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数　　　　学

第 1問　解答番号  1  ～ 15 に当てはまるものを，それぞれ 3ページのａ～ｅのうちか
ら一つずつ選べ。

( 1 )　　10 名の学生が 0点～10 点の的あてゲームをしたところ，平均点は 6，得点の

2乗の平均は 45 であった。このとき，標準偏差は  1  である。

( 2 )　　Ａクラス 20 人，Ｂクラス 30 人，Ｃクラス 50 人合わせて 100 人が 10 点満点の

試験を受けた。各クラスの平均点と分散は次の表の通りであった。

(ⅰ)　全体の平均点は  2  である。

(ⅱ)　次のａ～ｅのうち，全体の分散に最も近い値は  3  である。

ａ　5.0　　ｂ　6.0　　ｃ　7.0　　ｄ　8.0　　ｅ　9.0

( 3 )　　k を定数とする。　＝ |－4　＋ 1 |－k のグラフと　軸が異なる 2点（　，0）

と（  ，0）で交わるとする。   －　＝ 3のとき k ＝  4  ，　＝－　   である。

クラス 人数 平均点 分散

Ａ 20 8 5 .5

Ｂ 30 7 7 .0

Ｃ 50 6 8 .5
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( 4 )　　　＝ |－4　＋ 1 |－2 |　－ 1 | とし，そのグラフをCとする。

　≦  7  のとき　＝  8 　＋  9  

  7  ＜　≦ 10 のとき　＝ 11　＋ 12 

　＞ 10 のとき　＝ 13　＋ 14 

である。ただし， 2 つの  7  と 2 つの 10 は，それぞれ同じ値である。また，

グラフCは次の図Ａ～図Ｅのうち 15 である。
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番号  1  [　ａ　3  ｂ　6  ｃ　9  ｄ　36  ｅ　39  　]

番号  2  [　ａ　6.7  ｂ　7.0  ｃ　7.5  ｄ　8.1  ｅ　9.2  　]

番号  3  [　ａ　5.0  ｂ　6.0  ｃ　7.0  ｄ　8.0  ｅ　9.0  　]

番号  4  [　ａ　2  ｂ　3  ｃ　4  ｄ　5  ｅ　6  　]

番号  5  [　ａ　1  ｂ　2  ｃ　3  ｄ　4  ｅ　5  　]

番号  6  [　ａ　1  ｂ　2  ｃ　3  ｄ　4  ｅ　5  　]

番号  7  [　ａ　1  ｂ　2  ｃ　4  ｄ　  ｅ　  　]

番号  8  [　ａ　2  ｂ　3  ｃ　（－2）  ｄ　（－3）  ｅ　6  　]

番号  9  [　ａ　1  ｂ　2  ｃ　（－1）  ｄ　（－2）  ｅ　（－3） 　]

番号 10 [　ａ　1  ｂ　2  ｃ　4  ｄ　  ｅ　  　]

番号 11 [　ａ　2  ｂ　3  ｃ　（－2）  ｄ　（－3）  ｅ　6  　]

番号 12 [　ａ　1  ｂ　2  ｃ　（－1）  ｄ　（－2）  ｅ　（－3） 　]

番号 13 [　ａ　2  ｂ　3  ｃ　（－2）  ｄ　（－3）  ｅ　6  　]

番号 14 [　ａ　1  ｂ　2  ｃ　（－1）  ｄ　（－2）  ｅ　（－3） 　]

番号 15 [　ａ　図Ａ  ｂ　図Ｂ  ｃ　図Ｃ  ｄ　図Ｄ  ｅ　図Ｅ  　]
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第 2問　三角形 ABC において

10 sin2 ∠BAC ＝ sin2 ∠ABC　　　　　　　　　　  …… ①

sin ∠BAC・cos ∠BAC ＝ sin ∠ACB・cos ∠ACB　…… ②

という関係が成立する。BC ＝ 1 とし，AB ＝ c ，CA ＝ b ，三角形 ABC の外接円の

半径をRとする。ただし，c≠ 1 とする。解答番号 16 ～ 33 に当てはまるものを，

それぞれ 4～ 5ページのａ～ｅのうちから一つずつ選べ。

( 1 )　　正弦定理により sin ∠BAC ＝ 　   ，sin ∠ABC ＝ 　   であるから，①によ

り，b ＝ 20 である。

( 2 )　　cos ∠BAC ＝ 　   ，cos ∠ACB ＝ 　   ，sin ∠ACB ＝ 　   であるから，②

により，c ＝ 27 である。

( 3 )　　∠ABC ＝ 28  ，R ＝  　   である。

( 4 )　　三角形 ABC に内接する円の半径は 31 － 　　　 である。

番号 16 [　ａ　1  ｂ　b  ｃ　c  ｄ　R  ｅ　2R  　]

番号 17 [　ａ　1  ｂ　b  ｃ　c  ｄ　R  ｅ　2R  　]

番号 18 [　ａ　1  ｂ　b  ｃ　c  ｄ　R  ｅ　2R  　]

番号 19 [　ａ　1  ｂ　b  ｃ　c  ｄ　R  ｅ　2R  　]

番号 20 [　ａ　1  ｂ　  ｃ　  ｄ　  ｅ　  　]

番号 21  　ａ　  ｂ　2   ｃ　2 　  c

ｄ　c2 ＋ 9  ｅ　－c2 ＋ 11  　
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番号 22  　ａ　  ｂ　2   ｃ　2 　  c

ｄ　c2 ＋ 9  ｅ　－c2 ＋ 11  　

番号 23  　ａ　  ｂ　2   ｃ　2 　  c

ｄ　c2 ＋ 9  ｅ　－c2 ＋ 11  　

番号 24  　ａ　  ｂ　2   ｃ　2 　  c

ｄ　c2 ＋ 9  ｅ　－c2 ＋ 11  　

番号 25 [　ａ　1  ｂ　b  ｃ　c  ｄ　R  ｅ　2R  　]

番号 26 [　ａ　1  ｂ　b  ｃ　c  ｄ　R  ｅ　2R  　]

番号 27 [　ａ　1  ｂ　2  ｃ　3  ｄ　  ｅ　  　]

番号 28 [　ａ　30°  ｂ　45°  ｃ　60°  ｄ　90°  ｅ　120°  　]

番号 29 [　ａ　1  ｂ　2  ｃ　3  ｄ　  ｅ　  　]

番号 30 [　ａ　2  ｂ　3  ｃ　4  ｄ　5  ｅ　6  　]

番号 31 [　ａ　1  ｂ　2  ｃ　3  ｄ　4  ｅ　5  　]

番号 32 [　ａ　2  ｂ　3  ｃ　5  ｄ　7  ｅ　10  　]

番号 33 [　ａ　2  ｂ　3  ｃ　4  ｄ　5  ｅ　6  　]
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第 3問　半径Rの円に内接する四角形 ABCD において

AB ＝ 1 ＋ 　  ，BC ＝ 　  ，AD ＝ 2 ，∠BAD ＝ 60°

である。解答番号 34 ～ 42 に当てはまるものを，それぞれ下のａ～ｅのうちから

一つずつ選べ。

( 1 )　　BD ＝ 34  ，R＝ 35 である。

( 2 )　　∠BAC ＝ 36  ，∠CBD ＝ 37  ，CD ＝ 38 である。

( 3 )　　∠ABD ＝ 39  ，AC ＝ 40 である。

( 4 )　　四角形 ABCD の面積は 41 である。また，対角線 AC と BD の交点を E とす

ると CE ＝ 42 である。

番号 34 [　ａ　2  ｂ　1 ＋   ｃ　  ｄ　  ｅ　2 ＋   　]

番号 35 [　ａ　  ｂ　  ｃ　2  ｄ　  ｅ　  　]

番号 36 [　ａ　15°  ｂ　30°  ｃ　45°  ｄ　60°  ｅ　75°  　]

番号 37 [　ａ　15°  ｂ　30°  ｃ　45°  ｄ　60°  ｅ　75°  　]

番号 38 [　ａ　  ｂ　  ｃ　2  ｄ　  ｅ　  　]

番号 39 [　ａ　15°  ｂ　30°  ｃ　45°  ｄ　60°  ｅ　75°  　]

番号 40 [　ａ　2  ｂ　1 ＋   ｃ　  ｄ　  ｅ　2 ＋   　]

番号 41  　ａ　　 ＋   ｂ　1 ＋   ｃ　　 ＋ 　　

ｄ　2 ＋   ｅ　　 ＋   　

番号 42  　ａ　2  ｂ　1 ＋   ｃ　－1 ＋ 　　

ｄ　1 ＋   ｅ　－1 ＋   　
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