験版） 1

問　題 答え

1

ある遊園地では開園と同時にチケットを売り始めます。あ
る日開園時刻にチケット売り場に１４４人の行列ができて
いました。また開園後も毎分５人の割合で行列に人が加
わります。毎分１１人の割合でチケットを売ると行列は何
分でなくなりますか。

2

A君には現在３０００円の貯金があり、これとは別に１か月
に５００円ずつおこづかいがもらえます。A君が毎月８００
円ずつ使うことにすると、何か月後にA君の貯金はなくな
りますか。

3

容積が２００ℓで、１分間に２ℓの割合で水がもれる水そうが
あります。今この水そうがからの状態から毎分６ℓの割合
で水を入れ始めると、水がいっぱいになるのは今から何
分後ですか。

4

ある遊園地では開園と同時にチケットを売り始めます。あ
る日開園時刻にチケット売り場に１４４人の行列ができて
いました。また開園後も毎分５人の割合で行列に人が加
わります。毎分１１人の割合でチケットを売ると行列が４８
人になるのは開園から何分後ですか。

5

A君は今宿題の計算ドリルを４８ページためています。学
校では毎日２ページずつ宿題が出ます。１日に５ページず
つ計算ドリルをやることにすると、何日でためている宿題
が  ２４ページになりますか。
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算数得意化プロジェクト 体験版

得点 名前

Ｔ２２（体験版） 1

問　題 答え

1

毎分４ℓの割合で水がわき出している泉があります。この
泉にたまっている水の量が１４０ℓのときから、水をくみ出し
て２０分で泉をからにするためには毎分何ℓの割合で水を
くみ出せばよいですか。

2

A君には現在３０００円の貯金があり、これとは別に１か月
に５００円ずつおこづかいがもらえます。１２か月後にちょ
うど貯金がなくなるように計算するとA君は１か月に何円
使うことができますか。

3

容積が２００ℓで、１分間に２ℓの割合で水がもれる水そうが
あります。今この水そうがからの状態から、４０分でいっぱ
いにしようとすると毎分何ℓの割合で水を入れればよいで
すか。

4

ある遊園地では開園と同時にチケットを売り始めます。あ
る日開園時刻にチケット売り場に１４４人の行列ができて
いました。また開園後も毎分７人の割合で行列に人が加
わります。開園後１９分で行列を３０人にするためには、毎
分何人の割合でチケットを売ればよいですか。

5

A君は今宿題の計算ドリルを３０ページためています。学
校では毎日２ページずつ宿題が出ます。４日でためている
宿題を１０ページまで減らすためには、１日に何ページず
つ計算ドリルをやることにすればよいですか。
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算数得意化プロジェクト 体験版

得点 名前

 Ｔ３１（体験版） 1

問　題 答え

1

今、お兄さんには６０００円、弟には２０００円の貯金があり
ます。来月からお兄さんは１か月に３００円ずつ使うことに
し、弟は２００円ずつ貯金することにしました。お兄さんと
弟の貯金が同じ金額になるのは、今から何か月後です
か。

2

Ａの水そうには２３ℓの水が、Ｂの水そうには１７０ℓの水が
入っています。今Ａには毎分４ℓずつ水を入れ、Ｂからは毎
分３ℓずつ水を出すと、ＡとＢの水の量が等しくなるのは、
今から何分後ですか。

3

Ａの水そうには４４ℓの水が、Ｂの水そうには７２ℓの水が
入っています。今Ａには毎分５ℓずつ、Ｂには毎分３ℓずつ
水をいれます。ＡとＢの水の量が等しくなったときＡには何
ℓの水が入っていますか。

4

今、お兄さんは学校から４２０m、弟は学校から３８０ｍの
ところを、ともに学校に向かって歩いています。お兄さんの
歩く速さを毎分７２ｍ、弟の歩く速さを毎分６４ｍとすると、
お兄さんが弟に追いつくのは学校まであと何ｍのところで
すか。

5

今、お姉さんは学校から５２０m、妹は学校から４４０ｍの
ところを、ともに学校に向かって歩いています。お姉さんの
歩く速さを毎分６４ｍ、妹の歩く速さを毎分４８ｍとすると、
今から何分後にお姉さんは妹に追いつきますか。

図　や　式



算数得意化プロジェクト 体験版

得点 名前

Ｔ３２（体験版） 1

問　題 答え

1
現在Ａ君３歳、お父さん４１歳です。Ａ君の年令の３倍がお
父さんの年令と等しくなるとき、Ａ君は何歳になりますか。

2
現在Ａ君は１２歳、お父さんは４４歳です。お父さんの年令
がＡ君の年令の５倍だったとき、Ａ君は何歳でしたか。

3

現在Ａ君は１４歳、妹は１２歳、弟は８歳、お父さんは４３
歳、お母さんは４１歳です。今から何年後にＡ君と妹と弟
の年令の和の２倍がお父さんとお母さんの年令の和と等
しくなりますか。

4

Ａの水そうには１０１ℓの水が、Ｂの水そうには１６ℓの水が
入っています。今Ａには毎分２ℓずつ水を入れ、Ｂには毎
分５ℓずつ水を入れると、Ａの水の量が２倍がＢの水の量
の３倍になるのは、今から何分後ですか。

5

今、お兄さんには３９００円、弟には９００円の貯金があり
ます。来月からお兄さんは１か月に１００円ずつ使うことに
し、弟は１００円ずつ貯金することにしました。お兄さんの
貯金の３倍が弟の貯金の５倍になるのは、今から何か月
後ですか。
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算数得意化プロジェクト 体験版

得点 名前

 Ｔ４１（体験版） 1

問　題 答え

1

今日の算数のテストは全部で２０問あって、１問正解する
と５点もらえるのですが、１問不正解だと５点もらえないだ
けでなく２点引かれてしまいます。このテストの得点が７２
点のとき、正解できたのは何問ですか。

2

今日の算数のテストは全部で２０問あって、１問正解する
と１０点もらえるのですが、１問不正解だと１０点もらえな
いだけでなく５点引かれてしまいます。このテストの正答
数が　１４問のとき得点は何点ですか。

3

Ａさんはれんが工場でれんがを作っています。良品を１個
作ると１０円もらえるのですが、不良品を作ると１０円もら
えないだけでなく、１個につき１００円引かれてしまいま
す。れんがを８００個作ったのに、もらえた金額は６６８０円
でした。不良品を何個つくってしまいましたか。

4

Ａさんはれんが工場でれんがを作っています。良品を１個
作ると２５円もらえるのですが、不良品を作ると２５円もら
えないだけでなく、１個につき何円か引かれてしまいま
す。れんがを３００個作ったのに、不良品を８個作ってし
まったのでもらえた金額は６１００円でした。不良品を１個
作ると何円引かれますか。

5

皿を１枚洗うと７円もらえる仕事があります。しかし洗って
いる最中に手を滑らせて割ってしまうと、７円もらえないど
ころか、２５０円引かれてしまいます。８００枚の皿を洗った
のですが、そのうち何枚かを割ってしまったので４５７２円
しかもらえませんでした。皿を何枚割りましたか。
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算数得意化プロジェクト 体験版

得点 名前

Ｔ４２１（体験版） 1

問　題 答え

1

４０人のクラスで、男子には漢字のプリントを一人３枚ず
つ、女子には計算のプリントを一人２枚ずつ配ります。
配ったプリントは計算プリントより漢字プリントの方が５枚
多くなりました。このとき男子の人数を求めなさい。

2

家からコンビニを通って学校まで行くのに、家からコンビ
ニまでは分速５０ｍの速さで、コンビニから学校までは分
速　６０ｍの速さで歩いたら、家を出てから１５分で学校に
着きました。コンビニから学校までの距離が、家からコン
ビニまでの距離より２４０ｍ長いとき、家からコンビニまで
は何分かかりましたか。

3

ある中学校で折り鶴を折るのに、１年生は１人２羽ずつ、
２年生は１人３羽ずつ折ったら、２年生の折り鶴の数が１
年生の折り鶴の数よりも７０羽多くなりました。１年生と２
年生の人数の合計は２４０人です。このとき、１年生の人
数を求めなさい。

4

１冊１５０円のノートと、１冊１００円のノートをあわせて１５
冊買ったら、１００円のノートの代金が１５０円のノートの代
金よりも２５０円多くなりました。全部で何円になりました
か。

5
５０円玉と１００円玉があわせて３０枚あります。１００円玉
の合計金額が、５０円玉の合計金額よりも１０５０円多いと
き、５０円玉の合計金額を求めなさい。
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算数得意化プロジェクト 体験版

得点 名前

 Ｔ４２２（体験版） 1

問　題 答え

1

あるクラスで、男子には漢字のプリントを一人２枚ずつ、
女子には計算のプリントを一人３枚ずつ配ります。配った
プリントは漢字プリントと計算プリントをあわせて８３枚に
なりました。女子の人数が男子の人数よりも１人多いと
き、男子の人数を求めなさい。

2

１冊１５０円のノートと、１冊１００円のノートを買ったら、合
計で２４００円になりました。１００円のノートを１５０円の
ノートより４冊多く買ったとき、１５０円のノートは何冊買い
ましたか。

3

家からコンビニを通って学校まで行くのに、家からコンビ
ニまでは分速６０ｍの速さで、コンビニから学校までは分
速　７０ｍの速さで歩いたら、家からコンビニまでの時間
が、コンビニから学校までの時間より２分長くなりました。
家から学校まで６４０ｍあるとき、家からコンビニまでは何
ｍありますか。

4
５０円玉と１００円玉があわせて１３００円分あります。１００
円玉の枚数が、５０円玉の枚数よりも１枚多いとき、５０円
玉と１００円玉は合計何枚ありますか。

5

ある中学校で折り鶴を折るのに、１年生は１人２羽ずつ、
２年生は１人３羽ずつ折ったら、折り鶴の数が全部で４９８
羽になりました。２年生が１年生よりも６人多いとき、２年
生の人数を求めなさい。
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算数得意化プロジェクト 体験版

得点 名前

Ｔ４２３（体験版） 1

問　題 答え

1

あるクラスで、男子には漢字のプリントを一人１枚ずつ、
女子には計算のプリントを一人３枚ずつ配ります。配った
プリントは計算プリントが漢字プリントよりも５４枚多くなり
ました。男子の人数が女子の人数よりも４人少ないとき、
男子の人数を求めなさい。

2

１冊７０円のノートと、１冊１００円のノートを買ったら、７０
円のノ－トの合計金額が１００円のノートの合計金額より
も１２０円多くなりました。７０円のノートを１００円のノートよ
り３冊多く買ったとき、７０円のノートは何冊買いましたか。

3

お兄さんは家から駅まで毎分９０ｍの速さで、妹は家から
学校まで毎分７０ｍの速さで歩きます。歩く時間は妹が７
分長く、家から駅までの距離よりも家から学校までの距離
が３９０ｍ長いとき、家から駅までの距離を求めなさい。

4

５０円玉と１００円玉がそれぞれ何枚かあります。５０円玉
の枚数が１００円玉の枚数よりも１５枚多く、５０円玉の合
計金額が、１００円玉の合計金額よりも２５０円多いとき、
１００円玉の合計金額を求めなさい。

5

ある中学校で折り鶴を折るのに、１年生は１人３羽ずつ、
２年生は１人２羽ずつ折ったら、１年生の折った折り鶴が２
年生の折った折り鶴よりも７０羽多くなりました。１年生が２
年生よりも４人多いとき、１年生の人数を求めなさい。
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算数得意化プロジェクト 体験版

得点 名前

 Ｔ５（体験版） 1

問　題 答え

1
１００円玉、５０円玉、１０円玉の３種類の硬貨で２４０円を
支払うとき、支払う方法は全部で何通りありますか。ただ
し使わない硬貨があってもよいものとします。

2

１００円玉が２枚、５０円玉が３枚、１０円玉が１０枚ありま
す。このなかから２３０円を支払うとき、支払う方法は全部
で何通りありますか。ただし使わない硬貨があってもよい
ものとします。

3

１００円玉、５０円玉、１０円玉の３種類の硬貨で４１０円を
支払うとき、合計の枚数が２０枚以下になるようにして支
払う方法は全部で何通りありますか。ただし使わない硬貨
があってもよいものとします。

4
１０ｇ、５ｇ、１ｇのおもりを使って３４ｇをはかるとき、おもり
の組合せは全部で何通りありますか。ただしどのおもりも
最低１個はつかうものとします。

5

１０ｇのおもりが４個、５ｇのおもりが４個、１ｇのおもりが１３
個あります。このおもりを使って５２ｇをはかるとき、おもり
の組合せは全部で何通りありますか。ただし使わないおも
りがあってもよいものとします。
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