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第1章 正負の数

1 正の数・負の数

 001 正の数・負の数の分類
次の数の中で，正の数，負の数，自然数を選びなさい。
□⑴　正の数 □⑵　負の数 □⑶　自然数

　＋3.2，　－1，　－0.5，　＋2，　0，　－ 1
3
，　＋7，　＋10，　－3，　＋ 5

2

 002 数直線
次の数直線上で，A～Dにあたる数を答えなさい。また，E～Hの数を数直線上に↓で示し，その上に，E～Hの

記号を書きなさい。

□A □B □C □D □E　＋3 □F　－3 □G　＋0.5 □H　－ 5
2

　　　

0-5 +5

A B C D

 003 正の数・負の数の表し方
次の問いに答えなさい。

⑴　次の数を，正の符号，負の符号をつけて表しなさい。
□①　0より2大きい数 □②　0より2小さい数

□③　0より1.7小さい数 □④　0より 
4
3

 小さい数

□⑤　0より0.3大きい数 □⑥　0より 
1
2

 大きい数

⑵　次のことがらを，正負の数を使って表しなさい。
□①　10個足りないことを －10 個と表すとき，20個余ること

□②　3kg の減少を －3 kg と表すとき，3.5 kg の増加

□③　東へ2km 進むことを ＋2 km と表すとき，西へ 1.2 km 進むこと

□④　600円の利益を ＋600 円と表すとき，1000円の損失

に↓で示

□F ＋0.

の数・の数
に答え

数を
り2 ②　0

小さ

い数

Sa
mp
leplelelelele

+5+5

am
pの表し方方方

号，，負の符号をつけて表しなさい。負の符号をつけて表し



5

 004 絶対値
次の問いに答えなさい。

⑴　次の数の絶対値を答えなさい。
□①　＋3 □②　－3 □③　＋12

□④　＋ 2
3

 □⑤　－0.6 □⑥　－ 7
2

□⑦　＋5.2 □⑧　＋1000 □⑨　－222

⑵　次の数をすべて答えなさい。
□①　絶対値が6の数 □②　絶対値が15の数

□③　絶対値が0.25の数 □④　絶対値が0.01の数

□⑤　絶対値が 
1
2

 の数 □⑥　絶対値が 
4
5

 の数

□⑦　－4 と絶対値の等しい数 □⑧　＋11 と絶対値の等しい数

 005 正の数・負の数の大小
次の各組の数の大小を，不等号を使って表しなさい。

□⑴　＋2，－2，－1 □⑵　－3，－5，－4

□⑶　0，＋6，－0.2 □⑷　－ 1
3
，－1，＋ 2

3

□⑸　＋0.1，＋1，＋0.01 □⑹　－0.1，－1，－0.01

□⑺　－ 1
2
，－2，0 □⑻　＋1.5，－ 1

4
，－0.3

数

□④　

絶対値 値の等し

正の正の
小を て表し

Sa
mp
le

01の数

□⑥　絶対値が絶対値がpl4455 の数の数
数 □⑧　□ ＋11 とと

負の数の大負の数負


