
シリーズ５年下・第３回・算数小テスト

差の集まりを考えて解く問題(1)
＝差集め算のもとになる考え方１＝

氏名( )

学習のヒント

公式をあてはめるのではなく，ひたすら意味を考えて解くこと。

(1) １本４０円のえんぴつと１本９０円のボールペンを２０本ずつ買いました。このとき，えんぴ

つの代金の合計とボールペンの代金の合計とは( )円ちがいます。

(2) １冊８０円のノートと１冊４００円の本を( )冊ずつ買いました。このとき，ノー

トの代金の合計と本の代金の合計とは１２８０円ちがいます。

(3) みかんとりんごを８個ずつ買いました。みかんの代金の合計が，りんごの代金の合計よりも

７２０円安いとすると，みかん１個はりんご１個より( )円安いです。

(4) みかんを何人かに分けるのに，１人に４個ずつ分けると４８個あまり，１人に７個ずつ分ける

には３３個足りません。

このとき，人数は( )人います。また，みかんは( )個あります。

(5) 何本かのえんぴつをクラス全員に配ります。１人に３本ずつにすると８４本あまり，１人に

５本ずつにしても２０本あまります。

このとき，人数は( )人います。また，えんぴつは( )本あります。

(6) 画用紙を分けるのに，１人５枚ずつにするには１２枚不足し，１人４枚ずつにするにも４枚足

りません。

このとき，人数は( )人います。また，画用紙は( )枚あります。

(7) 何本かのえんぴつを配るのに，１人８本ずつ配ると１２本あまり，１人１０本ずつ配るには

１６本足りません。このとき，えんぴつは( )本あります。

(8) 何人かにみかんを配ります。１人に５個ずつ配ると１２個あまり，１人に８個ずつ配ると，

ぴったり配ることができるそうです。

このとき，みかんは( )個あります。



シリーズ５年下・第３回・算数小テスト

差の集まりを考えて解く問題(1)
＝差集め算のもとになる考え方２＝

氏名( )

学習のヒント

公式をあてはめるのではなく，ひたすら意味を考えて解くこと。

(1) １本５０円のえんぴつと１本８０円のボールペンを１７本ずつ買いました。このとき，えんぴ

つの代金の合計とボールペンの代金の合計とは( )円ちがいます。

(2) １冊９０円のノートと１冊４５０円の本を( )冊ずつ買いました。このとき，ノー

トの代金の合計と本の代金の合計とは２１６０円ちがいます。

(3) みかんとりんごを９個ずつ買いました。みかんの代金の合計が，りんごの代金の合計よりも

１０８０円安いとすると，みかん１個はりんご１個より( )円安いです。

(4) みかんを何人かに分けるのに，１人に６個ずつ分けると１２個あまり，１人に９個ずつ分ける

には２７個足りません。

このとき，人数は( )人います。また，みかんは( )個あります。

(5) 何本かのえんぴつをクラス全員に配ります。１人に５本ずつにすると３６本あまり，１人に

７本ずつにしても１０本あまります。

このとき，人数は( )人います。また，えんぴつは( )本あります。

(6) 画用紙を分けるのに，１人１１枚ずつにするには２７枚不足し，１人９枚ずつにするにも１枚

足りません。

このとき，人数は( )人います。また，画用紙は( )枚あります。

(7) 何本かのえんぴつを配るのに，１人９本ずつ配ると１２本あまり，１人１１本ずつ配るには

１６本足りません。このとき，えんぴつは( )本あります。

(8) 何人かにみかんを配ります。１人に９個ずつ配ると２８個あまり，１人に１３個ずつ配ると，

ぴったり配ることができるそうです。

このとき，みかんは( )個あります。



シリーズ５年下・第３回・算数小テスト

差の集まりを考えて解く問題(2)
＝差集め算の応用１＝

氏名( )

学習のヒント

１．線分図などの図を書いて，意味をよく理解しながら解くこと。

２．配り方が平等でない場合，平等に配った場合はどうなるかを求めること。

(1) ９０円のえんぴつを何本か買うつもりで，おつりがないようにお金を持っていきましたが，

まちがえて６０円のえんぴつを同じ本数だけ買ってしまったので，２１０円あまりました。

持っていったお金は( )円です。

(2) １５円の画用紙を何枚か買うつもりで，おつりがないようにお金を持っていきましたが，

まちがえて１２円の画用紙を買ってしまったので，５枚多く買えて，９円あまりました。

持っていったお金は( )円です。

(3) 体育館に長いすがあります。生徒をこの長いすにすわらせるのに，１きゃくあたり５人ずつ

すわらせると３０人がすわれません。また，１きゃくあたり７人ずつすわらせると２きゃくあ

まります。

このとき，長いすの数は( )きゃくです。また，生徒の人数は( )人です。

(4) ある学年でつくった文集の総費用は生徒１人から３００円ずつ集めると４６００円不足します。

そこで１人につき５０円ずつ多く集めることにすると，３人だけは３００円でまにあいます。

この学年の生徒の人数は( )人です。

(5) みかん何個かを何人かに分けるのに，２人は１５個ずつ，３人には１２個ずつ，残りの人には

１０個ずつにすると１４個あまります。また，全員に１５個ずつにすると５個不足します。

みかんは全部で( )個あります。

(6) 持っているお金で，ボールペンを買うと７本買えて２０円あまります。また，ボールペンより

値段が安いえんぴつを買うと９本買えて１０円あまります。えんぴつ１本の値段はボールペン１

本の値段より３０円安いとすると，持っていたお金は( )円です。



シリーズ５年下・第３回・算数小テスト

差の集まりを考えて解く問題(2)
＝差集め算の応用２＝

氏名( )

学習のヒント

１．線分図などの図を書いて，意味をよく理解しながら解くこと。

２．配り方が平等でない場合，平等に配った場合はどうなるかを求めること。

(1) ９０円のえんぴつを何本か買うつもりで，おつりがないようにお金を持っていきましたが，

まちがえて５０円のえんぴつを同じ本数だけ買ってしまったので，２００円あまりました。

持っていったお金は( )円です。

(2) １３円の画用紙を何枚か買うつもりで，おつりがないようにお金を持っていきましたが，

まちがえて１０円の画用紙を買ってしまったので，５枚多く買えて，４円あまりました。

持っていったお金は( )円です。

(3) 体育館に長いすがあります。生徒をこの長いすにすわらせるのに，１きゃくあたり７人ずつ

すわらせると３０人がすわれません。また，１きゃくあたり８人ずつすわらせると２きゃくあ

まります。

このとき，長いすの数は( )きゃくです。また，生徒の人数は( )人です。

(4) ある学年でつくった文集の総費用は生徒１人から４００円ずつ集めると２０００円不足します。

そこで１人につき２０円ずつ多く集めることにすると，２０人だけは４００円でまにあいます。

この学年の生徒の人数は( )人です。

(5) みかん何個かを何人かに分けるのに，３人は１５個ずつ，５人には１２個ずつ，残りの人には

１１個ずつにすると２３個あまります。また，全員に１６個ずつにすると６０個不足します。

みかんは全部で( )個あります。

(6) 持っているお金で，ボールペンを買うと９本買えて５０円あまります。また，ボールペンより

値段が安いえんぴつを買うと１１本買えて７０円あまります。えんぴつ１本の値段はボールペン

１本の値段より２０円安いとすると，持っていたお金は( )円です。



シリーズ５年下・第３回・算数小テスト

差の集まりを考えて解く問題(1)
＝差集め算のもとになる考え方１＝

解答

(1) １０００ (2) ４ (3) ９０ (4) ２７，１５６

(5) ３２，１８０ (6) ８，２８ (7) １２４ (8) ３２

解説

(1) １本あたり，９０－４０＝５０(円)ちがい。

２０本では，５０×２０＝１０００(円)ちがい。

(2) １冊あたり，４００－８０＝３２０(円)ちがい。

いま，１２８０円ちがっていたのだから，

１２８０÷３２０＝４(冊)ずつ買ったことになる。

(3) ８個ずつで，７２０円安いのだから，

１個ずつでは，７２０÷８＝９０(円)安い。

(4)
１人４個ずつ → ４８個あまり

１人７個ずつ → ３３個不足

「４８個あまり」と「３３個不足」では，４８＋３３＝８１(個)ちがい。

１人あたり，７－４＝３(個)ちがいだから，８１÷３＝２７(人)。

２７人に，４個ずつ分けると４８個あまるのだから，４×２７＋４８＝１５６(個)。

(5)
１人３本ずつ → ８４本あまり

１人５本ずつ → ２０本あまり

「８４本あまり」と「２０本あまり」では，８４－２０＝６４(本)ちがい。

１人あたり，５－３＝２(本)ちがいだから，６４÷２＝３２(人)。…人数

３２人に，３本ずつ配ると８４本あまるのだから，３×３２＋８４＝１８０(本)。

(6)
１人５枚ずつ → １２枚不足

１人４枚ずつ → ４枚不足

「１２枚不足」と「４枚不足」では，１２－４＝８(枚)ちがい。

１人あたり，５－４＝１(枚)ちがいだから，８÷１＝８(人)。…人数

８人に，５枚ずつ分けると１２枚不足するのだから，５×８－１２＝２８(枚)。

(7)
１人 ８本ずつ → １２本あまり

１人１０本ずつ → １６本不足

「１２本あまり」と「１６本不足」では，１２＋１６＝２８(本)ちがい。

１人あたり，１０－８＝２(本)ちがいだから，２８÷２＝１４(人)。…人数

１４人に，８本ずつ配ると１２本あまるのだから，８×１４＋１２＝１２４(本)。

(8)
１人５個ずつ → １２個あまり

１人８個ずつ → ぴったり

「１２個あまり」と「ぴったり」では，１２個ちがい。

１人あたり，８－５＝３(個)ちがいだから，１２÷３＝４(人)。…人数

４人に，５個ずつ配ると１２個あまるのだから，５×４＋１２＝３２(個)。



シリーズ５年下・第３回・算数小テスト

差の集まりを考えて解く問題(1)
＝差集め算のもとになる考え方２＝

解答

(1) ５１０ (2) ６ (3) １２０ (4) １３，９０

(5) １３，１０１ (6) １３，１１６ (7) １３８ (8) ９１

解説

(1) １本あたり，８０－５０＝３０(円)ちがい。

１７本では，３０×１７＝５１０(円)ちがい。

(2) １冊あたり，４５０－９０＝３６０(円)ちがい。

いま，２１６０円ちがっていたのだから，

２１６０÷３６０＝６(冊)ずつ買ったことになる。

(3) ９個ずつで，１０８０円安いのだから，

１個ずつでは，１０８０÷９＝１２０(円)安い。

(4)
１人６個ずつ → １２個あまり

１人９個ずつ → ２７個不足

「１２個あまり」と「２７個不足」では，１２＋２７＝３９(個)ちがい。

１人あたり，９－６＝３(個)ちがいだから，３９÷３＝１３(人)。

１３人に，６個ずつ分けると１２個あまるのだから，６×１３＋１２＝９０(個)。

(5)
１人５本ずつ → ３６本あまり

１人７本ずつ → １０本あまり

「３６本あまり」と「１０本あまり」では，３６－１０＝２６(本)ちがい。

１人あたり，７－５＝２(本)ちがいだから，２６÷２＝１３(人)。…人数

１３人に，５本ずつ配ると３６本あまるのだから，５×１３＋３６＝１０１(本)。

(6)
１人１１枚ずつ → ２７枚不足

１人 ９枚ずつ → １枚不足

「２７枚不足」と「１枚不足」では，２７－１＝２６(枚)ちがい。

１人あたり，１１－９＝２(枚)ちがいだから，２６÷２＝１３(人)。…人数

１３人に，１１枚ずつ分けると２７枚不足するのだから，１１×１３－２７＝１１６(枚)。

(7)
１人 ９本ずつ → １２本あまり

１人１１本ずつ → １６本不足

「１２本あまり」と「１６本不足」では，１２＋１６＝２８(本)ちがい。

１人あたり，１１－９＝２(本)ちがいだから，２８÷２＝１４(人)。…人数

１４人に，９本ずつ配ると１２本あまるのだから，９×１４＋１２＝１３８(本)。

(8)
１人 ９個ずつ → ２８個あまり

１人１３個ずつ → ぴったり

「２８個あまり」と「ぴったり」では，２８個ちがい。

１人あたり，１３－９＝４(個)ちがいだから，２８÷４＝７(人)。…人数

７人に，９個ずつ配ると２８個あまるのだから，９×７＋２８＝９１(個)。



シリーズ５年下・第３回・算数小テスト

差の集まりを考えて解く問題(2)
＝差集め算の応用１＝

解答

(1) ６３０ (2) ３４５ (3) ２２，１４０

(4) ９５ (5) １００ (6) １０００

解説

(1) ９０円のえんぴつの方はぴったり。６０円のえんぴつの方は２１０円あまった。

同じ本数を買ったのに，２１０円の差がついた理由を考えてみよう。

その理由は，１本あたりの代金が，９０－６０＝３０(円)ちがうから。

１本あたり，３０円ちがいなので，いま，２１０円の差がついた。

よって，２１０÷３０＝７(本)ずつ，買ったことになる。

９０円のえんぴつを７本ぴったり買えるお金を持っていったのだから，

９０×７＝６３０(円)。

(2) １２円の画用紙の方は，５枚多く買えた。

もし，１２円の画用紙を多く買わなかったら，１２×５＝６０(円)が，よけいにあまるはず。

もともと９円あまっていたのだから，９＋６０＝６９(円)があまることになる。

１枚１５円ずつ → ぴったり

１枚１２円ずつ → ６９円あまる

よって，１５円の画用紙を，６９÷(１５－１２)＝２３(枚)ぴったり買えるように，お金を

持っていったことになるから，１５×２３＝３４５(円)。

(3) 「３０人がすわれない」というのは，「３０人があまっている」ということ。

また，１きゃくあたり７人ずつすわらせたときに，「２きゃくあまっている」というのは，

「長いすが２きゃくあまっている」ということ。

「長いすが２きゃくあまっている」とは，本当はその２きゃくに，７人ずつ人をすわらせ

たいのに，すわらせる人が，７×２＝１４(人)不足している，ということ。

１きゃく５人ずつ → ３０人あまり

１きゃく７人ずつ → １４人不足

長いすの数は，(３０＋１４)÷(７－５)＝２２(きゃく)。

１きゃく５人ずつ，２２きゃくにすわらせると３０人あまるのだから，

５×２２＋３０＝１４０(人)。

(4) 「１人３００円ずつ集めると４６００円不足」というのは，

「３００，３００，３００，……，３００，３００，３００，３００」と集めていっても，

文集の費用をまかなえない，あと４６００円必要だ，ということ。

また，「１人５０円ずつ多く集める」というのは，３００＋５０＝３５０(円)ずつ集める，

ということ。このとき，３人だけは３００円でまにあうのだから，

「３５０，３５０，３５０，……，３５０，３００，３００，３００」と集めていくと，ちょ

うど文集の費用をまかなえる，ということ。最後の３人は他の人より安くて不公平だから，最後

の３人からも３５０円ずつ集めると，(３５０－３００)×３＝１５０(円)だけ，あまってしまう。

１人３００円ずつ → 文集の費用には４６００円不足

１人３５０円ずつ → 文集の費用の他に１５０円あまる

生徒の人数は，(４６００＋１５０)÷(３５０－３００)＝９５(人)。



シリーズ５年下・第３回・算数小テスト

差の集まりを考えて解く問題(2)
＝差集め算の応用１＝

解説のつづき

ところで，文集の費用は何円になるか，求めてみよう。

よく，次のようにしてまちがえることが多い。

９５人から１人３００円ずつ集めると，４６００円不足するのだから，

３００×９５－４６００＝２３９００(円)。

しかし，よく考えてみると，この解き方ではいけないことに気づく。

９５人から１人３００円ずつ集めると，３００×９５＝２８５００(円)になる。ここまでは

よろしい。しかし，この２８５００円で，文集を作れるか，となると，作れない。文集を作る

ためには，あと４６００円足りない。

ということは，文集を作るためには，２８５００円の他に，あと４６００円が必要なのだか

ら，２８５００＋４６００＝３３１００(円)が，文集の費用になる。

このように，問題に，たとえ「４６００円不足」と書いてあっても，実際には４６００円を

プラスしなければならない問題もあるので，注意するように。

(5) 「２人は１５個ずつ，３人には１２個ずつ，残りの人には１０個ずつにすると１４個あまる」

というのは，不公平である，全員，(残りの人に配った個数に合わせて)１０個ずつ分けることに

してしまおう。

ということは，１５個ずつ分けた２人からは，１５－１０＝５(個)ずつ返してもらうことにな

るので，５×２＝１０(個)を返してもらう。

１２個ずつ分けた３人からは，１２－１０＝２(個)ずつ返してもらうことになるので，

２×３＝６(個)を返してもらう。

合計，１０＋６＝１６(個)を返してもらうことになる。

もともと，１４個あまっていたのだから，１６個を返してもらうと，１４＋１６＝３０(個)が

あまることになる。

また，全員に１５個ずつにすると５個不足するのだから，

１人１０個ずつ → ３０個あまる

１人１５個ずつ → ５個不足

(３０＋５)÷(１５－１０)＝７(人)。

１人１０個ずつ，７人に分けると３０個あまるのだから，１０×７＋３０＝１００(個)。

(6) 速さの文章題を解くときに使うよう

な線分図を書くと，わかりやすい。

持っているお金を「道のり」だと思

って，右のような図を書く。

ボールペンの長さずつ７本ぶん進む

と，あと２０円ぶんの長さが残る。

また，えんぴつの長さずつ９本ぶん

進むと，あと１０円ぶんの長さが残る。

ところで，えんぴつとボールペン

１本ずつでは３０円ちがいだから，

えんぴつとボールペン７本ずつでは，

３０×７＝２１０(円)ちがい。これが，

右の図のＡからＣまでのところ。

ＡからＤまでは，２１０＋２０－１０＝２２０(円)。これが，えんぴつ２本ぶん。

えんぴつ１本は，２２０÷２＝１１０(円)。

えんぴつを買うと９本買えて１０円あまるようなお金を持っているのだから，

１１０×９＋１０＝１０００(円)。



シリーズ５年下・第３回・算数小テスト

差の集まりを考えて解く問題(2)
＝差集め算の応用２＝

解答

(1) ４５０ (2) ２３４ (3) ４６，３５２

(4) １２０ (5) ２６０ (6) ９５０

解説

(1) ９０円のえんぴつの方はぴったり。５０円のえんぴつの方は２００円あまった。

同じ本数を買ったのに，２００円の差がついた理由を考えてみよう。

その理由は，１本あたりの代金が，９０－５０＝４０(円)ちがうから。

１本あたり，４０円ちがいなので，いま，２００円の差がついた。

よって，２００÷４０＝５(本)ずつ，買ったことになる。

９０円のえんぴつを５本ぴったり買えるお金を持っていったのだから，

９０×５＝４５０(円)。

(2) １０円の画用紙の方は，５枚多く買えた。

もし，１０円の画用紙を多く買わなかったら，１０×５＝５０(円)が，よけいにあまるはず。

もともと４円あまっていたのだから，４＋５０＝５４(円)があまることになる。

１枚１３円ずつ → ぴったり

１枚１０円ずつ → ５４円あまる

よって，１３円の画用紙を，５４÷(１３－１０)＝１８(枚)ぴったり買えるように，お金を

持っていったことになるから，１３×１８＝２３４(円)。

(3) 「３０人がすわれない」というのは，「３０人があまっている」ということ。

また，１きゃくあたり８人ずつすわらせたときに，「２きゃくあまっている」というのは，

「長いすが２きゃくあまっている」ということ。

「長いすが２きゃくあまっている」とは，本当はその２きゃくに，８人ずつ人をすわらせ

たいのに，すわらせる人が，８×２＝１６(人)不足している，ということ。

１きゃく７人ずつ → ３０人あまり

１きゃく８人ずつ → １６人不足

長いすの数は，(３０＋１６)÷(８－７)＝４６(きゃく)。

１きゃく７人ずつ，４６きゃくにすわらせると３０人あまるのだから，

７×４６＋３０＝３５２(人)。

(4) 「１人４００円ずつ集めると２０００円不足」というのは，

「４００，４００，４００，……，４００，４００，４００，４００」と集めていっても，

文集の費用をまかなえない，あと２０００円必要だ，ということ。

また，「１人２０円ずつ多く集める」というのは，４００＋２０＝４２０(円)ずつ集める，

ということ。このとき，２０人だけは４００円でまにあうのだから，

「４２０，４２０，４２０，……，４２０，４００，……，４００」 と集めていくと，ちょ

２０人

うど文集の費用をまかなえる，ということ。最後の２０人は他の人より安くて不公平だから，最

後の２０人からも４２０円ずつ集めると，(４２０－４００)×２０＝４００(円)だけあまる。

１人４００円ずつ → 文集の費用には２０００円不足

１人４２０円ずつ → 文集の費用の他に４００円あまる

生徒の人数は，(２０００＋４００)÷(４２０－４００)＝１２０(人)。



シリーズ５年下・第３回・算数小テスト

差の集まりを考えて解く問題(2)
＝差集め算の応用２＝

解説のつづき

ところで，文集の費用は何円になるか，求めてみよう。

よく，次のようにしてまちがえることが多い。

１２０人から１人４００円ずつ集めると，２０００円不足するのだから，

４００×１２０－２０００＝４６０００(円)。

しかし，よく考えてみると，この解き方ではいけないことに気づく。

１２０人から１人４００円ずつ集めると，４００×１２０＝４８０００(円)になる。ここま

ではよろしい。しかし，この４８０００円で，文集を作れるか，となると，作れない。文集を

作るためには，あと２０００円足りない。

ということは，文集を作るためには，４８０００円の他に，あと２０００円が必要なのだか

ら，４８０００＋２０００＝５００００(円)が，文集の費用になる。

このように，問題に，たとえ「２０００円不足」と書いてあっても，実際には２０００円を

プラスしなければならない問題もあるので，注意するように。

(5) 「３人は１５個ずつ，５人には１２個ずつ，残りの人には１１個ずつにすると２３個あまる」

というのは，不公平である，全員，(残りの人に配った個数に合わせて)１１個ずつ分けることに

してしまおう。

ということは，１５個ずつ分けた３人からは，１５－１１＝４(個)ずつ返してもらうことにな

るので，４×３＝１２(個)を返してもらう。

１２個ずつ分けた５人からは，１２－１１＝１(個)ずつ返してもらうことになるので，

１×５＝５(個)を返してもらう。

合計，１２＋５＝１７(個)を返してもらうことになる。

もともと，２３個あまっていたのだから，１７個を返してもらうと，２３＋１７＝４０(個)が

あまることになる。

また，全員に１６個ずつにすると６０個不足するのだから，

１人１１個ずつ → ４０個あまる

１人１６個ずつ → ６０個不足

(４０＋６０)÷(１６－１１)＝２０(人)。

１人１１個ずつ，２０人に分けると４０個あまるのだから，１１×２０＋４０＝２６０(個)。

(6) 速さの文章題を解くときに使うよう

な線分図を書くと，わかりやすい。

ボールペンの長さずつ９本ぶん進む

と，あと５０円ぶんの長さが残る。

また，えんぴつの長さずつ１１本ぶ

ん進むと，あと７０円ぶんの長さが残

る。

ところで，えんぴつとボールペン

１本ずつでは２０円ちがいだから，

えんぴつとボールペン９本ずつでは，

２０×９＝１８０(円)ちがい。これが，

右の図のＡからＣまでのところ。

ＡからＤまでは，１８０＋５０－７０＝１６０(円)。これが，えんぴつ２本ぶん。

えんぴつ１本は，１６０÷２＝８０(円)。

えんぴつを買うと１１本買えて７０円あまるようなお金を持っているのだから，

８０×１１＋７０＝９５０(円)。


