
(10) 6000m＝　　km

2km300m＝（　　　　　　）

3km＝（　　　　　　）

x

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

1

長さ

例題 長さの単位

ポイント 練習問題

1km＝（　　　　　　）1000m mはkmに, kmはmになおしましょう。

3000m

2300m

5000m＝（　　　　　　）5km

1500m＝（　　　　　　）1km500m

(2) 1000m＝　　km

(4) 1500m＝　　km　　　m

(1) 1km＝　　　　m1000 1

5001(3) 1km300m＝　　　　　m1300

(6) 4000m＝　　km

(8) 3300m＝　　km　　　m

(5) 2km＝　　　　m2000 4

3003(7) 2km700m＝　　　　　m2700

(2) 1000m＝　　km

(4) 2600m＝　　km　　　m

(1) 1km＝　　　　m1000 1

6002(3) 2km300m＝　　　　　m2300

(6) 4000m＝　　km

(8) 3300m＝　　km　　　m

(5) 2km＝　　　　m2000 4

3003(7) 5km100m＝　　　　　m5100

(12) 3200m＝　　km　　　m

(9) 7km＝　　　　m7000 6

2003(11) 1km300m＝　　　　　m1300

(14) 8000m＝　　km

(16) 4500m＝　　km　　　m

(13) 4km＝　　　　m4000 8

5004(15) 2km700m＝　　　　　m2700

長さ

mはkmに, kmはmになおしましょう。



(　　　　　　　) (　　　　　　　)

x

(　　　　　　　) (　　　　　　　)

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

2

長さの計算
例題

次の計算をしましょう。

長さの計算 練習問題

次の計算をしましょう。

(1) 500m＋600m (2) 1km300m＋600m

(3) 1km－300m (4) 2km300m－500m

700m

(　　　　　　　)1km100m

1km800m

2300m－500m＝1800m1000m－300m＝700m

1100m＝1km100m

ポイント

くり上がりやくり下がりに注意する！

(　　　　　　　)1km900m

(1) 700m＋800m (2) 1km400m＋600m

(3) 2km－400m (4) 1km300m－700m

1km600m

(　　　　　　　)1km500m

600m

1300m－700m＝600m2000m－400m＝1600m

1500m＝1km500m

(　　　　　　　)2km

(5) 200m＋600m (6) 1km300m＋600m

(7) 1km－800m (8) 2km400m－900m

200m

(　　　　　　　)800m

1km500m

2400m－900m＝1500m1000m－800m＝200m

(　　　　　　　)1km900m

(　　　　　　　)(　　　　　　　)

長さ



x

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

3

道のりの求め方
例題

A君は家を出てから学校に行き, その後に東京ドームに向かいました。

道のりの求め方 練習問題

家 学校

東京ドーム

600m

2km300m

(                         )2km900m
600m＋2300m＝2900m

ポイント
mとkmに注意して計算しよう！

家から駅までは1km800m, 駅から遊園地までは2km900mあります。

(                         )2km200m

700m＋1500m＝2200m

2900m＝2km900m

2200m＝2km200m

(                         )2km200m

700m＋1500m＝2200m

2200m＝2km200m

長さ

式

式

式

(1)  学校から駅を通って家まで帰るときの道のりを求めましょう。

家から駅までは700m, 駅から学校までは1km500mあります。１

(2)  駅から学校までは, 学校から駅までよりどれだけ遠いですか。

(                         )800m

1500m－700m＝800m式

2

(1) 家から駅を通って遊園地に向かうときの道のりを求めましょう。

(2)  駅から遊園地までは, 家から駅までよりどれだけ遠いですか。

(                         )1km100m

2900m－1800m＝1100m

1100m＝1km100m

式

(1) A君が移動した道のりは何kmですか。

(                         )1km700m
2300m－600m＝1700m
1700m＝1km700m

式

(2)  学校から東京ドームまでは, 家から学校までよりどれだけ遠い 
    ですか。



x

日付(        月         日        曜日   )   
名前 (                                       ）

4

長さの単位
例題

次の□に当てはまる単位をかきましょう。

長さの単位

練習問題

(1) 人の身長　150 cm

(2) 校庭1週　300 m

(3) 車が1時間に進む道のり 　50 km

(1) 赤ちゃんの身長　80 cm (2) 体育館1週　150 m

(3) 新幹線が1時間に進む道のり 　80 km

(4) 足の大きさ　24 cm (5) ビルの高さ　12 m

(6) 隣の県までの道のり　50 km

長さ



日付(        月         日        曜日   )  名前 (                                         ）

長さまとめテスト１

１

2

得点

100点                    

3

1問10点×4＝40点                     mはkmに, kmはmになおしましょう。

(2) 1000m＝　　km

(4) 2600m＝　　km　　　m

(1) 1km＝　　　　m1000 1

6002(3) 2km300m＝　　　　　m2300

(　　　　　　　)

次の計算をしましょう。

(1) 500m＋600m (2) 1km300m＋600m

(3) 1km－300m (4) 2km300m－500m

700m

(　　　　　　　)1km100m

1km800m

2300m－500m＝1800m1000m－300m＝700m

1100m＝1km100m

(　　　　　　　)1km900m

(　　　　　　　)

1問10点×4＝40点                     

長さ

(1) 人の身長　　150 cm

(2) 校庭1週　　300 m

4 次の□に当てはまる単位をかきましょう。 1問5点×2＝10点                     

A君は家を出てから学校に行き, その後に東京ドームに向かい 
ました。

家 学校

東京ドーム

600m

2km300m

(                         )2km900m
600m＋2300m＝2900m
2900m＝2km900m

式

(1) A君が移動した道のりは何kmですか。

(                         )1km700m
2300m－600m＝1700m
1700m＝1km700m

式

(2)  学校から東京ドームまでは, 家から学校までよりどれだけ遠い 
    ですか。

1問5点×2＝10点                     



日付(        月         日        曜日   )  名前 (                                         ）

長さまとめテスト２

１

2

得点

100点                    

3

mはkmに, kmはmになおしましょう。

次の計算をしましょう。

長さ

4 次の□に当てはまる単位をかきましょう。

(2) 1000m＝　　km

(4) 1500m＝　　km　　　m

(1) 1km＝　　　　m1000 1

5001(3) 1km300m＝　　　　　m1300

(　　　　　　　)

(1) 500m＋600m (2) 1km400m＋600m

(3) 2km－400m (4) 1km300m－700m

1km600m

(　　　　　　　)1km100m

600m

1300m－700m＝600m2000m－400m＝1600m

1100m＝1km100m

(　　　　　　　)2km

(　　　　　　　)

(1) ビルの高さ　15 m

(2) 車が1時間に進む道のり 　50 km

1問10点×4＝40点                     

1問10点×4＝40点                     1問5点×2＝10点                     

1問5点×2＝10点                     

(                         )2km200m

700m＋1500m＝2200m

2200m＝2km200m

式

(1)  学校から駅を通って家まで帰るときの道のりを求めましょう。

家から駅までは700m, 駅から学校までは1km500mあります。

(2)  駅から学校までは, 学校から駅までよりどれだけ遠いですか。

(                         )800m

1500m－700m＝800m式



日付(        月         日        曜日   )  名前 (                                         ）

長さまとめテスト３

１

2

得点

100点                    

3

mはkmに, kmはmになおしましょう。

次の計算をしましょう。

長さ

4 次の□に当てはまる単位をかきましょう。

(2) 4000m＝　　km

(4) 3300m＝　　km　　　m

(1) 2km＝　　　　m2000 4

3003(3) 5km100m＝　　　　　m5100

(　　　　　　　) (　　　　　　　)

(1) 200m＋600m (2) 1km300m＋600m

(3) 1km－800m (4) 2km300m－500m

200m

(　　　　　　　)800m

1km800m

2300m－500m＝1800m1000m－800m＝200m

(　　　　　　　)1km900m
(1) キリンの大きさ　4 m

(2) 隣の県までの道のり　50 km

1問10点×4＝40点                     

1問10点×4＝40点                     1問5点×2＝10点                     

1問5点×2＝10点                     

家から駅までは1km800m, 駅から遊園地までは2km900mあります。

(                         )2km200m

700m＋1500m＝2200m

2200m＝2km200m

式

(1) 家から駅を通って遊園地に向かうときの道のりを求めましょう。

(2)  駅から遊園地までは, 家から駅までよりどれだけ遠いですか。

(                         )1km100m

2900m－1800m＝1100m

1100m＝1km100m

式


