力だめし パートⅡ 小学校算数

１

[図形]

組

「力だめし パートⅡ」プリントは全国や大阪府の学力・学習状況調査などで、小学生のみなさんが苦手にしている問題を集めたもので
す。どの問題もみなさんにわかるようになってほしい問題ばかりです。ぜひ”力だめし”に挑戦してみましょう！

番

名前

～図形の性質をもとに、事象を判断し、式などに表す～
1 （１）
（H19全国調査Ｂ問題）□
図アのような，たてが6m，横が9mの長方形の形をした花だんがあります。
この中に，たてが3m，横が5mの長方形の
の部分があります。

3 （３）
（Ｈ23 全国調査Ｂ問題）□
たてが 10 ㎝、横が 14 ㎝の長方形の紙があります。ひろしさんは、下の図のように折
りました。

の部分のまわりにロープをはります。
の部
分のまわりにはるロープの長さは，どのような式で求
められますか。
下の１ から５ までの中から２つ選んで，その番号
を書きましょう。
１
３
５

5＋3
5＋3＋5＋3
( 5＋3 )×2

2
４

5×3
5×3×2

ひろし
このように折っても
ぴったり重なります。

こたえ

5
（Ｈ19全国調査Ｂ問題）□
ひろしさんは，土曜日に買い物に行きました。交差点Ⓐから交差点Ⓑまで行くのに，
下の地図の中にある
の道を通りました。
○道路ア、イ、ウは平行です。
○道路オ、カ、キは平行です。
○道路ア、イ、ウは、
それぞれ道路エに垂直です。
○道路ア、イ、ウは、
それぞれ道路クに垂直です。

折った紙を開いてもとの長方形にもどすと、折り目の線のところに四角形キクウケが
できました。
四角形キクウケはどのような図形ですか。辺の長さと言葉を使って書きましょう。
こたえ

（Ｈ21 全国調査Ａ問題）□
5 （１）
下の図のように、四角形を２つの三角形に分けて、四角形の４つの角の大きさの和
を求めます。
三角形の３つの角の大きさの和が１８０°であることを使って、四角形の４つの角
の大きさの和を求める式を書きましょう。
ただし、計算の答えを書く必要はありません。

ひろしさんは買い物を終えたので，交差点Ⓑから交差点Ⓐまで帰ろうと思います。
ひろしさんは，次のようなことを考えています。
来たときに通った道を

来たときと同じ

通らないようにしよう。

道のりで帰ろう。 「道のり」といいます。

道にそってはかった長さを

来たときに通った道を通らずに，同じ道のりで帰るためには，ひろしさんはどの道
を通ればよいですか。
上の地図に，1 通りだけ，線（
）をかきましょう。

式

（Ｈ22 全国調査Ｂ問題）□
6
次のようなバスのドア（
の部分）につ
いて考えます。
このドアは，折りたたんで開け閉めします。

点ウが通る部分の長さと，点イが通る部分の長さを比べます。
辺アイの長さは50 cmです。
幸子さんは，点ウが通る部分について，次のように考えました。

(1)幸子さんと洋平さんは，ドアの閉まる様子を観察して，次のことに気付きました。
ドアは，2 つの合同な長方形がつながってできています。ドアが完全に開いていると
きは，2 つの長方形はぴったり重なります。
また，ドアが閉まる動きを表すと下の図のようになり，ドアの下には三角形ができ
ます。

点ウが通る部分（Ⓐ）は，点アと点エを結んだ直線になります。
Ⓐの長さは，辺アイの長さの2倍になります。
50 ×2 ＝100
Ⓐの長さは，100 cmです。
洋平さんは，点イが通る部分について，次のように考えました。

点イが通る部分（Ⓑ）は，点アを中心として，辺アイを半径とする円周の一部
になります。
け の大きさは90度です。
角○

①三角形アイウは、ドアが動いているときに，いつもどのような三角形になりま
すか。次の１ から３ までの中から1つ選んで，その番号を書きましょう。
こたえ

１ 直角三角形

２ 二等辺三角形

３ 正三角形

②また，その番号の三角形になるわけを，下のあからおまでの中から1 つ選んで，
その記号を書きましょう。
あ 三角形アイウの3つの辺の長さが等しいから。
い 辺アイの長さと辺イウの長さが等しいから。
こたえ
う 辺アウの長さと辺イウの長さが等しいから。
き が直角だから。
え 角○
く が直角だから。
お 角○

点イが通る部分（Ⓑ）の長さと，点ウが通る部分（Ⓐ）の長さ（100 cm）を比べる
と，どのようなことが言えますか。
下の１ から３ までの中から正しいものを1つ選んで，その番号を書きましょう。
また，その番号を選んだわけを，Ⓑの長さを求める式と言葉を使って書きましょう。
ただし，円周率は3.14とします。
１ Ⓑの長さは，Ⓐの長さ（100 cm）より長い。
２ Ⓑの長さは，Ⓐの長さ（100 cm）より短い。
３ Ⓑの長さは，Ⓐの長さ（100 cm）と等しい。
番号

（2）ふたりは，次の図のように，
点イと点ウはそれぞれ別の部
分を通ることに気付きました。
そこで，ふたりは，次のよう
に考えました。

幸子

ドアが閉まるとき，点イと点ウはいっしょに
動くから，通る部分の長さは等しくなるのか
な

洋平

選んだわけ
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「力だめし パートⅡ」プリントは全国や大阪府の学力・学習状況調査などで、小学生のみなさんが苦手にしている問題を集めたもので
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組

番

名前

～図形の性質をもとに、事象を判断し、式などに表す～
（Ｈ21 全国調査Ｂ問題）□
1
ゆうじさんの学校では，子どもまつりの準備をすることになりました。
（１）ゆうじさんの学校には，次の図のような階段があります。下の
の場所に，
子どもまつりのポスターをはろうと思います。
左の図のかべの高さを知りたいので，階
段を使って調べます。
かべの高さを求めるためには，下のアか
らエまでのうち，どれが必要ですか。アか
らエまでの中から必要なものをすべて選
んで，その記号を書きましょう。
また，かべの高さを求める式を書きまし
ょう。ただし，計算の答えを書く必要はあ
りません。
ア ①の長さ 200 cm
イ ②の長さ 30 cm
ウ ③の長さ 14 cm
エ 階段の段数 15 段
記号

このように考えたわけとして正しいものを，下の１ から５ までの中から 1 つ選ん
で，その番号を書きましょう。
１
２
３
４
５

平行四辺形は，２つの対角線の長さが等しいから。
平行四辺形は，４つの辺の長さが等しいから。
平行四辺形は，向かい合っている辺の長さが等しいから。
平行四辺形は，向かい合っている角の大きさが等しいから。
平行四辺形は，向かい合っている辺が平行だから。

（３）下の図のように，6 つの円の中に「子どもまつり」と書かれた長方形の紙があ
ります。
紙のたての長さは 80 cm，横の長さは 120 cm で，
図のように，紙いっぱいに 6 つの同じ大きさの円が
かかれています。
これと同じものを作りたいので，1 つの円の半径の
長さが何 cm になるかを求めます。
ゆうじさんは，紙のたての長さを
使って，1 つの円の半径の長さを，
次のように求めました。
ゆうじさんと同じ求め方で，紙の横
の長さを使って，1 つの円の半径の
長さを求めると，どのような式と説
明になりますか。

式

(２)ゆうじさんの学校には，次の図のような階段があります。
下の図の点オから点クまでのところに，かざりをつけようと思います。
点オから点クまでの
の部分の長さを知りたいのですが，高い場所なので，長
さを直接はかることができません。
左の四角形オカキクは，平行四辺形とみるこ
とができます。
そこで，ゆうじさんは，点オから点クまでの
長さを知るためには，点カから点キまでの長さ
をはかればよいと考えました。

こたえ

下にある求め方の，2 つの式の
ましょう。

の中には数を，

の中には言葉と式を入れ

（Ｈ22全国調査Ｂ問題）□
4
たかしさんたちは，次の図のような平行四辺形アイウエに，2本の対角線をかいてで
きる三角形①と三角形②の面積について調べています。

2
（Ｈ22 全国調査Ｂ問題）□
よしおさんは，次のような本立てを
作ろうと考えています。

たかしさんは，三角形①と三角形②の面積が等し
いことに気付きました。

本立てを作るのに使うのは，下のような板です。この板は，たてが 30 cm，横が 50 cm
の長方形です。
そして，どのように考えたのかを，下のように説明しました。
たかしさんの説明
三角形アイウと三角形エイウは，
底辺と高さが同じなので，面積が等しくなります。
三角形③は，これら 2 つの三角形に共通しています。
三角形①と三角形②は，
面積が等しい三角形から共通の三角形③をひいたものです。
だから，三角形①と三角形②の面積は等しくなります。

長方形（あ），
（い）
，（う）は
の部分を，左の図の線のように切って作ります。
板の残りの
の部分はあまりが出ないように切って，合同な 2 つの長方形（え）
，
（お）
を作ります。

次に，下の図のような台形カキクケに，2 本の対角線をかいてできる三角形④と三角
形⑤の面積について調べています。
あかねさんは，次のように言いました。
切り分けた 5 枚の長方形の板は，下のように組み立てます。

たかしさんと同じ考え方を使って，三角形④と三角形⑤の面積が等しくなることを説
明すると，どのようになりますか。下の
の中に言葉を入れましょう。
説明
三角形カキクと三角形ケキクは、
底辺と高さが同じなので、面積が等しくなります。
右上へ続く

だから、三角形④と三角形⑤の面積は等しくなります。

（え）はどのような長方形ですか。辺の長さと言葉を使って書きましょう。
こたえ

