
シリーズ５年下・第６回・算数小テスト

旅人算とグラフ(1)の１

＝出会いの問題＝

氏名( )

学習のヒント

１．時間の計算，速さ・時間・距離の計算ができないと，旅人算を解くことはできない。

土台をしっかり固めること。

２．問題の内容を，図に書き表して解いていくこと。

(1) １４００ｍはなれたＡ地とＢ地の間を，太郎君は毎分８０ｍの速さでＡ地から，花子さんは毎

分６０ｍの速さでＢ地から，同時に向かい合って出発しました。２人が出会うのは出発してから

( )分後です。

(2) ２ .７ km はなれたＡ地とＢ地の間を，太郎君は毎時５ km の速さでＡ地から，花子さんは毎時

４ km の速さでＢ地から，同時に向かい合って出発しました。２人が出会うのは，出発してから

( )分後です。

(3) ( )ｍはなれたＡ地とＢ地の間を，太郎君は毎分６５ｍの速さでＡ地から，花子さ

んは毎分５０ｍの速さでＢ地から，同時に向かい合って出発しました。２人が出会うのは出発し

てから８分後です。

(4) ８４０ｍはなれたＡ地とＢ地の間を，太郎君は毎分( )ｍの速さでＡ地から，花子

さんは毎分６５ｍの速さでＢ地から，同時に向かい合って出発しました。２人が出会うのは出発

してから６分後です。

(5) ９００ｍはなれたＡ地とＢ地の間を，太郎君と次郎君が同時にＡ地を出発して１往復しました。

２人が出会うのは( )分後です。ただし，太郎君の速さは毎分５０ｍ，次郎君の速さ

は毎分４０ｍです。

(6) １０００ｍはなれたＡ地とＢ地の間を，太郎君は毎分６０ｍの速さでＡ地から出発し，花子さ

んは太郎君が出発してから２分後に毎分５０ｍの速さでＢ地から出発しました。

２人が出会うのは，太郎君が出発してから( )分後です。



シリーズ５年下・第６回・算数小テスト

旅人算とグラフ(1)の２

＝追いかけの問題＝

氏名( )

学習のヒント

１．時間の計算，速さ・時間・距離の計算ができないと，旅人算を解くことはできない。

土台をしっかり固めること。

２．問題の内容を，図に書き表して解いていくこと。

(1) 花子さんが毎分６０ｍの速さでＡ地を出発しました。花子さんがＡ地から４８０ｍ進んだとき，

太郎君が毎分１００ｍの速さでＡ地を出発して花子さんを追いかけると，太郎君が花子さんに追

いつくのは，太郎君がＡ地を出発してから( )分後です。

(2) 太郎君は毎分６０ｍの速さでＡ地を出発しました。花子さんは４分後にＡ地を出発し，毎分

７５ｍの速さで太郎君を追いかけました。

花子さんは出発してから( )分後に太郎君に追いつきます。

(3) 太郎君は毎時４ km の速さでＡ地を出発しました。花子さんは２０分後にＡ地を出発し，毎時

６ km の速さで太郎君を追いかけました。

花子さんは出発してから( )分後に太郎君に追いつきます。

(4) 太郎君は毎分７２ｍの速さでＡ地を出発しました。花子さんは５分後にＡ地を出発し，毎分

( )ｍの速さで太郎君を追いかけました。

花子さんは出発してから２０分後に太郎君に追いつきます。

(5) ( )ｍはなれたＡ地とＢ地の間を，太郎君と次郎君が同時にＡ地を出発して１往復

しました。２人が出会ったのは，Ｂ地の手前４５ｍの地点でした。ただし，太郎君の速さは毎分

６５ｍ，次郎君の速さは毎分５０ｍです。

(6) 太郎君は家を出て学校に向かいました。家を出て２２分歩いたところで忘れ物に気づいたので，

すぐに家に引き返しました。太郎君が家を出てから５分後に，弟が家を出ました。

太郎君と弟が出会ったのは，弟が家を出てから( )分後です。

ただし，太郎君は毎分７０ｍ，弟は毎分６０ｍです。



シリーズ５年下・第６回・算数小テスト

旅人算とグラフ(1)の３

＝グラフの問題＝

氏名( )

学習のヒント

１．グラフをよく見て，速さ・距離・時間が求められるかどうかをよく考えること。

２．通常の図を書いた方がわかりやすい問題が多い。手抜きせずにしっかり書くこと。

１ Ａ地とＢ地は 600 ｍはなれています。太郎君と次郎君は

同時に出発し，太郎君はＡ地からＢ地まで，次郎君はＢ地

からＡ地まで自転車で進みました。右のグラフは，そのと

きの２人のようすを表したものです。

(1) 太郎君の速さは，毎分( )ｍです。

(2) 次郎君の速さは，毎分( )ｍです。

(3) ２人がすれちがったのは，出発してから( )分

後です。

２ Ａ地とＢ地の間は 4950 ｍはなれています。太郎君と次郎君は

同時に出発し，太郎君はＡ地からＢ地まで，次郎君はＢ地から

Ａ地まで歩きました。右のグラフは，そのときの２人のようす

を表したものです。

(1) 太郎君の速さは，毎分( )ｍです。

(2) 次郎君の速さは，毎分( )ｍです。

(3) ２人がすれちがった地点は，Ａ地から( )ｍ

のところです。

３ 太郎君はＡ地を出発し，毎分６０ｍの速さでＢ地まで歩きまし

た。次郎君は太郎君と同時にＢ地を出発し，毎分９０ｍの速さで

Ａ地まで歩き，Ａ地で９分間休んだあとで，Ａ地からＢ地まで自

転車でもどりました。

右のグラフは２人が進んだようすを表したものです。

(1) Ａ地からＢ地までの道のりは( )km です。

(2) 次郎君の自転車の速さは，時速( )km です。



シリーズ５年下・第６回・算数小テスト

旅人算とグラフ(1)の４

＝出会いの問題の数字替え＝

氏名( )

学習のヒント

１．時間の計算，速さ・時間・距離の計算ができないと，旅人算を解くことはできない。

土台をしっかり固めること。

２．問題の内容を，図に書き表して解いていくこと。

(1) １８００ｍはなれたＡ地とＢ地の間を，太郎君は毎分７０ｍの速さでＡ地から，花子さんは毎

分５０ｍの速さでＢ地から，同時に向かい合って出発しました。２人が出会うのは出発してから

( )分後です。

(2) ３ .５ km はなれたＡ地とＢ地の間を，太郎君は毎時６ km の速さでＡ地から，花子さんは毎時

４ km の速さでＢ地から，同時に向かい合って出発しました。２人が出会うのは，出発してから

( )分後です。

(3) ( )ｍはなれたＡ地とＢ地の間を，太郎君は毎分７２ｍの速さでＡ地から，花子さ

んは毎分６８ｍの速さでＢ地から，同時に向かい合って出発しました。２人が出会うのは出発し

てから９分後です。

(4) ９８０ｍはなれたＡ地とＢ地の間を，太郎君は毎分( )ｍの速さでＡ地から，花子

さんは毎分６５ｍの速さでＢ地から，同時に向かい合って出発しました。２人が出会うのは出発

してから７分後です。

(5) ６００ｍはなれたＡ地とＢ地の間を，太郎君と次郎君が同時にＡ地を出発して１往復しました。

２人が出会うのは( )分後です。ただし，太郎君の速さは毎分９５ｍ，次郎君の速さ

は毎分５５ｍです。

(6) １４４０ｍはなれたＡ地とＢ地の間を，太郎君は毎分８０ｍの速さでＡ地から出発し，花子さ

んは太郎君が出発してから３分後に毎分７０ｍの速さでＢ地から出発しました。

２人が出会うのは，太郎君が出発してから( )分後です。



シリーズ５年下・第６回・算数小テスト

旅人算とグラフ(1)の５

＝追いかけの問題の数字替え＝

氏名( )

学習のヒント

１．時間の計算，速さ・時間・距離の計算ができないと，旅人算を解くことはできない。

土台をしっかり固めること。

２．問題の内容を，図に書き表して解いていくこと。

(1) 花子さんが毎分６０ｍの速さでＡ地を出発しました。花子さんがＡ地から４５０ｍ進んだとき，

太郎君が毎分１１０ｍの速さでＡ地を出発して花子さんを追いかけると，太郎君が花子さんに追

いつくのは，太郎君がＡ地を出発してから( )分後です。

(2) 太郎君は毎分８０ｍの速さでＡ地を出発しました。花子さんは５分後にＡ地を出発し，毎分

１０５ｍの速さで太郎君を追いかけました。

花子さんは出発してから( )分後に太郎君に追いつきます。

(3) 太郎君は毎時６ km の速さでＡ地を出発しました。花子さんは２５分後にＡ地を出発し，毎時

９ km の速さで太郎君を追いかけました。

花子さんは出発してから( )分後に太郎君に追いつきます。

(4) 太郎君は毎分８０ｍの速さでＡ地を出発しました。花子さんは５分後にＡ地を出発し，毎分

( )ｍの速さで太郎君を追いかけました。

花子さんは出発してから２０分後に太郎君に追いつきます。

(5) ( )ｍはなれたＡ地とＢ地の間を，太郎君と次郎君が同時にＡ地を出発して１往復

しました。２人が出会ったのは，Ｂ地の手前３０ｍの地点でした。ただし，太郎君の速さは毎分

６５ｍ，次郎君の速さは毎分６０ｍです。

(6) 太郎君は家を出て学校に向かいました。家を出て１８分歩いたところで忘れ物に気づいたので，

すぐに家に引き返しました。太郎君が家を出てから６分後に，弟が家を出ました。

太郎君と弟が出会ったのは，弟が家を出てから( )分後です。

ただし，太郎君は毎分６０ｍ，弟は毎分４０ｍです。



シリーズ５年下・第６回・算数小テスト

旅人算とグラフ(1)の６

＝グラフの問題の数字替え＝

氏名( )

学習のヒント

１．グラフをよく見て，速さ・距離・時間が求められるかどうかをよく考えること。

２．通常の図を書いた方がわかりやすい問題が多い。手抜きせずにしっかり書くこと。

１ Ａ地とＢ地は 1800 ｍはなれています。太郎君と次郎君は

同時に出発し，太郎君はＡ地からＢ地まで，次郎君はＢ地

からＡ地まで自転車で進みました。右のグラフは，そのと

きの２人のようすを表したものです。

(1) 太郎君の速さは，毎分( )ｍです。

(2) 次郎君の速さは，毎分( )ｍです。

(3) ２人がすれちがったのは，出発してから( )分

後です。

２ Ａ地とＢ地の間は 3300 ｍはなれています。太郎君と次郎君は

同時に出発し，太郎君はＡ地からＢ地まで，次郎君はＢ地から

Ａ地まで歩きました。右のグラフは，そのときの２人のようす

を表したものです。

(1) 太郎君の速さは，毎分( )ｍです。

(2) 次郎君の速さは，毎分( )ｍです。

(3) ２人がすれちがった地点は，Ａ地から( )ｍ

のところです。

３ 太郎君はＡ地を出発し，毎分５０ｍの速さでＢ地まで歩きまし

た。次郎君は太郎君と同時にＢ地を出発し，毎分６０ｍの速さで

Ａ地まで歩き，Ａ地で４分２４秒休んだあとで，Ａ地からＢ地ま

で自転車でもどりました。

右のグラフは２人が進んだようすを表したものです。

(1) Ａ地からＢ地までの道のりは( )km です。

(2) 次郎君の自転車の速さは，時速( )km です。



シリーズ５年下・第６回・算数小テスト

旅人算とグラフ(1)の１

解答

(1) １０ (2) １８ (3) ９２０ (4) ７５ (5) ２０ (6) １０

解説

(1) はじめ，２人は１４００ｍはなれている。

１分間に，８０＋６０＝１４０(ｍ)ずつ，

２人の間がちぢまっていく。

２人が出会うのは，

１４００÷１４０＝１０(分)後。

(2) はじめ，２人は２ .７ km はなれている。

１時間に，５＋４＝９(km)ずつ，２人の

間がちぢまっていく。

２人が出会うのは，

２ .７÷９＝０ .３(時間)後。

１時間は６０分だから，０ .３時間は，６０×０ .３＝１８(分)後。

(3) １分間に，６５＋５０＝１１５(ｍ)ずつ，

２人の間がちぢまっていく。

８分間に，１１５×８＝９２０(ｍ)ちぢ

まったのだから，２人ははじめに，９２０ｍ

はなれている。

(4) ６分間で８４０ｍちぢまったのだから，

１分間で ８４０÷６＝１４０(ｍ)ずつ，ちぢ

まった。

花子は１分間に６５ｍずつ進むのだから，

太郎は１分間に，１４０－６５＝７５(ｍ)ずつ

進む。これが太郎の分速。

(5) 太郎の方が速いので，右の図のようになる。

このように図の場合は，折れ曲がっている

部分をまっすぐにして考える。

すると，太郎と花子が同時に出発するとき，

２人は ９００×２＝１８００(ｍ)はなれてい

る。

１分間に，５０＋４０＝９０(ｍ)ずつ，２

人の間はちぢまっていくから，

１８００÷９０＝２０(分)後に，２人は出

会うことになる。

(6) 花子が出発するとき，太郎はすでに２分間

進んでいる。太郎の分速は６０ｍだから，

６０×２＝１２０(ｍ)だけ進んでいる。

よって，花子が出発するとき，２人の間は

１０００－１２０＝８８０(ｍ)になっている。

１分間に，６０＋５０＝１１０(ｍ)ずつ，２

人の間はちぢまっていくから，花子が出発してから ８８０÷１１０＝８(分)後に，２人は出会う。

太郎は花子が出発する２分前に出発しているのだから，２人が出会ったのは，太郎が出発して

から ８＋２＝１０(分)後になる。



シリーズ５年下・第６回・算数小テスト

旅人算とグラフ(1)の２

解答

(1) １２ (2) １６ (3) ４０ (4) ９０ (5) ３４５ (6) ２１

解説

(1) 太郎が出発するときに，花子はすでに４８０ｍ前にいるが，

太郎の方が速いから，いつかは花子に追いつける。

１分間に，１００－６０＝４０(ｍ)ずつ，２人の間はちぢ

まっていく。

４８０÷４０＝１２(分)で，太郎は花子に追いつく。

(2) 花子が出発するときに，太郎はすでに４分間進んでいるから，

６０×４＝２４０(ｍ)前にいる。しかし，花子の方が速いから，

いつかは太郎に追いつける。

１分間に，７５－６０＝１５(ｍ)ずつ，２人の間はちぢまっ

ていく。

２４０÷１５＝１６(分)で，花子は太郎に追いつく。

(3) 花子が出発するときに，太郎はすでに２０分間進んでいる。

１ １ ４
２０分＝ 時間 だから，４× ＝ (km)前にいる。しかし，

３ ３ ３

花子の方が速いから，いつかは太郎に追いつける。

１時間に，６－４＝２(km)ずつ，２人の間はちぢまっていく。

４ ２ ２
÷２＝ (時間)で，花子は太郎に追いつく。 時間＝４０分。

３ ３ ３

(4) 花子が出発するとき，太郎は ７２×５＝３６０(ｍ)だけ，前に

いる。

２０分で追いつくのだから，１分間に ３６０÷２０＝１８(ｍ)

ずつ，２人の間がちぢまっていく。

太郎は１分間に７２ｍずつ進むが，花子は１分あたり，１８ｍ

だけ速いのだから，花子の分速は，７２＋１８＝９０(ｍ)。

(5) 太郎の方が速いから，太郎が先にＢに着いて，そこで折り返して

Ａにもどる途中で，次郎に出会う。

折れ曲がっている部分をまっすぐにすると，太郎は次郎よりも，

４５×２＝９０(ｍ)だけ，先にいる。

１分あたり，６５－５０＝１５(ｍ)ずつ，差が広がっていくのだ

から，９０÷１５＝６(分)後に，追いつくことになる。

その６分間で，(太郎で考えてもよいが) 次郎は，

５０×６＝３００(ｍ)だけ進んだのだから，ＡとＢの間の道のりは，

３００＋４５＝３４５(ｍ)。

(6) 太郎が忘れ物に気づいた地点は，家から

７０×２２＝１５４０(ｍ)のところ。

家から太郎の☆までの道のりは，７０×５＝

３５０(ｍ)。

よって，☆から忘までは，１５４０－３５０＝

１１９０(ｍ)。

折れ曲がっている部分をまっすぐにすると，

太郎と弟は １５４０＋１１９０＝２７３０(ｍ)

はなれているところから，１分間に ７０＋６０

＝１３０(ｍ)ずつ，ちぢまっていく。

２７３０÷１３０＝２１(分)後に出会う。



シリーズ５年下・第６回・算数小テスト

旅人算とグラフ(1)の３

解答

１(1) ４０ (2) ６０ (3) ６

２(1) ７５ (2) ９０ (3) ２２５０

３(1) ２ .７ (2) １８

解説

１(1) 太郎はＡ地からＢ地までの６００ｍを１５分で進んだ

から，毎分 ６００÷１５＝４０(ｍ)。

(2) 次郎はＢ地からＡ地までの６００ｍを１０分で進んだ

から，毎分 ６００÷１０＝６０(ｍ)。

(3) ２人は，はじめ６００ｍはなれていた。

１分間に，４０＋６０＝１００(ｍ)ずつ，２人の間は

ちぢまるから，６００÷１００＝６(分)後に出会う。

２(1) 太郎はＡ地からＢ地までの４９５０ｍを６６分で進んだ

から，毎分 ４９５０÷６６＝７５(ｍ)。

(2) 太郎の速さは，毎分７５ｍだから，次郎と出会うまでの

３０分間で，７５×３０＝２２５０(ｍ)進んだ。

その３０分間で次郎は ４９５０－２２５０＝２７００

(ｍ)進んだ。

次郎の分速は，２７００÷３０＝９０(ｍ)。

(3) (2)で求めたように，Ａ地からアまでの道のりは，

２２５０ｍ。

３(1) はじめ，２人の間は何ｍかあったが，１分間に

６０＋９０＝１５０(ｍ)ずつちぢまっていって，

１８分後に出会ったのだから，はじめの２人の間

の道のりは，１５０×１８＝２７００(ｍ)。

２７００ｍ＝２ .７ km。

(2) 次郎君がＡ地に着いたのは，

２７００÷９０＝３０(分)後。９分休むと，

３０＋９＝３９(分)。３９分から４８分までの，

４８－３９＝９(分間)で２７００ｍ進んだのだか

ら，１分あたり，２７００÷９＝３００(ｍ)。

１時間あたり，３００×６０＝１８０００(ｍ)

１８０００ｍ＝１８ km。



シリーズ５年下・第６回・算数小テスト

旅人算とグラフ(1)の４

解答

(1) １５ (2) ２１ (3) １２６０ (4) ７５ (5) ８ (6) １１

解説

(1) はじめ，２人は１８００ｍはなれている。

１分間に，７０＋５０＝１２０(ｍ)ずつ，

２人の間がちぢまっていく。

２人が出会うのは，

１８００÷１２０＝１５(分)後。

(2) はじめ，２人は３ .５ km はなれている。

１時間に，６＋４＝１０(km)ずつ，２人の

間がちぢまっていく。

２人が出会うのは，

３ .５÷１０＝０ .３５(時間)後。

１時間は６０分だから，０ .３５時間は，６０×０ .３５＝２１(分)後。

(3) １分間に，７２＋６８＝１４０(ｍ)ずつ，

２人の間がちぢまっていく。

９分間に，１４０×９＝１２６０(ｍ)ちぢ

まったのだから，２人ははじめに，１２６０ｍ

はなれている。

(4) ７分間で９８０ｍちぢまったのだから，

１分間で ９８０÷７＝１４０(ｍ)ずつ，ちぢ

まった。

花子は１分間に６５ｍずつ進むのだから，

太郎は１分間に，１４０－６５＝７５(ｍ)ずつ

進む。これが太郎の分速。

(5) 太郎の方が速いので，右の図のようになる。

このように図の場合は，折れ曲がっている

部分をまっすぐにして考える。

すると，太郎と花子が同時に出発するとき，

２人は ６００×２＝１２００(ｍ)はなれてい

る。

１分間に，９５＋５５＝１５０(ｍ)ずつ，２

人の間はちぢまっていくから，

１２００÷１５０＝８(分)後に，２人は出

会うことになる。

(6) 花子が出発するとき，太郎はすでに３分間

進んでいる。太郎の分速は８０ｍだから，

８０×３＝２４０(ｍ)だけ進んでいる。

よって，花子が出発するとき，２人の間は

１４４０－２４０＝１２００(ｍ)になっている。

１分間に，８０＋７０＝１５０(ｍ)ずつ，２

人の間はちぢまっていくから，花子が出発してから １２００÷１５０＝８(分)後に２人は出会う。

太郎は花子が出発する３分前に出発しているのだから，２人が出会ったのは，太郎が出発して

から ８＋３＝１１(分)後になる。



シリーズ５年下・第６回・算数小テスト

旅人算とグラフ(1)の５

解答

(1) ９ (2) １６ (3) ５０ (4) １００ (5) ７５０ (6) １８

解説

(1) 太郎が出発するときに，花子はすでに４５０ｍ前にいるが，

太郎の方が速いから，いつかは花子に追いつける。

１分間に，１１０－６０＝５０(ｍ)ずつ，２人の間はちぢ

まっていく。

４５０÷５０＝９(分)で，太郎は花子に追いつく。

(2) 花子が出発するときに，太郎はすでに５分間進んでいるから，

８０×５＝４００(ｍ)前にいる。しかし，花子の方が速いから，

いつかは太郎に追いつける。

１分間に，１０５－８０＝２５(ｍ)ずつ，２人の間はちぢまっ

ていく。

４００÷２５＝１６(分)で，花子は太郎に追いつく。

(3) 花子が出発するときに，太郎はすでに２５分間進んでいる。

５ ５ ５
２０分＝ 時間 だから，６× ＝ (km)前にいる。しか

１２ １２ ２

し，花子の方が速いから，いつかは太郎に追いつける。

１時間に，９－６＝３(km)ずつ，２人の間はちぢまっていく。

５ ５ ５
÷３＝ (時間)で，花子は太郎に追いつく。 時間＝５０分。

２ ６ ６

(4) 花子が出発するとき，太郎は ８０×５＝４００(ｍ)だけ，前に

いる。

２０分で追いつくのだから，１分間に ４００÷２０＝２０(ｍ)

ずつ，２人の間がちぢまっていく。

太郎は１分間に８０ｍずつ進むが，花子は１分あたり，２０ｍ

だけ速いのだから，花子の分速は，８０＋２０＝１００(ｍ)。

(5) 太郎の方が速いから，太郎が先にＢに着いて，そこで折り返して

Ａにもどる途中で，次郎に出会う。

折れ曲がっている部分をまっすぐにすると，太郎は次郎よりも，

３０×２＝６０(ｍ)だけ，先にいる。

１分あたり，６５－６０＝５(ｍ)ずつ，差が広がっていくのだ

から，６０÷５＝１２(分)後に，追いつくことになる。

その１２分間で，(太郎で考えてもよいが) 次郎は，

６０×１２＝７２０(ｍ)だけ進んだのだから，ＡとＢの間の道のりは，

７２０＋３０＝７５０(ｍ)。

(6) 太郎が忘れ物に気づいた地点は，家から

６０×１８＝１０８０(ｍ)のところ。

家から太郎の☆までの道のりは，６０×６＝

３６０(ｍ)。

よって，☆から忘までは，１０８０－３６０＝

７２０(ｍ)。

折れ曲がっている部分をまっすぐにすると，

太郎と弟は １０８０＋７２０＝１８００(ｍ)

はなれているところから，１分間に ６０＋４０

＝１００(ｍ)ずつ，ちぢまっていく。

１８００÷１００＝１８(分)後に出会う。



シリーズ５年下・第６回・算数小テスト

旅人算とグラフ(1)の６

解答

１(1) ４０ (2) ５０ (3) ２０

２(1) ６６ (2) ４４ (3) １９８０

３(1) １ .３２ (2) １２

解説

１(1) 太郎はＡ地からＢ地までの６００ｍを１５分で進んだ

から，毎分 １８００÷４５＝４０(ｍ)。

(2) 次郎はＢ地からＡ地までの１８００ｍを３６分で進んだ

から，毎分 １８００÷３６＝５０(ｍ)。

(3) ２人は，はじめ１８００ｍはなれていた。

１分間に，４０＋５０＝９０(ｍ)ずつ，２人の間は

ちぢまるから，１８００÷９０＝２０(分)後に出会う。

２(1) 太郎はＡ地からＢ地までの３３００ｍを５０分で進んだ

から，毎分 ３３００÷５０＝６６(ｍ)。

(2) 太郎の速さは，毎分６６ｍだから，次郎と出会うまでの

３０分間で，６６×１９８０＝１９８０(ｍ)進んだ。

その３０分間で次郎は ３３００－１９８０＝１３２０

(ｍ)進んだ。

次郎の分速は，１３２０÷３０＝４４(ｍ)。

(3) (2)で求めたように，Ａ地からアまでの道のりは，

１９８０ｍ。

３(1) はじめ，２人の間は何ｍかあったが，１分間に

５０＋６０＝１１０(ｍ)ずつちぢまっていって，

１２分後に出会ったのだから，はじめの２人の間

の道のりは，１１０×１２＝１３２０(ｍ)。

１３２０ｍ＝１ .３２ km。

(2) 次郎君がＡ地に着いたのは，

１３２０÷６０＝２２(分)後。４ .４分休むと，

２２＋４ .４＝２６ .４(分)。２６ .４分から３３分ま

での，３３－２６ .４＝６ .６(分間)で１３２０ｍ進

んだのだから，１分あたり，１３２０÷６６＝２００(ｍ)。

１時間あたり，２００×６０＝１２０００(ｍ)

１２０００ｍ＝１２ km。


