
ポイント

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

1

円

x

例題１

とき方

円のかき方

次のような円をかきましょう。

ポイント

◯  △ =  ⬜                      ÷
わる                     

半径  

・コンパスでかいたような丸い形を
（　　　）といいます。 
・円のまん中の点を円の（　　　　）, 
中心から円のまわりまでひいた直線を円
の（　　　　）といいます。 
・円の中心を通って, まわりにからまわ
りまでひいた直線を円の（　　　　）と
いいます。 
・円の直径は半径の（　　　）倍です。

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）直径  

中心  

半径  

直径  

中心  2

円

💡 直径のときは÷2をしよう！

(1) (2)

(1)半径2cm           (2) 直径5cm      

『コンパスの使い方( 2ステップ）』

コンパスをはかりたい長さだ
け開く。

針をしっかりさし, かた
むけながらまわす。

2cm       5cm      

※半径2.5cm 

円と球



2

練習問題１ 

次のような円をかきましょう。

(1)半径2.5cm                             (2) 直径4cm      

(1) (2)

練習問題２

にあてはまる数や言葉をかきましょう。

(1)円の直径は半径の　　　　　　倍です。 

(2) 半径３cmの円の直径は　　　　　cmです。 

(3) 直径8cmの円の半径は　　　　　cmです。 

2

6

4

例題２

次のようなもようをかいてみましょう。

円のかき方（応用）

次のようなもようをかいてみましょう。

練習問題３

円と球



日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

3

円の性質の利用
円と球

x

例題 円の性質の利用

長方形の中に, 同じ大きさの３この円がぴったりはいっていま
す。この円の半径が3cmのとき, 長方形のたてと横の長さはそ
れぞれ何cmですか。

3cmたての長さ
3×2=6cm

よこの長さ
3×6=18cm たての長さ  （　　　　　　　　）

よこの長さ  （　　　　　　　　）

6cm

18cm

練習問題１

長方形の中に, 同じ大きさ
の4この円がぴったりは
いっています。この円の
半径が5cmのとき, 長方形
のたてと横の長さはそれ
ぞれ何cmですか。

5×2=10cm 5×6=30cm

5cm

たての長さ  （　　　　　　　　）よこの長さ  （　　　　　　　　）10cm 30cm

練習問題２

長方形の中に, 同じ大きさの4
この円がぴったりはいってい
ます。この円の半径が4cmの
とき, 長方形のたてと横の長
さはそれぞれ何cmですか。

4×4=16cm 4×6=20cm

4cm

たての長さ  （　　　　　　　　）よこの長さ  （　　　　　　　　）16cm 20cm



答え （　　　　　　　　）

答え （　　　　　　　　）

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

4

球

x

例題

とき方

同じ大きさのボールが図のようにき
ちんと箱にはいっています。箱のよこ
の長さは何cmですか。

ポイント

◯  △ =  ⬜                      ÷
わる                     

・ボールのようにどこから見ても円に
見える形を（　　　）といいます。 
・球はどこで切っても, 切り口は
（　　　）になります。

（　　　　　）

（　　　　　）
（　　　　　）直径  

半径  

中心  

球  

円

cm

27cm

1つのボールの直径の長さは 

27÷3＝9cm

よこの長さは 

9×4＝36

36cm

同じ大きさのボールが図のようにきちんと箱にはいっています。
箱のたての長さは何cmですか。

1つのボールの直径の長さは 

40÷5＝8

たての長さは 8×3＝24 24cm

cm

40cm

練習問題

円と球



答え （　　　　　　　　）

答え （　　　　　　　　）

日付(        月         日        曜日   )  名前 (                                         ）

円と球まとめテスト１
得点

100点                    

1問10点×4＝40点                     
1問20点１

2

3にあてはまる数や言葉をかきましょう。

(1) 円の直径は半径の　　　　　　倍です。 

(2) 直径12cmの円の半径は　　　　　cmです。 

(3) 半径5cmの円の直径は　　　　　cmです。 

(4) 球はどこを切っても, 切り口の形は　　　　　です。

次のような円をかきましょう。

次のようなもようをかいてみましょう。

4 同じ大きさのボールが図のようにきちんと箱にはいっています。

1つのボールの直径の長さは 
３×2＝6

球の直径は 32÷4＝8

4cm

cm

2

6

10

円

(1) (2)

(1)半径2cm           (2) 直径5cm      
(1) 半径が3cmのとき箱のよこの長さ 
    は何cmですか。

(2) 箱のよこの長さが32cmのとき, 球の半径は何cmですか。

6×4＝24
24cm

球の半径は 8÷2＝4

1問10点×2＝20点                     

1問10点×2＝20点                     

円と球



答え （　　　　　　　　）

答え （　　　　　　　　）

日付(        月         日        曜日   )  名前 (                                         ）

円と球まとめテスト２
得点

100点                    

1問10点×4＝40点                     
1問20点１

2

3にあてはまる数や言葉をかきましょう。

(1) 円の直径は半径の　　　　　　倍です。 

(2) 直径10cmの円の半径は　　　　　cmです。 

(3) 半径3cmの円の直径は　　　　　cmです。 

(4) 球はどこを切っても, 切り口の形は　　　　　です。

次のような円をかきましょう。

次のようなもようをかいてみましょう。

4 同じ大きさのボールが図のようにきちんと箱にはいっています。

1つのボールの直径の長さは 
5×2＝10

球の直径は 40÷4＝10

5cm

cm

2

5

6

円

(1) 半径が5cmのとき箱のよこの長さ 
    は何cmですか。

(2) 箱のよこの長さが40cmのとき, 球の半径は何cmですか。

10×4＝40
40cm

球の半径は 10÷2＝5

1問10点×2＝20点                     

1問10点×2＝20点                     (1)半径2.5cm                             (2) 直径4cm      

(1) (2)

円と球



日付(        月         日        曜日   )  名前 (                                         ）

円と球まとめテスト３
得点

100点                    

1問10点×4＝40点                     
1問20点１

2

3にあてはまる数や言葉をかきましょう。

(1) 円の直径は半径の　　　　　　倍です。 

(2) 直径20cmの円の半径は　　　　　cmです。 

(3) 半径4cmの円の直径は　　　　　cmです。 

(4) 球はどこを切っても, 切り口の形は　　　　　です。

次のような円をかきましょう。

次のようなもようをかいてみましょう。

4 同じ大きさのボールが図のようにきちんと箱にはいっています。

2

10

8

円

1問10点×2＝20点                     

1問10点×2＝20点                     (1)半径2.5cm                             (2) 直径4cm      

(1) (2)

答え （　　　　　　　　）

答え （　　　　　　　　）

1つのボールの直径の長さは 
３×2＝6

球の直径は 32÷4＝8

4cm

cm(1) 半径が3cmのとき箱のよこの長さ 
    は何cmですか。

(2) 箱のよこの長さが32cmのとき, 球の半径は何cmですか。

6×4＝24
24cm

球の半径は 8÷2＝4

円と球


