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1　次の問いに答えなさい｡

(1) -8+2　を計算しなさい｡

(2) i-‡を計算しなさい｡

(3) jq一価　を計算しなさい｡

(4) 2次方程式　∬2+ズー3-0　を解きなさい｡

(5)点(a, 2)が,反比例　37-

あるとき, αの値を求めなさい｡

のグラフ上に

(6)図1において, ∠∬の大きさは何度か,求めなさい｡

(7)あるクラスの生徒40人に実施したテストの得点を

ヒストグラムに表すと,図2のようになった｡このと

き,平均値,中央値(メジアン),最頻値(モード)

の大小関係を正しく表したものを,次のア～工から1

つ選んで,その符号を書きなさい｡

ア(平均値) < (中央値) < (最頻値)

イ(中央値) < (平均値) < (最頻値)

ウ(最頻値) < (平均値) < (中央値)

エ(最頻値) < (中央値) < (平均値)
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4　5　6　7　8　9　10　(点)

図1



2　ある携帯電話の1か月の利用料金には,下のようなA, B, Cの3つのプランがある｡通話時間によって,

どのプランの利用料金が安くなるのかを考えた｡

例えば, 1か月に139分10秒通話したとき,通話時間は10秒を切り上げて140分とする｡このとき,利用

料金は, Aプランでは基本料金と通話料金420円をあわせて5870円となり, Cプランでは基本料金と通話

料金2640円をあわせて7340円となる｡

次の ① にあてはまる自然数をそれぞれ求めなさい｡

③
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3　図のように,関数37-aX2のグラフ上の点A, B, C

を中心とする3つの円がある｡直線8, mはX事由に平行

で,点Aを中心とする円はX軸, y軸,直線Cに,点B

を中心とする円は3'軸,直線8, mに,点Cを中心とす

る円は37軸,直線mにそれぞれ接しており,点Aの座

標は(-1, 1)である｡

次の問いに答えなさい｡

(1) αの値を求めなさい｡

(2)点Bの座標を求めなさい｡

(3) 3点A, B, Cを通る円の半径は何cmか,求めな

さい｡ただし,座標軸の単位の長さは1cmとする｡
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4　立方体と直方体の展開図について,次の問いに答えなさい｡

(1)図1は,立方体を辺にそって切り開いたときの展開図である｡このように立方体を切り開くときに切っ

た辺は何本あるか,求めなさい｡

(2)図2のような縦3cm,横2cm,高さ1cmの直方体を辺にそって切り開いたときの展開図をかく｡図3

は,その展開図のうちの1つである｡

①　図3の巨巨E]の点は,それぞれ図2のA～Hのどの頂点に対応するか,その記号を書きなさい｡

②　図3のように切り開くときに切った辺の長さの合計は何cmか,求めなさい｡

③　図2の直方体の展開図のうち,周の長さが最長となるのは何cmか,また,最短となるのは何cmか,

求めなさい｡

図2 図3
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5　AB-8cm, BC-12cm, CA-10cmの△ABCが

ある｡ ∠Aの二等分線と辺BCとの交点をDとし,点Aか

ら辺BCに垂線AEをひくとき,次の問いに答えなさい｡

(1)線分BD, AEの長さを次のようにして求めた｡

[コ亘二]と にあてはまるものを,あとの

ア～力からそれぞれ1つ選んで,その符号を書きなさ

い｡また,

れぞれ求めなさい｡

にあてはまる数をそ
E D

点B, Cから直線ADに垂線BF, CGをひく｡

△ABFと△ACGにおいて,

∠AFB- ∠AGC-900　--･①

∠BAF- ∠CAG　--･②

①, ②より, 2組の角がそれぞれ等しいから, △ABF…△ACG

したが-て, ⊂亘二二] -AB‥AC

-　8 : 10　-4 : 5 ･･････@

次に, △BDFと△CDGにおいて,

∠BFD- ∠CGD-900　---④

は等しいから, ∠BDF-∠CDG　--･⑤

④, ⑤より, 2組の角がそれぞれ等しいから, △BDF…△CDG

したが-て, BD:CD- [⊃互二二] --⑥

③, ⑥より, BD:CD-4 : 5　なので, BD-

次に, BE-∬cmとすると,

△ABEで三平方の定理より,

AE2- ⊂=コ--⑦と表される｡

同様に, △ACEで,

AE2- ⊂==ト-･⑧と表される｡

⑦, ⑧より, 〟-⊂=二コ

したがって, AE-

ア　AF:AG　　イ　BF:CG　　ウ　FD:GD　　エ　対頂角　　オ　錯角　　力　同位角

(2)線分ADの長さは何cmか,求めなさい｡

(3) ∠ADCの二等分線と辺ACとの交点をHとするとき, △ADHの面積は何cm2か,求めなさい｡
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6　大小2つのさいころを同時に投げる｡大きいさいころの出た目の数をa,小さいさいころの出た目の数をb

とする｡

次の問いに答えなさい｡

(1) ‡-2となる確率を求めなさい｡

(2) 2直射-‡X, yニーX+8の交点の摘標,摘標がともに自然数となる確率を求めなさい｡

(3) 3直射-与X, y-号X, y--X･8で囲まれる三角形の内部に,半径JIcmの円をかくこと

ができるa, bの組み合わせは何通りあるか,求めなさい｡ただし,座標軸の単位の長さは1cmとする｡
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7　AさんとBさんが全長700mの橋を,休むことなく歩いて繰り返し往復する｡ 1往復するのにかかる時間は,

Aさんは20分, Bさんは28分である｡橋の両端をP, Qとし, 2人は同時にPをスタートする｡図1は,

Aさんについて,スタートしてから100分後までの移動のようすを,図2は, 2人がスタートしてからはじ

めて出会うまでの時間と2人の間の距離の関係を表したグラフである｡

あとの問いに答えなさい｡

図1

∵∵i_,i:;__ ==::::I:--:::::-:: -- - - __ ::__,:I--:::∴ ∴∴二･二.
100 (分)

E] 

i 40 60 80

(1) Aさんの歩く速さは分速何mか,求めなさい｡

(2)図2のE], E]にあてはまる数をそれぞれ求めなさい｡

(3) 2人の間の距離が最も離れているとき,その距離は何mか,求めなさい｡

(4)スタートしてから100分間のうち, 2人の間の距離が350mとなるのは何回か,求めなさい｡
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