
演習問題集・５年下・第１４回

反復基本問題・反復練習問題のくわしい解説
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復基本 1 (1)

ワンポイント ３.１４の計算は，なるべく後回しにしましょう。

半径が４ cmの円柱の底面積
は，４×４×３.１４ で求め

られる。（計算はしない方がよい。）

水の深さは１８ cmだから，
水の量は，

４×４×３.１４×１８ で

求められる。（計算はしない方がよい。）

この水を，他の直方体の容器に移しても，水の量は変わらず，水の深さは２ cmに
なったのだから，この直方体の底面積は，

４×４×３.１４×１８÷２

＝（４×４×１８÷２）×３.１４

＝１４４×３.１４（cm2）になる。（３.１４の計算はしない方がよい。）

Ｂの半径を□とすると，□×□×３.１４＝１４４×３.１４ だから，

□×□＝１４４

１２×１２＝１４４ だから，□は１２㎝。

（注意）せっかく □×□＝１４４ まで求めても，□を １４４÷２＝７２ にするミス

が多い。□が７２ならば，□×□は７２×７２ だから，決して１４４になるこ

とはない。

☆

4×4×3.14

2 cm☆
18 cm
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復基本 1 (2)

ワンポイント まず，１辺が１０㎝の立方体の体積を求めましょう。

右の図のように水が入っている。

この容器には，あと １８－１２＝６（cm）ぶん，
さらに水を入れることができる。

６ cmぶんの体積は，２５０×６＝１５００（cm3）。

実際には，さらに水を入れるのではなく，

１辺が１０ cmの立方体を２個しずめた。
立方体２個ぶんの体積は １０×１０×１０×２＝

２０００（cm3）だが，この容器には，あと １５００ cm3

しか入れられない。

よって，２０００－１５００＝５００（cm3）だけ，
水がこぼれることになる。

250 cm2

12 cm
18 cm

250 cm2

12 cm
18 cm

1500 cm3

1000

150 cm2

12 cm
18 cm

1500 cm3

2000

1000
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復基本 1 (3)

ワンポイント 直方体のおもり８㎝ぶんの体積を求めましょう。

底面積が１５０ cm2の直方体の
容器に，水が８ cm入っていた。
ここに，底面積が５０ cm2の

直方体のおもりを６ cmしずめる
と，水の深さは上がる。

なぜ上がるかというと，直方体の

おもりが６ cmぶん入ったから。
直方体のおもり６ cmぶんの体積は，

５０×６＝３００（cm3）。

つまりこの問題は，３００ cm3の
石を水の中にしずめると，水の深さ

は何 cmになるか，という問題と同じ。

右の図のように，３００ cm3 の石を入れると，
水の深さも３００ cm3 ぶん増える。

この容器の底面積は１５０ cm2だったから，
水の深さは，３００÷１５０＝２（cm）ぶん
上がる。

もとの水の深さは８ cmだったから，８＋２＝１０（cm）。

150 cm2

8 cm

150 cm2

8 cm
6cm

50cm2

150 cm2

8 cm

150 cm2

300cm3

150 cm2

300cm3 8 cm
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復基本 1 (4)

ワンポイント 直方体のおもりは，左はしか右はしにくっつけて入れましょう。

右の図のように，底辺が４５０㎝2の直方体の容器

に，水が１２㎝の深さまで入っていた。

ここに，直方体のおもりをまっすぐに底まで入れた

ら，水の深さは１５㎝になった。

直方体のおもりが水中に入ったぶんだけ，水面は

上がったのだから，右の図の の体積と，

の体積は等しい。

の体積は，４５０×（１５－１２）＝１３５０（㎝3）

だから， の体積も１３５０㎝3。

の部分の高さは１５㎝だから，底面積は，１３５０÷１５＝９０（㎝2）。

12cm

450cm2

12cm

450cm2

15cm

12cm

450cm2

15cm
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復基本 1 (5)

ワンポイント たし算ひき算だけでできる，とても簡単な解き方があります。

右の図のように，容器に，水が６㎝の深さまで

入っている。

もし，右の図のようにかたむけて，右はしの水の

深さが６㎝よりも１㎝深い深さである７㎝になった

としたら，左はしの水の深さは，６㎝よりも１㎝浅

い深さである，５㎝になる。

つまり，どのようにかたむけても，水をこぼさない

限り，右はしと左はしの水の深さの和は，必ず ６＋６＝１２（㎝）になる。

この問題では，右はしの水の深さは８㎝なのだか

ら，左はしの水の深さであるχは，１２－８＝４（㎝）

になる。

6cm 6cm

7cm
5cm

8cm

χ



- 6 -

演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復基本 1 (6)

ワンポイント 前問と同様に，「右はしと左はしの水の深さの和」で考えましょう。

容器をかたむけていないときは，図のように水の深さは

１０㎝なので，「右はしと左はしの水の深さの和」は，

１０＋１０＝２０（㎝）。

水がこぼれない限り，「右はしと左はしの水の深さの

和」は２０㎝のままだが，図のようにかたむけたとき，

右はしの水の深さは０㎝で，左はしの水の深さは１５㎝

なので，「右はしと左はしの水の深さの和」は，

０＋１５＝１５（㎝）になってしまった。

２０－１５＝５（㎝）だけ長さが短くなってしまったのは，水がこぼれたから。

５㎝ぶんがこぼれて，いま１５㎝ぶんが残っている。

残っている水の体積は，こぼれた水の体積の，１５÷５＝３（倍）。

こぼれた水の体積は２００㎝3であると問題に書いてあったから，残っている水の

体積は，２００×３＝６００（㎝3）。

10cm 10m

15cm
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復基本 2 (1)

ワンポイント こぼれた水の量である３００㎝3を足すのか引くのか，よく考えましょう。

容器の底面積は，２０×３０＝６００（㎝2）なので，

右の図のように水が入っている

右の図の★の体積は，６００×(１８－１６)＝１２００（㎝3）

だから，１２００㎝3の石を入れても，水はぎりぎりこぼれな

い。

いま，３００㎝3の水がこぼれたのだから，石は１２００㎝3

よりも，３００㎝3だけ大きい。

よって石の体積は，１２００＋３００＝１５００（㎝3）。

反復基本 2 (2)

ワンポイント 石を取り出したからといって，もとの水の深さにはなりません。

石をしずめたときは，右の図のような状態になって

いる。

石を取り出すと，石の体積のぶんだけ水面が下がる。

右の図の☆の部分の体積が１５００㎝3になる。

☆の部分の高さは，１５００÷６００＝２.５（㎝）だか

ら，水の深さは，１８－２.５＝１５.５（㎝）になる。

16cm

600cm2

18cm

16cm

600cm2

18cm

★

600cm2

18cm 石
1500cm3

600cm2

18cm
☆
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復基本 3 (1)

ワンポイント ま正面から見た図を書きましょう。

水そうの底面積は，１５×２０＝３００（cm2）。
入っている水の深さは，６ cmだった。

この水そうに，底面積が １０×１２＝１２０（cm2）
で高さが６ cmの直方体を入れる。

直方体は水そうの水の中に全部入ってしまうので，

直方体の体積である，１２０×６＝７２０（cm3）だけ，
水面は上がる。（右図の 部分。）

部分の底面積は３００ cm2だから，

７２０÷３００＝２.４（cm）だけ，水面は
上がる。

よって，水面の高さは，底から

６＋２.４＝８.４（cm）になる。

300 cm2

6 cm

120 cm2

6 cm

300

6
120

300

6
120

2.4
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復基本 3 (2)

ワンポイント 水の中に入れる直方体の上の部分は，水面から出てしまいます。

(1)の問題で入っていた直方体を取り出して，

(2)の問題では，底面積が ６×１０＝６０（cm2）で，
高さが１２ cmの直方体を水そうに入れる。

水の深さ（６ cm）よりも，この直方体の高さ（１２ cm）の
方がかなり高いので，この直方体を入れても，水そうの水の

中に，全部は入り切らないことが予想される。

右の図のように，直方体が，水面より上に

ちょっと出ているようになるのではということ。

ところで，なぜ水面は上がるのか，わかりますね？

それは，直方体を，水の中に入れたから。

つまり，水の中に入れた直方体の体積

ぶん（右図の ），

水面は上がることになる（右図の ）。

重ねて描くと，右図のようになる。

（直方体は左はしに寄せておいた。）

（次のページへ）

300 cm2

6 cm

12cm

60cm2

300

6
60

300

6
60

300

6
60

300

6
60
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右図において， の体積は求められないし，

の体積も求められない。

このような場合は，

と の重なり部分を取り除く。

すると，右図のようになる。

この図において， の部分の体積は，

６０×６＝３６０（cm3）。
よって， の部分の体積も３６０ cm3になる。

の部分の底面積は ３００－６０＝２４０（cm2） だから，

高さは，３６０÷２４０＝１.５（cm）。

よって，水面は１.５ cm高くなったことがわかった。
底からの水面の高さは，

６＋１.５＝７.５（cm）。

300

6
60

300

6
60

300
60

1.5
6
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復基本 4 (1)

ワンポイント 反復基本 1 (5)と同じ解き方をします。

水がこぼれない限り，「右はしと左はしの水の深さの和」は変わらない。

（図１）

（図１）の場合，「右はしと左はしの水の深さの和」は，

５＋５＝１０（㎝）。

（図２）の場合，こぼれたわけではないので，「右はしと （図２）

左はしの水の深さの和」は，（図１）と同じく１０㎝。

（図２）の右はしは０㎝だから，左はしだけで１０㎝に

なる。

よって答えは１０㎝。

5cm 5cm

χ
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復基本 4 (2)

ワンポイント 水がこぼれたので，反復基本 1 (5)と同じ解き方はできません。

（図１）において，底面積は １２×１２＝１４４（㎝2）

だから，水の体積は １４４×５＝７２０（㎝3）。

（図３）のときは，１８０㎝3の水がこぼれたので，水の体積は

７２０－１８０＝５４０（㎝3）になっている。

（図３）のときの，水が入っている部分は三角形の形をして

いて，その三角形の面積は「ｙ×１２÷２」の式で求められる

が，水の体積を求める式にするためには，「奥まで１２㎝」の

長さをかけなければならない。

よって，ｙ×１２÷２×１２＝５４０

ｙ＝５４０÷１２×２÷１２＝７.５（㎝）。

5cm

144cm2

（図１）

12cm ｙ

（図３）
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復練習 1 (1)

ワンポイント ま正面から見た図を書こう。

直方体の容器の底面積は，８×１０＝８０（cm2）。
この容器に，８ cmの深さまで水が入っている。

この容器の中に，底面積が ２０ cm2で高さが１２ cm
の棒を，まっすぐ沈めていく。

右図のように，棒をはじにずらしてから沈めること

にする。この方が，図が書きやすい。

棒を水中に入れると，棒が水中に入った

体積ぶんだけ水面が上がる。

棒は水中に４ cm入った。
棒の水中の体積（右図の ）は，

２０×４＝８０（cm3）。

８０ cm3ぶん，水面は上がった。（右図の ）

の体積は８０ cm3で，底面積は８０ cm2

だから， の部分の高さは，

８０÷８０＝１（cm）。

よって，水の深さは１ cmぶん高くなった。
もとの水の深さは８ cmだったから，
８＋１＝９（cm）。

80 cm2

8 cm10 cm

12cm

20cm2

80 cm2

8 cm
20cm2

水面が
上がる

80 cm2

8 cm
20cm2

4cm

80 cm2

8 cm
20cm2

4cm
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復練習 1 (2)

ワンポイント こぼれるギリギリの状態の図を書こう。

右図のような，こぼれるギリギリの状態を

書く。

棒が水中に入ったぶんだけ，

水面が上がった。

水面は，１０－８＝２（cm）上がったの
だから，右図の の部分の体積は，

８０×２＝１６０（cm3）。

よって，右図の の部分の体積も，

１６０ cm3。
の部分の底面積は２０ cm2だから，

の部分の高さは，１６０÷２０＝８（cm）。
よって，この棒は水中に８ cm入っている。

80 cm2

8 cm
10 cm

20cm2

80 cm2

8 cm
10 cm

20cm2

80 cm2

8 cm10 cm

20cm2

80 cm2

8 cm10 cm

20cm2

80 cm2

8 cm10 cm

20cm2

8 cm
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復練習 1 (3)

ワンポイント どことどこの体積が等しいかをはっきりさせよう。

右図のように，棒を容器の底まで沈めてから，

棒を引き上げると，水面が下がる。

☆の部分の水はなくなったのではなくて，

☆の部分に移動した。

☆の部分は，

底面積が ８０－２０＝６０（cm2）で，
高さが １０－８＝２（cm）だから，
体積は，６０×２＝１２０（cm3）。

☆の部分の体積も１２０ cm3。
☆の部分の底面積は２０ cm2だから，

高さは，１２０÷２０＝６（cm）。

よって，棒を，６ cm引き上げたことに
なる。

☆
120

120

80

20

10

☆

80

20 10

水面が
下がる

8棒を引き
上げる

☆

80

20 10

水面が
下がる

8棒を引き
上げる ☆

☆

☆120

80

20 10

水面が
下がる

8棒を引き
上げる

☆120

80

20 10

水面が
下がる

8棒を引き
上げる

6
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復練習 2 (1)

ワンポイント 「直方体」を「石」におきかえると，イメージしやすくなります。

右図の場合，直方体のおもりはすべて水の中に

入っている。

直方体のおもりの体積は，

６×６×１５＝５４０（cm3）だから，

体積が５４０ cm3の大きい石を入れたときに，
水の深さが１０ cmになったことと同じ。

右図のようにいれた場合，直方体のおもりは

全部が水の中に入ったわけではない。

水の中に入っている部分の体積は，底面が

１辺６ cmの正方形だから，
６×６×９＝３２４（cm3）。

体積が３２４ cm3の小さい石を入れたときに，
水の深さが９ cmになったことと同じ。

大きい石を入れた場合と，

小さい石を入れた場合を

くらべてみると，大きい

石を入れた方が，水の深

さが深くなっていること

がわかる。

大きい石は小さい石よりも，５４０－３２４＝２１６（cm3）だけ，体積が大きい。

よって，大きい石を

入れた方は，３２４ cm3

の石と，２１６ cm3の
石の，２つの石を入れた

のと同じこと。

（次のページへ）

10 cm

10 cm
540cm3

9 cm

9 cm 324cm3

10 cm
540cm3 9 cm 324cm3

10 cm 9 cm 324cm3216cm3324cm3
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２つの石のうち，まず

１つの石だけ入れた場合

は，水の深さは９ cmに
なる。

さらにもう１つの石を入れると，２つの石を

合わせて大きい石を入れた場合と同じになるから，

水の深さは１０ cmになる。

２１６ cm3が，右図の斜線部分になる。

斜線部分の高さは １０－９＝１（cm）だから，
底面積は，２１６÷１＝２１６（cm2）。

9 cm 324cm39 cm 324cm3

216cm3

9 cm 324cm3 10cm216cm3

9 cm 10cm

216cm3
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復練習 2 (2)

ワンポイント 「おもりを入れていない状態」と「２個入れた状態」をくらべよう。

(1)の問題で，５４０ cm3の大きい石（本当はおもり
だった）を入れたとき，水の深さは１０ cmになって
いた。

ところで(1)の問題で，この容器の底面積は２１６ cm2で
あることがわかった。

この５４０ cm3の大きい石を水から出すと，そのぶん
水の深さは低くなるはず。

底面積は２１６ cm2だから，大きい石を水から出すと，
５４０÷２１６＝２.５（cm）だけ水面は低くなって，
１０－２.５＝７.５（cm）になる。
よって，おもりを入れていない状態のときの水の

深さは，７.５ cmであることがわかった。

ここに，おもりを２本入れると，水の中に

おもりが入ったぶんだけ，水面は上がる。

よって，右図の と の体積は

等しい。

重なっている の部分を取り除いても，

と の体積は等しい。

の部分の底面積は，１辺６ cmの
正方形２つぶんだから，６×６×２＝７２（cm2）。
高さは７.５ cmだから，７２×７.５＝５４０（cm3）。
よって の体積も５４０ cm3。底面積は，

２１６－７２＝１４４（cm2）だから，高さは，５４０÷１４４＝３.７５（cm）。
水の深さは７.５ cmの状態から３.７５ cm上がったのだから，

７.５＋３.７５＝１１.２５（cm）。
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復練習 3

ワンポイント

１辺６ cmの立方体の体積は，６×６×６
＝２１６（cm3）。
立方体を２個入れたのだから，

２１６×２＝４３２（cm3）だけ入れた。
すると，水面の高さは，おもり２個ぶんに

なったのだから，６×２＝１２（cm）になった。

このことは，４３２ cm3の石を入れると，
水面の高さが１２ cmになったことと同じ。

次に，右の図のように，おもり２個の他に，

おもり３個を入れた。

おもり１個の体積は２１６ cm3だったから，
おもり３個は，２１６×３＝６４８（cm3）。
すると，水面の高さは，おもり３個ぶんよ

りも２ cm高くなったのだから，６×３＋２＝
２０（cm）になった。

これは，４３２ cm3と６４８ cm3の石を入れると，
水面の高さが２０ cmになったことと同じ。

４３２ cm3の石だけだったら，水の深さは
１２ cmだったのが，さらに６４８ cm3の石を
入れることによって，水の深さは２０ cmに
なった。

右図の斜線部分の体積が，６４８ cm3になる。
斜線部分の高さは，２０－１２＝８（cm）なの

で，

（次のページへ）
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水そうの底面積は，６４８÷８＝８１（cm2）。

４３２ cm3の石が入っているときの，
水の深さは１２ cmだった。

よって，８１×１２＝９７２（cm3）が，
水の体積と，４３２ cm3の石の体積の合計。

水の体積は，９７２－４３２＝５４０（cm3）。
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復練習 4

ワンポイント 3.14の計算をなるべくしないで求めましょう。

図１の立体は，下から ７－３.５＝３.５（㎝）までの底面積は，４×４×３.１４

＝１６×３.１４ で，それよりも上の部分の底面積は，１６×３.１４÷２＝８×３.１４。

水そうの底面積は，８×８×３.１４＝６４×３.１４。

水そうには，深さ３.５㎝まで水が入っているのだから，

水の体積は，６４×３.１４×３.５＝２２４×３.１４。

よって，右の図のようになっている容器に，

２２４×３.１４ の水を入れることになる。

３.１４ の計算は必要ないので，右の図の

ように３.１４を無視した図を書いた方が，

計算しやすい。入れる水の量は２２４にする。

右図のアの部分の体積は，(６４－１６)×３.５

＝１６８ だから，あと，２２４－１６８＝５６。

右図のイの部分の体積が５６で，底面積は

６４－８＝５６ だから，イの部分の深さは，

５６÷５６＝１。

よって，水面の高さは，３.５＋１＝４.５（㎝）。
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

反復練習 5 (1)

ワンポイント 水がこぼれない限り，「右はしと左はしの水の深さの和」は変わりません。

右の図において，「右はしと左はしの水の深さの和」は，

１２＋１２＝２４（㎝）です。

水がこぼれたわけではないので，右の図の「右はしと

左はしの水の深さの和」も，２４㎝です。

ＢＰ：ＰＡ＝１：４ ですから，ＢＰを①，ＰＡを④と

すると，ＣＤ＝①＋④＝⑤ です。

「右はしと左はしの水の深さの和」は，①＋⑤＝⑥ に

なるので，⑥＝２４㎝です。

①あたり，２４÷６＝４（㎝）です。

ＡＢの長さは，ＣＤと同じですから，⑤にあたるので，４×５＝２０（㎝）になりま

す。

反復練習 5 (2)

ワンポイント (1)でわかったＣＤ＝２０㎝を利用します。

右の図のようにかたむけたときの，？の

長さを求める問題です。

水の体積は，問題に書いてある通り，

２７００㎝3です。

ＣＤの長さは，(1)で求めた通り，２０㎝

です。

（たて）×（横）×（高さ）＝（体積）ですから，

？×２０×４.５＝２７００ となるので，？＝２７００÷（２０×４.５）＝３０（㎝）

になります。
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

チャレンジ (1)

ワンポイント 反復練習 1 (3)の類題です。

右の図のように，底面積が８０ cm2の四角柱を，
まっすぐに立てた。

（四角柱は，はじに立てた方がわかりやすい。）

四角柱を３ cm引き上げると，水面は０.６ cm下がった。

はじめはいっぱいまで水が入っていたのが，０.６ cmぶ
ん水がなくなったように見えるが，実際は水がなくなった

わけではなくて，

☆の部分の水が，☆の部分に移動しただけ。

☆の部分の体積は，８０×３＝２４０（cm3）なので，
☆の部分の体積も，２４０ cm3。
☆の部分の高さは０.６ cmだから，底面積は，

２４０÷０.６＝４００（cm2）。

四角柱の底面積は８０ cm2だったから，
水そうの底面積は，４００＋８０＝４８０（cm2）。
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演習問題集５下第１４回 くわしい解説

チャレンジ (2)

ワンポイント むずかしい問題です。きちんと図を書いていきましょう。

図２では，水がいっぱいに入っていたとき

よりも水面が０.６ cm下がったのだが，図３
では，図２よりもさらに１.１ cm下がった。
合計，０.６＋１.１＝１.７（cm）下がった。

右の図の☆の部分の体積は，４００×１.７＝６８０（cm3）。
よって☆の部分の体積も６８０ cm3。
☆の部分の高さは，６８０÷８０＝８.５（cm）。

よって，右の図のようになった。

（次のページへ）
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３
このとき，四角柱の が水面上に出たのだから，四角柱の

４

高さを④にすると，水面よりも上の部分の高さは③になる。

よって，右の図のアの部分は，④－③＝① にあたる。

ところで（図１）を見るとわかる通り，四角柱の高さと水そう

の高さは同じだった。

四角柱の高さが④なら，水そうの高さも④になる。

右の図のようになるので，水そうの高さである④は，

１.７＋①＋８.５ にあたる。

１.７＋８.５＝１０.２ だから，

④＝１０.２＋① となる。

よって，１０.２ cmが，④－①＝③にあたるので，
①あたり，１０.２÷３＝３.４（cm）。

求めたいのは四角柱の高さである④だから，３.４×４＝１３.６（cm）。
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