
も：く：

x

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

1

割合とは
例題

次の表は, 各クラブの希望者と定員を表したものです。希望者は
定員の何倍になっていますか。

割合とは 練習問題

40 ÷ 20 = 2 (　　　　　)2倍サッカー：

クラブ 定員 希望者

サッカー 20 40

野球 18 27

27 ÷ 18 = 1.5 (　　　　　)1.5倍野球：

次の表は, 2つの小学校の男子と女子の人数を表したものです。男
子は女子の何倍になっていますか。

(　　　　　)A小学校：

学校名 A小学校 B小学校

男子 15 44

女子 30 20

(　　　　　)B小学校：

割合

ポイント

く÷わ＝（　　　　　　　）

も×わ＝（　　　　　　　）

く÷も＝（　　　　　　　）

く

も わ
÷ ÷×

く：くらべる量　も：もとにする量　わ：割合

定員希望者

式

式 式

式

も：く：



答え(　　　　　　　)

答え(　　　　　　　)

答え(　　　　　　　)

答え(　　　　　　　)

答え(　　　　　　　)

答え(　　　　　　　)

x

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

2

くらべる量ともとにする量
例題

水泳部の定員は15人です。希望者は定員の0.8倍あったそうです。
希望者は何人ですか。

くらべる量ともとにする量 練習問題

15 × 0.8 = 12 人12

書道部の希望者は21人で, 定員の1.4倍にあたるそうです。定員は
何人ですか。

21 ÷ 1.4 = 15 人15

(1)野球部の定員は25人です。希望者は定員の1.2倍あったそうで 
　す。希望者は何人ですか。

(2)合唱部の希望者は20人で, 定員の0.4倍にあたるそうです。定員 
　は何人ですか。

(3) 赤いリボンが1.8mあり, 青いリボンは赤いリボンの1.5倍あり 
　ます。青いリボンの長さは何mですか。

(4)バスケットボールの値段は2800円で,　これはバレーボールの 
　1.4倍にあたるそうです。バレーボールは何円ですか。

割合

ポイント

式

式

式

式

式

式

く÷わ＝（　　　　　　　）

も×わ＝（　　　　　　　）

く÷も＝（　　　　　　　）

く：くらべる量　も：もとにする量　わ：割合

く も わ

次の問題に答えましょう。

く

も わ
÷ ÷×



答え(　　　　　　　)

答え(　　　　　　　)

答え(　　　　　　　)

答え(　　　　　　　)

答え(　　　　　　　)

（　　　）×（　　　）＝　　く

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

3

くもわの計算のまとめ
練習問題

(3) 学校全体の面積は2000㎡です。校庭の面積は学校全体の0.4倍 
    あったそうです。校庭の面積は何㎡ですか。

(2) A君の身長は120cmで, B君の身長は150cmです。A君の身長は 
   B君の身長の何倍ですか。

(4) 書道部の希望者は21人で, 定員の1.4倍にあたるそうです。定 
   員は何人ですか。

(5)リンゴが80個あって, りんごの個数の0.8倍がみかんの個数で  
   す。みかんの個数は何個ですか。

(1) バレー部の定員は15人です。希望者は定員の0.6倍あったそう 
   です。希望者は何人ですか。

割合

式

式

式

式

式

ポイント

（　　　）÷（　　　）＝　　も

（　　　）÷（　　　）＝　　わ

く：くらべる量　も：もとにする量　わ：割合

次の問題に答えましょう。

く

も わ
÷ ÷×



x

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

4

百分率
例題 百分率

ポイント

練習問題

パーセント（%）を使って表す割合・・・（　　　　　　　）

100%＝（　　　　　　　）

10%  ＝（　　　　　　　）

次の小数で表された割合は百分率で, 百分率は小数で表しましょう。

(　　　　　)124%

1%    ＝（　　　　　　　）

120%＝（　　　　　　　）

45%  ＝（　　　　　　　）

8%    ＝（　　　　　　　）

(1) 4% (3) 155%(2) 77%

(4) 0.5 (6) 1.24(5) 0.09

(　　　　　)9%(　　　　　)50%

(　　　　　)1.55(　　　　　)0.77(　　　　　)0.04

次の小数で表された割合は百分率で, 百分率は小数で表しましょう。

(　　　　　)

(1) 5% (3) 109%(2) 12%

(4) 0.23 (6) 0.98(5) 1.08

(　　　　　)(　　　　　)

(　　　　　)(　　　　　)(　　　　　)

(　　　　　)

(7) 32% (9) 121%(8) 6%

(10) 0.49 (12) 1.2(11) 0.03

(　　　　　)(　　　　　)

(　　　　　)(　　　　　)(　　　　　)

割合

数 百分率
×100

÷1001 100



x

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

5

歩合
例題 歩合

ポイント

練習問題

◯◯割で表す割合・・・（　　　　　　　）

10割＝（　　　　　　　）

1割  ＝（　　　　　　　）

次の小数で表された割合は歩合で, 歩合は小数で表しましょう。

(　　　　　　        )12割4歩5厘

1歩  ＝（　　　　　　　）

12割        ＝（　　　　　　　）

4割5歩     ＝（　　　　　　　）

3割2厘     ＝（　　　　　　　）

(1) 4歩 (3) ５厘(2) 7割2歩

(4) 0.5 (6) 1.243(5) 0.009

(　　　　　)9厘(　　　　　)5割

(　　　　　)0.005(　　　　　)0.72(　　　　　)0.04

(　　　　　　　)

(1) 3割2歩5厘 (3) 10割9歩(2) 1割2歩

(7) 0.23 (9) 0.987(8) 1.08

(　　　　　)(　　　　　)

(　　　　　)(　　　　　)(　　　　　)

(　　　　　)

(4) 3割2厘 (6) 1割3歩4厘(5) 6歩

(10) 0.409 (12) 1.2(11) 0.03

(　　　　　)(　　　　　)

(　　　　　)(　　　　　)(　　　　　)

1厘  ＝（　　　　　　　） 8割4歩7厘＝（　　　　　　　）

割合

次の小数で表された割合は歩合で, 歩合は小数で表しましょう。



答え(　　　　　　　　　)
答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

x

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

6

百分率・歩合を使った問題
例題 百分率・歩合を使った問題

ポイント

練習問題１ 

(1)けいすけ君は野球の試合で10回打席に立って, 3回ヒットを打ち 
　ました。けいすけ君がヒットを打った割合は, 全打席の何%ですか。

(2)こころさんは, バスケの試合で16回シュートして10回シュート 
   を決めました。成功した回数は, シュートした回数の何割です 
   か。歩合で表しましょう。

(3)書道部の希望者は21人で, 定員の140%にあたるそうです。定 
   員は何人ですか。

バレー部の定員は15人です。希望者は定員の60%あったそうで
す。希望者は何人ですか。

15 × 0.6 = 9
9人

割合（小数） 1 0.1 0.01 0.001

百分率 100% 10% 1% 0.1%

歩合 10割 1割 1歩 1厘

※百分率や歩合を小数になおして計算しよう！

0.6

割合

式

式

式

式

次の問題に答えましょう。

く も わ

く

も わ
÷ ÷×



答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

7

練習問題２ 

割合

(1)はやと君は野球の試合で5回打席に立って, 2回ヒットを打ちまし 
　た。はやと君がヒットを打った割合は, 全打席の何%ですか。

(2)はるかさんは, バレーの試合で12回サーブして3回サーブを決 
　めました。成功した回数は, サーブした回数の何割ですか。歩合 
　で表しましょう。

(3)合唱部の希望者は33人で, 定員の110%にあたるそうです。定 
　員は何人ですか。

(4)ゆうま君は野球の試合で4回打席に立って, 全打席の2割5歩 
　ヒットを打ちました。ゆうま君がヒットを打った打席は, 何打席です 
　か。

(5)こころさんは, 50問のテストを解いて30問正解しました。ここ 
　ろさんが正解した問題数は, 全問題数の何%ですか。

(6)A小学校の4年生の男子の数は110人で, これは4年生全体の 
　55%にあたるそうです。4年生全員は何人ですか。

式

式

式

式

式

式

(7)ある動物園の1日の入場者数を調べたところ, 全体で180人いまし 
　た。そのうち75%が子どもの数にあたるそうです。子どもの入場 
　者数は何人ですか。

式



答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

x

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

8

割引
例題 割引 練習問題

30％＝（　　　　　）

(1)1000円のお弁当があって, お昼の3時を過ぎるとその 
　お弁当は30%引きされる。代金はいくらになりますか。

1000 × 0.7 = 700 700円

(1) 200円のお菓子があって, そのお菓子を30% 
　引きの値段で買います。代金はいくらになり 
　ますか。

(2) 3000円で仕入れたくつに4割の利益を加えて売ろ 
　うと思います。何円で売ればよいですか。

(3) 600円のお弁当があって, お昼の3時を過ぎるとそ 
　のお弁当は25%引きされる。代金はいくらになりま 
　すか。

(2)500円で仕入れたお弁当に3割の利益を加えて売ろうと思います。 
　何円で売ればよいですか。

500 × 1.3 = 650 650円

3割加えるので, 500円のお弁当はもとの値段の130%になる。

割合

式

式

式

式

式

0.3 1000円（１）

0.3 0.7

答え(　　　　　　　　　)

次の問題に答えましょう。

次の問題に答えましょう。

割引 代金

3割＝（　　　　　）0.3 500円（１） 0.3

1.3



答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

9

練習問題

割合

(6) 300円のお菓子があって, そのお菓子を40%引きの値段で買 
　います。代金はいくらになりますか。

(3) 800円の天丼があって, お昼の3時を過ぎるとそのお弁当は 
　15%引きされる。代金はいくらになりますか。

(4) 50円で仕入れたおにぎりに5割の利益を加えて売ろ 
　うと思います。何円で売ればよいですか。

(5) 5000円のゲームソフトがあって, セールで値段の 
　25%引きで買います。代金はいくらになりますか。

(1) 150円のジュースがあって, セールで40%引き 
　される。代金はいくらになりますか。

(7) 8000円で仕入れた自転車に6割の利益を加え 
　て売ろうと思います。何円で売ればよいですか。

(2) 2500円で仕入れたバスケットボールに2割の利益を加えて売 
　ろうと思います。何円で売ればよいですか。

式

式

式

式

式

式

式



答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)x

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

10

2回分の割引
例題 2回分の割引

練習問題

1000円のお弁当があって, お昼の3時を過ぎるとそのお弁当は3割
引きされる。5時をすぎると, その値段からさらに2割引される。代
金はいくらになりますか。

1000 × 0.7 = 700

(　　　　　)560円

割合

3時を過ぎたときの値段：

700 × 0.8 = 5605時を過ぎたときの値段：

(1) 2000円のお弁当があって, お昼の3時を過ぎるとそのお弁当は2 
　割引きされる。5時をすぎると, その値段からさらに4割引される。 
　代金はいくらになりますか。

(2) 6000円の洋服があって, 8月になるとその洋服は1割引 
　きされる。9月になると, その値段からさらに5割引され 
　る。代金はいくらになりますか。

(3) 9000円のゲームがあって, お昼の3時を過ぎるとその 
　ゲームは2割引きされる。5時をすぎると, その値段から 
　さらに4割引される。代金はいくらになりますか。

式

式

式

式



x

(　　　　　)

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

11

円グラフ・帯グラフ
例題 円グラフ・帯グラフ

ポイント

下の図は, ある小学校のクラブの割合をグラフにしたものです。それぞれのグラフの名前と, グラフの各部分の割合を答えましょう。

35

35%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0
10

20

30

40
50

60

70

80

90

100
(　　　　　)帯グラフ (　　　　　)円グラフ

野球 バスケ 合唱

テニス その他

野球

バスケ

合唱

テニス

その他

野球： バスケ： 合唱：

テニス： その他：

(　　　　　)27% (　　　　　)17%

(　　　　　)11% (　　　　　)10%

62 79 90

3562

79

90

35 − 0 = 35 62 − 35 = 27 79 − 62 = 17

90 − 79 = 11 100 − 90 = 10

グラフから割合を求めるときは, 一番はし以外はひき算して求めよう！

割合



(　　　　　)

12

下の図は, ある県の人口の割合をグラフにしたものです。 
グラフの名前と, グラフの各部分の割合を答えましょう。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0
10

20

30

40
50

60

70

80

90

100
(　　　　　　　)

(　　　　　　　)

A市
いちご

みかん
バナナ

いちご： みかん：

りんご：バナナ：

その他：

(　　　　　)

(　　　　　)(　　　　　)

(　　　　　)

練習問題

(　　　　　)A市： B市：

D市：C市：

その他：

(　　　　　)

(　　　　　)

(　　　　　)

(　　　　　)

下の図は, ある小学校の好きなフルーツの割合をグラフにしたものです。 
グラフの名前と, グラフの各部分の割合を答えましょう。

B市 C市 D市 E市 その他

E市：

(　　　　　)

割合

りんご

なし

その他

なし： (　　　　　)



日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

13

円グラフ・帯グラフのかき方

x

例題 円グラフ・帯グラフのかき方

下の表は, ある小学校のクラブの人数を表したものです。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0
10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

野球
バスケ

合唱

クラブ名 サッカー 野球 バスケ 合唱 書道 その他 合計

人数 52 40 30 20 18 40 200

(1)各クラブの人数が, 全体の何%になるか求めて, 表にかきましょう。

(2) 円グラフと帯グラフにかきましょう。

クラブ名 サッカー 野球 バスケ 合唱 書道 その他 合計

割合（%） 100

サッカー：

野球      ：

バスケ   ：

その他   ：

書道      ：

合唱      ：

52 ÷ 200 = 0.26

40 ÷ 200 = 0.2

30 ÷ 200 = 0.15

20 ÷ 200 = 0.1

18 ÷ 200 = 0.09

40 ÷ 200 = 0.2 野球

バスケ 合唱 書道

その他サッカー

サッカー
書道

その他

26 20 15 10 9 20

割合

→ ％26

→ ％20

→ ％15

→ ％10

→ ％9

→ ％20

も： クラブの人数全体 く：

式

式

式

式

式

式

く

も わ
÷ ÷×
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下の表は, ある県の人口を表したものです。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0
10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

都市名 A市 B市 C市 D市 E市 その他 合計

人数（万人） 150 90 70 50 40 100 500

(1)各都市の人数が, 全体の何%になるか求めて, 表にかきましょう。

(2) 円グラフと帯グラフにかきましょう。

都市名 A市 B市 C市 D市 E市 その他 合計

割合（%） 100

A市：

B市：

C市：

その他：

D市：

E市：

練習問題

割合

も： く：

式

式

式

式

式

式

く

も わ
÷ ÷×



答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)x

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

15

2つのグラフの関係
例題 2つのグラフの関係

ゆうきさんは, A市の小学校の人数と, 各クラブの人
数について調べました。ぼうグラフは小学校の人
数, 円グラフは2つの小学校のクラブの割合について
表しています。 405 × 0.2 = 81 81人

A小学校は全校生徒が（　　　　　）いる。そのうちの（　　　　）が水泳部なので

小学校の人数
（人）

400

300

200

100

0
A小 B小 C小

405

227

118

各小学校のクラブの割合

(1) A小学校の水泳部の人数は何人ですか。

(2) A小学校とB小学校では, どちらがサッカー部の人数が多いですか。

サッカー 
30%

野球 
25%

水泳 
20%

その他 
15%

A小

サッカー 
55%野球 

20%

水泳 
5%

その他 
10%

B小

405 × 0.3 = 121.5

B小学校227 × 0.55 = 124.85

割合

405人 20%

式

A小学校は全校生徒が（　　　　　）いる。そのうちの（　　　　）がサッカー部なので405人 30%

B小学校は全校生徒が（　　　　　）いる。そのうちの（　　　　）がサッカー部なので227人 55%

答え(　　　　　　　　　)

227 × 0.2 = 45.4 45人

B小学校は全校生徒が（　　　　　）いる。そのうちの（　　　　）が水泳部なので

(3) B小学校の野球部の人数は何人ですか。

(4) A小学校とB小学校では, どちらが水泳部の人数が多いですか。

405 × 0.2 = 81

A小学校

227人 20%

式

A小学校は全校生徒が（　　　　　）いる。そのうちの（　　　　）が水泳部なので405人 20%

B小学校は全校生徒が（　　　　　）いる。そのうちの（　　　　）が水泳部なので227人 5%

※人数が小数になったら四捨五入しよう！

227 × 0.05 = 11.35
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各学年の人数
（人）

400

300

200

100

0
6年 5年 4年

350
303 324

好きな食べ物の割合

(1) 6年生でとんかつが好きな人は何人ですか。

カレー 
40%

ハンバーグ
30%

とんかつ 
15%

その他 
15%

カレー 
60%ハンバーグ 

15%

とんかつ 
15%

その他 
10%

6年 5年

練習問題

割合

(2) 6年生でハンバーグが好きな人は何人ですか。

(3) 6年生と5年生では, どちらがカレーが好きな人が多いですか。

えみりさんは,　自分が通ってる小学校の4年生～6年生の人数と,好きな食べ物について調べました。ぼうグラフは小学4年生～6年生の
人数, 円グラフは小学校6年生と5年生の好きな食べ物の割合について表しています。



答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

日付(        月         日        曜日   )  名前 (                                         ）

割合まとめテスト１

１

3

1問10点×3＝30点                     

得点

100点                    

割合

次の小数で表された割合は百分率で, 百分率は小数で表しましょう。

2

1問10点×3＝30点                     

(1) 4% (2) 155% (3) 0.5

(　　　　　)(　　　　　)(　　　　　)

次の計算をしましょう。

(　　　　　　)

(2) ５厘(1) 7割2歩 (3) 1.24

(　　　　　)(　　　　　)

次の小数で表された割合は歩合で, 歩合は小数で表しましょう。

(1)野球部の定員は25人です。希望者は定員の1.2倍あったそうで 
　す。希望者は何人ですか。

式

(2)書道部の希望者は21人で, 定員の140%にあたるそうです。定 
　員は何人ですか。

式

(3) 600円のお弁当があって, お昼の3時を過ぎるとそのお弁当は 
　25%引きされる。代金はいくらになりますか。

式

(4) 1000円のお弁当があって, お昼の3時を過ぎるとそのお弁当は3 
　割引きされる。5時をすぎると, その値段からさらに2割引され 
　る。代金はいくらになりますか。

式

1問5点×4＝20点                     

4 下の表は, ある小学校のクラブの人数を表したものです。

クラブ名 サッカー 野球 バスケ 合唱 書道 その他 合計

人数 52 40 30 20 18 40 200

(1)各クラブの人数が, 全体の何%になるか求めて, 表にかきましょう。

クラブ名 サッカー 野球 バスケ 合唱 書道 その他 合計

割合（%） 100

サッカー：

バスケ   ：

書道      ：

20 10 20

1問20点                     



答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

日付(        月         日        曜日   )  名前 (                                         ）

割合まとめテスト２

１

3

1問5点×6＝30点                     

得点

100点                    

割合

次の小数で表された割合は百分率で, 百分率は小数で表しましょう。

2

1問5点×6＝30点                     

次の計算をしましょう。

次の小数で表された割合は歩合で, 歩合は小数で表しましょう。

1問5点×4＝20点                     

(1) 5% (2) 0.23 (3) 1.08

(　　　　　)(　　　　　)(　　　　　)

(1) 3割2歩5厘

(　　　　　)

(3) 1割3歩4厘(2) 6歩

(　　　　　)(　　　　　)

(1)学校全体の面積は2000㎡です。校庭の面積は学校全体の0.4倍 
　あったそうです。校庭の面積は何㎡ですか。

(2)A君の身長は120cmで, B君の身長は150cmです。A君の身長は 
　B君の身長の何倍ですか。

式

式

(3)はるかさんは, バレーの試合で12回サーブして3回サーブを決 
   めました。成功した回数は, サーブした回数の何割ですか。歩 
　合で表しましょう。

式

(4) 50円で仕入れたおにぎりに5割の利益を加えて売ろうと思います。 
　何円で売ればよいですか。

式
答え(　　　　　　　　　)

各小学校のクラブの割合

式

4 ゆうきさんは, A市の小学校の人数と, 各クラブの人数について
調べました。ぼうグラフは小学校の人数, 円グラフは2つの小
学校のクラブの割合について表しています。A小学校とB小学
校では, どちらがサッカー部の人数が多いですか。 1問20点                     



答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

答え(　　　　　　　　　)

日付(        月         日        曜日   )  名前 (                                         ）

割合まとめテスト３

１

3

1問5点×6＝30点                     

得点

100点                    

割合

次の小数で表された割合は百分率で, 百分率は小数で表しましょう。

2

1問5点×6＝30点                     

次の計算をしましょう。

次の小数で表された割合は歩合で, 歩合は小数で表しましょう。

1問5点×4＝20点                     

(2) 121%(1) 6% (3) 0.49

(　　　　　)(　　　　　)(　　　　　)

(　　　　　　　)

(2) 0.987(1) 1.08

(　　　　　)

(3) 0.03

(　　　　　)

(1)けいすけ君は野球の試合で4回打席に立って, 全打席の2割5歩ヒット 
   を打ちました。けいすけ君がヒットを打った打席は, 何打席ですか。

(2)こころさんは, 50問のテストを解いて30問正解しました。ここ 
　ろさんが正解した問題数は, 全問題数の何%ですか。

式

式

(3) 600円のお弁当があって, お昼の3時を過ぎるとそのお弁当は 
　25%引きされる。代金はいくらになりますか。

式

(4)6000円の洋服があって, 8月になるとその洋服は1割引きされ 
　る。9月になると, その値段からさらに5割引される。代金はい 
   くらになりますか。

式

答え(　　　　　　　　　)

えみりさんは,　自分が通ってる小学校の4年生～6年生の人数と,好
きな食べ物について調べました。ぼうグラフは小学4年生～6年生
の人数, 円グラフは小学校6年生と5年生の好きな食べ物の割合に
ついて表しています。6年生と5年生では, どちらがカレーが好きな
人が多いですか。

4

1問20点                     

式


