
　次の計算をしなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　点１
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　 にあてはまる数を答えなさい。　　　　　　　　　　点２

との公約数は 個あります。

円の割引は 円です。

時速は、分速 です。

生徒数が人の学校で、男子と女子の人数の比が：のとき、女
　子は 人です。

午前時の秒後は、午前 時 分 秒です。

は の倍です。
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　下の個の分数について、次の問いに答えなさい。　　　点３

　　　　　


 


 


 


 ……


 


 




約分すると分母がけたの整数となる分数すべての和を求めなさい。

約分できない分数は何個ありますか。

　を個かけあわせることを  と表すとします。例えば、４

　　　　　　　　　　　

 
　　　　　　　　　　　

 
となります。次の問いに答えなさい。　　　　　　　　　　　点

  を計算しなさい。

  のの位の数字はいくらになりますか。

　兄弟人がお金を出し合って円の品物を買います。兄が弟の５

倍より円多くお金を出すとすると、兄はいくら支払うことになりま
すか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点
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　バイクは時速で走り、自転車は時速で走るとします。次６

の問いに答えなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　点

自転車がスタートしてから分後に、バイクがスタートして同じ道
　を走り、自転車を追いかけます。バイクは、スタートしてから何分
　後に自転車に追いつきますか。　　　

周がの円形の道路がつ、図のようにの字の形に並んで
　います。今、地点からバイクと自転車が同時にスタートし、次の
　ような順でそれぞれ走ります。

　※自転車は右の円形の道路を、矢印③④③④の順に走る。
　※バイクは左右の円形の道路を交互に

　　矢印①②③④①②③④①の順に走る。

ｱスタート後、はじめてバイクと自転車が並ぶのは、スタートして
　　から何分後ですか。

ｲスタート後、回目にバイクと自転車が並ぶのは、スタートして
　　から何分後ですか。

ｳスタート後、回目にバイクと自転車が並ぶのは、スタートし
　　てから何分後ですか。　　　　　　

①

②

③

④
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　図の立方体において、辺の真ん中の点をそれぞれ７

とし、図のように点を結びました。この立方体の展開図は
図のようになります。この展開図においてはすでにかきこま
れています。残りのを解答用紙の展開図にかきこみなさい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点














 








図 図

　下の図は辺がの正方形の中に半径の分の円と直径８

の半円つを組み合わせたものです。斜線（しゃせん）で示した
つの部分の面積の和を求めなさい。ただし、円周率はとします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点
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　辺の長さがの正方形を個つなげて下の図のような図形をつ９

くりました。この図形を辺を軸として、回転してできる立体の体
積を求めなさい。ただし、円周率はとします。　　　　　点
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１

 　　　　　　　　　個  　　　　　　　　　円

 　分速　　　　　　  　　　　　　　　　人

 　時　　分　　秒  　　　　　　　　

２

３

　　　　　　　　　


　　　　　　　個　

４

　　　　　　　　　


　　　　　　　　　

５

　　　　　　　円　
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６

　　　　　分後　

ｱ

　　　　　分後　
ｲ

　　　　　分後　
ｳ

　　　　　分後　

７










８

　　　　　　　

９
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１

 　　　　　　　　　個  　　　　　　　　　円

 　分速　　　　　　  　　　　　　　　　人

 　時　　分　　秒  　　　　　　　　







  

２

３

　　分母の約数はなので、
　　約分によって、になる場合を考えればよい。
　　分母がになるのは、分子がのとき
　　分母がになるのは、分子がのとき
　　分母がになるのは、分子がのときなので、
　　条件にあう分数の和は

　　　　　


 


 


 


 


 


 




　　　　　  




   　　　　　　　　　


　　まず、約分ができる分数の個数を求める。約分ができるの

　　は、分子がの倍数かの倍数であるときである。
　　からまでの自然数のうち
　　の倍数は、……で
　　　　　  （個）
　　の倍数は、……で
　　　　　  （個）
　　ただし、の倍数（……）が重複している
　　ので、

　　　　　  （個）
　　を取り除く。

　　結局、約分ができる分数の個数は

　　　　　（個）
　　なので、約分ができない分数の個数は

　　　　　（個）

　　　　　　　個　

４

　　　　　      


　　　　　　　　　

　　　　　

       
　　　　　

       ……
　　このように、の位の数字は
　　　　　
　　のくり返しとなる。

　　　　　…
　　だから、

 のの位の数字はである。

　　　　　　　　　

５

　　　　　（円）
　　より、円を兄と弟がの割合で負担すればよい。
　　よって、兄が支払う金額は

　　　　　 
  （円）

　　　　　　　円　
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６

　　分間で自転車が進む道のりは
　　　　　  


 （）

　　自転車とバイクの進んだ道のりの差は、分間につき
　　　　　    （）
　　ずつ縮まるから、追いつくまでの時間は


　　　　　


 


 （分）

　　　　　分後　

ｱ
　　円形道路を周するのに、
　　　　　自転車は、（分）
　　　　　バイクは、（分）
　　かかる。

　　スタート後、バイクは左側の円形道路を周してから自転
　　車を追いかけるので、の「分後」を「分後」に変
　　えて考えればよい。追いつくのは

　　　　　  （分後）
　　なので、スタート後の分を加えると


　　　　　（分後）

　　　　　分後　
ｲ
　　回目に並ぶ前に、バイクは円形道路を左右左と周
　　分走っている。よって、の「分後」を「分後」に
　　変えて考えればよい。

　　　　　  （分後）

　　　　　分後　
ｳ
　　回目に並ぶのは、分後の地点である。
　（このとき、両者にいるものの、スタート直後の状況と
　　は異なることに注意する。スタート直後のバイクは①へ向

　　かうが、回目に並んだ直後のバイクは③へ向かう。）
　　このあと、再び地点において両者が並ぶのはスタート後
　　分後のことで、それは回目ということになる。
　　分後に並んだときの状況は、スタートのときと同じなの
　　で、以後、分ごとに同じことが起こる。
　　したがって、回目に並ぶのは、分後のことである。

　　　　　分後　

７


























　　　　　　　　　　　

８

　　　　　
　　　　　  



　　　　　　　

９
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