
演習問題集・５年上・第１１回

反復基本問題・反復練習問題のくわしい解説

１ １ １ １
・120度＝ ，90度＝ ，72度＝ ，60度＝

３ ４ ５ ６
・柱体の体積＝底面積×高さ
・柱体の表面積＝底面２つ＋「切って広げて長方形」
・すい体の体積＝底面積×高さ÷３
・円すいの側面積＝母線×底面の半径×３.１４
・計算ミスやうっかりミスがとても多い分野です。
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復基本 1 (1)

ワンポイント 柱体の体積は，「底面積×高さ」で求められます。

右の図の，かげをつけた部分が底面になります。

底面積は，９×１２÷２＝５４（cm2）です。

右の図の矢印の部分が，三角柱の高さになります。
高さは１０cmですから，この三角柱の体積は，

５４×１０＝５４０（cm3）になります。

反復基本 1 (2)

ワンポイント 柱体の表面積は，底面が２面ぶん＋「切って広げて長方形」で求めます。

この三角柱の底面積は，(1)で求めた通り
５４cm2です。底面は右の図のように２面
あるので，５４×２＝１０８（cm2）になり
ます。

側面は，右の図のように
「切って広げて長方形」を
作ります。

長方形のたては１０cm，
横は １５＋９＋１２＝３６
（cm）ですから，側面積は，
１０×３６＝３６０（cm2）に
なります。
よって，この立体の表面積は，１０８＋３６０＝４６８（cm2）になります。
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復基本 1 (3)

ワンポイント 柱体の体積は，「底面積×高さ」で求められます。

右の図の，かげをつけた部分が底面になります。

底面積は，１０×１０×３.１４ で求められます。

この立体の高さは３cmですから，この立体の体積は，
１０×１０×３.１４×３

＝３００×３.１４
＝９４２（cm3）になります。

反復基本 1 (4)

ワンポイント 柱体の表面積は，底面が２面ぶん＋「切って広げて長方形」で求めます。

この円柱の底面積は，(3)で求めた通り
１０×１０×３.１４ で求められます。
底面は右の図のように２面あるので，

１０×１０×３.１４×２ になります。

側面は，右の図のように
「切って広げて長方形」を
作ります。

長方形のたては３cm，横は円周なので，１０×２×３.１４ です。
よって，側面積は，３×１０×２×３.１４ になります。

以上のことから，この立体の側面積は，
１０×１０×３.１４×２ ＋ ３ × １０×２×３.１４

底面積 たて 横（円周）

＝２００×３.１４ ＋ ６０×３.１４
＝（２００＋６０）×３.１４
＝２６０×３.１４
＝８１６.４（cm2）になります。
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復基本 1 (5)

ワンポイント すい体の体積は，「底面積×高さ÷３」で求められます。

右の図の，かげをつけた部分が底面になります。

底面は，１辺が８cmの正方形ですから，
底面積は，８×８＝６４（cm2）です。

この立体の高さは３cmですから，この立体の体積は，
底面積×高さ÷３

＝６４×３÷３
＝６４（cm3）になります。

反復基本 1 (6)

ワンポイント 側面の三角形の高さは３cmではありません。３cmは，立体の高さです。

この立体には，面が５面あります。

底面は，(5)で求めた通り，６４cm2です。

底面以外の４つの面はどれも合同な三角形です。
三角形の底辺は８cmで高さは５cmですから，

三角形の面積は ８×５÷２＝２０（cm2）です。
三角形は４面あるので，２０×４＝８０（cm2）

です。

底面積は６４cm3で，側面の三角形の面積の合計は
８０cm2ですから，表面積は，
６４＋８０＝１４４（cm2）になります。
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復基本 1 (7)

１
ワンポイント たとえば１２０度ならば， という分数に直すことが大切です。

３
中心角

このような問題では，側面のおうぎ形の中心角を利用して の形にした分数と，
３６０

底面の半径
とが等しい分数になることを利用して，問題を解いていきます。

母 線

９０ １ 底面の半径 １
＝ ですから， も になります。

３６０ ４ 母 線 ４

よって，母線の長さを④，底面の半径を①とすると，
３cmが①にあたります。

母線は④にあたるので，３×４＝１２（cm）になりま

反復基本 1 (8)

ワンポイント 円すいの側面積は，「母線×底面の半径×３.１４」で求められます。

(7)によって，母線の長さは１２cmであることが
わかりました。

円すいの側面積は，「母線×底面の半径×３.１４」で
求められます。
母線は１２cm，底面の半径は３cmですから，円すいの

側面積は，１２×３×３.１４ になります。

底面は円ですから，半径×半径×３.１４＝３×３×３.１４
で求められます。

よって表面積は，
１２×３×３.１４ ＋ ３×３×３.１４

＝３６×３.１４ ＋ ９×３.１４
＝（３６＋９）×３.１４
＝４５×３.１４
＝１４１.３（cm2）になります。
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④
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復基本 2 (1)

ワンポイント 半径を直径にするのを忘れるミスが多いです。注意しましょう。

底面の円の半径は３cmですから，右の図の は
３×２＝６（cm）です。

は２個あるので，６×２＝１２（cm）です。

よって円柱の高さは，２０－１２＝８（cm）で
す。

円柱の体積は，
３×３×３.１４× ８

底面積 高さ
＝７２×３.１４
＝２２６.０８（cm3）になります。
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復基本 2 (2)

ワンポイント 柱体の表面積は，底面が２面ぶん＋「切って広げて長方形」で求めます。

この円柱の底面の半径は３cmですから，
底面積は ３×３×３.１４ で求められます。
底面は右の図のように２面あるので，

３×３×３.１４×２ になります。

側面は，右の図のように，
「切って広げて長方形」を
作ります。

長方形のたては８cm，
横は円周なので，
３×２×３.１４ です。

よって，側面積は，８×３×２×３.１４ になります。

以上のことから，この立体の側面積は，
３×３×３.１４×２ ＋ ８ × ３×２×３.１４

底面積 たて 横（円周）

＝１８×３.１４ ＋ ４８×３.１４
＝（１８＋４８）×３.１４
＝６６×３.１４
＝２０７.２４（cm2）になります。
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復基本 3 (1)

ワンポイント 側面とは，どこの面のことでしょう。

この展開図を組み立てると，右のような三角柱ができます。
三角柱の側面は，右の図の斜線をつけた３つの長方形になり

ます。

展開図では，右の図の斜線部分が側面になります。

斜線をつけていない部分は，三角形２個です。
三角形１個の面積は，６×８÷２＝２４（cm2）

ですから，三角形２個の面積は，２４×２＝４８
（cm2）です。

全体の面積は，２１６cm2と書いてありましたから，
斜線部分の面積である側面積は，
２１６－４８＝１６８（cm2）になります。
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復基本 3 (2)

ワンポイント 柱体の体積は，「底面積×高さ」で求められます。

(1)で，右の展開図の斜線部分の面積は，
１６８cm2であることがわかりました。

右の図のアの長さは６cmで，イの長さは
１０cmです。

斜線部分は長方形の形をしていて，たての
長さは ８＋６＋１０＝２４（cm）で，面積は
１６８cm2ですから，横の長さは，１６８÷２４
＝７（cm）です。

この展開図を組み立てると，右の図のような三角柱が
できます。
底面の三角形の面積は，６×８÷２＝２４（cm2）で，

三角柱の高さは７cmですから，この三角柱の体積は，
２４×７＝１６８（cm3）になります。
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復基本 4 (1)

ワンポイント 辺ＡＢではなく，辺ＢＣを軸にして回転したことに注意しましょう。

右の図のような三角形ＡＢＣを，辺ＢＣを軸として
回転させると，

右の図のような円すいができます。

円すいのような，すい体の体積は，
「底面積×高さ÷３」で求められます。
底面は半径１２cmの円なので，

底面積は １２×１２×３.１４ という式になります。
高さは９cmなので，

円すいの体積
＝１２×１２×３.１４×９÷３
＝４３２×３.１４
＝１３５６.４８（cm3）になります。

反復基本 4 (2)

ワンポイント 円すいの側面積は，「母線×底面の半径×３.１４」で求められます。

円すいの表面積は，底面積と側面積の合計です。
底面積は １２×１２×３.１４ という式になります。
側面積は，「母線×底面の半径×３.１４」という公式に

あてはめます。
母線は１５cm，底面の半径は１２cmですから，側面積は，

１５×１２×３.１４ という式になります。

よって，表面積は，
１２×１２×３.１４ ＋ １５×１２×３.１４

＝１４４×３.１４ ＋ １８０×３.１４
＝（１４４＋１８０）×３.１４
＝３２４×３.１４
＝１０１７.３６（cm2）になります。

Ｂ Ｃ

Ａ
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復練習 1 (1)

ワンポイント 頭の中で，展開図を組み立ててみましょう。

右の図の，かげをつけた長方形を動かさない
ようにして，展開図を組み立ててみます。

右の図のように折り曲げて，

右の図のようにかぶせて，

四角柱のでき上がりです。

（次のページへ）
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右の図の，かげをつけた部分が底面です。

底面は台形です。

四角柱の体積
＝底面積×高さ
＝（４＋１２）×６÷２ ×５
＝２４０（cm3）になります。

反復練習 1 (2)

ワンポイント 側面積は１つの長方形にして求めましょう。

右の図の，かげをつけた台形の面積は，
（４＋１２）×６÷２＝４８（cm2）です。

反対側にもあるので，４８×２＝９６（cm2）です。…（ア）

台形を取り外すと右の図のようになり，

残り（側面部分）を広げていくと，

長方形になります。面積は，
５×（４＋６＋１２＋１０）＝１６０（cm2）
です。…（イ）

（ア）と（イ）を合わせて，表面積は ９６＋１６０＝２５６（cm2）になります。
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復練習 2 (1)

ワンポイント 三角形ＡＢＣを動かさないようにして，展開図を組み立ててみましょう。

右の図の，かげをつけた部分を動かさないように
して，展開図を組み立ててみます。

かげをつけた部分が地面であるとすると，

右の図の太い点線は，赤も青も地面に
ふくまれています。

赤い実線は，地面にある赤い点線と垂直に
なっています。

青い実線も，地面にある青い点線と垂直に
なっています。

赤い実線と青い実線は，右の図のように
くっつきます。

この線は，かげをつけた三角形に対して
垂直になっていますから，この立体の高さ
にあたります。

よってこの立体の体積は，１２×１５÷２×１６ ÷３＝４８０（cm3）になります。
底面積 高さ「すい」だから
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復練習 2 (2)

ワンポイント 見た目は１２cmが答えのように見えますが，違います。(1)を利用します。

この問題は，右の図のかげをつけた部分を底面と
したときの，この立体の高さを求める問題です。

右の図のアの長さは１５cmですから，かげをつけた
部分の面積は，１５×２０÷２＝１５０（cm2）です。

また，この立体の体積は，(1)で求めたように４８０cm3 です。

すい体の体積は，「底面積×高さ÷３」で求めることができますが，この立体では，
底面積は１５０cm2で，体積は４８０cm3です。

よって，この立体の高さを とすると，
１５０× ÷３＝４８０ となります。
したがって，この立体の高さは，
４８０×３＝１４４０
１４４０÷１５０＝９.６（cm）になります。

12cm

16cm

15cm

20cm

25cm

ア



- 14 -

演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復練習 3 (1)

ワンポイント 柱体の体積は，「底面積×高さ」で求められます。

右の図の，かげをつけた部分が，この立体の底面です。
底面は，三角形と半円とでできています。
三角形の面積は，６×４÷２＝１２（cm2）です。
半円は，直径が６cmですから，半径は，

６÷２＝３（cm）です。
半円の面積は，３×３×３.１４÷２＝１４.１３（cm2）です。

よって，底面積は，１２＋１４.１３＝２６.１３（cm2）です。

この立体の体積
＝底面積×高さ
＝２６.１３×８
＝２０９.０４（cm3）になります。

6cm

4cm
5cm

8cm

5cm
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復練習 3 (2)

ワンポイント このような複雑な立体には面がたくさんあるので，まちがいやすいです。

右の図の，かげをつけた部分の面積は，(1)で求めた底面積の
ことですから，２６.１３cm2です。

下にも同じ図形があるので，
２６.１３×２＝５２.２６（cm2）です。 …（ア）

右の図の，★の面積は，８×５＝４０（cm2）です。
☆の面積も，８×５＝４０（cm2）です。

合わせて，４０×２＝８０（cm2）です。 …（イ）

あとは，右の図のかげをつけた部分の面が残っています。

この部分は，広げると
長方形になります。

長方形のたての長さは８cm
で，横の長さは円周の半分です
から，この長方形の面積は，
８×（３×２×３.１４÷２）

＝２４×３.１４
＝７５.３６（cm2）です。 …（ウ）

（ア），（イ），（ウ）から，この立体の表面積は，
５２.２６＋８０＋７５.３６＝２０７.６２（cm2）になります。

8cm 8cm

円周の半分

6cm

4cm
5cm

8cm

5cm

★

☆

6cm

4cm
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復練習 4 (1)

ワンポイント どの辺を軸にして回転するのか，問題をよく読みましょう。

この問題では，右の図のように台形を回転
させるので，

右の図のような立体ができます。

この立体は，
（ア）「底面は半径が６cmの円で，高さが９cmの円柱」
から，
（イ）「底面は半径が６cmの円で，高さが８cmの円すい」
を引いたものになります。

この立体の体積
＝（ア）の体積－（イ）の体積
＝６×６×３.１４×９ － ６×６×３.１４×８÷３
＝３２４×３.１４ － ９６×３.１４
＝２２８×３.１４
＝７１５.９２（cm3）になります。

10cm

6cm

1cm

9cm

10cm

9cm

6cm

8cm
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復練習 4 (2)

ワンポイント 「円すいの側面積＝母線×底面の半径×３.１４」を利用しましょう。

右の図のかげをつけた部分の面積は，
６×６×３.１４ で，求められます。 …（ア）

外側の側面積は，下の図のように，「切って広げて長方形」
です。
長方形のたては９cm，横は円周ですから，６×２×３.１４ です。
よって，外側の側面積は，

９×６×２×３.１４ で，求められます。 …（イ）

右の図のかげをつけた部分は，円すいの側面積に
なっていますから，「母線×底面の半径×３.１４」の
公式で求めます。
母線は１０cm，底面の半径は６cmですから，

１０×６×３.１４ で，求められます｡ …（ウ）

（ア），（イ），（ウ）から，この立体の表面積は，
６×６×３.１４ ＋ ９×６×２×３.１４ ＋ １０×６×３.１４

＝３６×３.１４ ＋ １０８×３.１４ ＋ ６０×３.１４
＝（３６＋１０８＋６０）×３.１４
＝２０４×３.１４
＝６４０.５６（cm2）になります。

9cm

円 周

10cm

9cm

6cm

8cm

10cm

9cm

6cm

8cm
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復練習 5 (1)

ワンポイント どの辺とどの辺がくっつくのかを考えましょう。

展開図を組み立ててみましょう。
右の図のかげをつけた部分を動かさないようにして

組み立ててみます。

白い部分を立てて，

折り曲げていくと，右の図のような
円すいの一部を切り取った形の立体が
できます。

（次のページへ）

135°

χ

10cm

6cm

8cm

135°

χ

10cm
6cm

8cm

135°

10cm

6cm
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よって，右の展開図の太線どうしが
くっつくことになります。

イの弧の長さは，
１３５

６×２×３.１４×
３６０

＝４.５×３.１４（cm）です。

よってアの弧の長さも，４.５×３.１４（cm）
ですから，

χ
１０×２×３.１４× ＝４.５×３.１４

３６０

χ
したがって，１０×２× ＝４.５ となるので，

３６０
χ ４.５ ９

＝４.５÷(１０×２)＝ ＝
３６０ ２０ ４０

９ ８１
＝ ですから，χ＝８１（度）になります。

４０ ３６０

６ ３ １３５ ５
※ ＝ ですから， ＝ になる，というウラワザもあります。
１０ ５ χ ３

反復練習 5 (2)

ワンポイント すい体の体積は，「底面積×高さ÷３」で求められます。

展開図を組み立てると，右の図のような立体になります。
底面は，半径が６cmで，中心角が１３５度のおうぎ形です。

この立体の高さは８cmです。

よって，この立体の体積は，
底面積×高さ÷３

１３５
＝６×６×３.１４× × ８ ÷３

３６０
＝３６×３.１４
＝１１３.０４（cm3）になります。

135°

χ

10cm

6cm

8cm

6cm

ア

イ

135°

10cm

6cm

8cm
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

反復練習 5 (3)

ワンポイント せっかく展開図が書いてあるのですから，それを利用して求めましょう。

展開図を利用して，表面積を求めていきます。

右の図の★の三角形は，同じ三角形で，１つぶん
の面積は，６×８÷２＝２４（cm2）です。

アのおうぎ形は，半径が１０cmで，中心角が８１度です。
８１ ９

８１度は，１まわりの ＝ ですから，
３６０ ４０

９
アの面積は，１０×１０×３.１４× ＝２２.５×３.１４

４０
で求められます。

イのおうぎ形は，半径が６cmで，中心角が１３５度です。
１３５ ３

１３５度は，１まわりの ＝ ですから，
３６０ ８

３
イの面積は，６×６×３.１４× ＝１３.５×３.１４ で求められます。

８
よつて，この立体の表面積は，
２４×２＋２２.５×３.１４＋１３.５×３.１４

＝４８＋（２２.５＋１３.５）×３.１４
＝４８＋３６×３.１４
＝４８＋１１３.０４
＝１６１.０４（cm2）になります。

135°

10cm

6cm

8cm
81°

★

★

ア

イ

6cm
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演習問題集５上第１１回 くわしい解説

チャレンジ

ワンポイント 展開図をうまく組み立ててみましょう。

展開図を組み立てると，右の図のような三角すいに
なります。

この立体の底面積は３２cm2ですから，□×□÷２＝３２
となり，３２×２＝６４ ですから，□×□＝６４ です。

よって□＝８となり，この立体の高さが８cmであることが
わかりました。

よってこの立体の体積は，
１

３２ × ８ ÷３＝８５ （cm3）になります。
３

底面積 高さ

□cm□cm

□cm


