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数　　　　学

第 1問　解答番号  1  ～ 14 に当てはまるものを，それぞれ 2ページのａ～ｅのうちか
ら一つずつ選べ。

（ 1 ）　　 aを実数の定数とする。 k＝ 　　　　　 　のとき， xについての関数

　　　  f （x） ＝ kx ＋ a を考える。

（ⅰ）　 a 2 － 4a ＋ 4 ＝（ a－  1  ）2 である。

（ⅱ）　 a＝－1のとき f （－1）＝  2  ， a ＝ 　  のとき f （－1）＝  3  である。

（ⅲ） 　－1≦ a≦ 2のとき，1≦ x ≦ 4 における f （x） の最大値は  4  ，最小値

は  5  である。

（ⅳ）　  f （1） ＋ f （2） ＝ | 3 f （0） | を満たす aの値は a＝－  6  ，  7  ， 　   である。

（ 2 ）　　 6つの地区Ａ～Ｆで行われた健康診断のある項目の数値に着目し，地区ごとに

平均値を出すと次の表のようになった。また，この 6つの数値の平均値は 19 で

あった。ただし， aは定数とする。

（ⅰ）　 a ＝ 10 であり，この 6 地区のデータの中央値は 11  ，第 1 四分位数は 

12 である。

（ⅱ）　この 6地区のデータの分散は 13 である。

（ⅲ） 　Ｇ地区のデータが新たに加わり，その数値は整数で bであった。Ａ～Ｇ 

地区の 7つのデータの四分位偏差が 　 のとき， bの値として考えられるの

は 14 通りある。

a 2 － 4a ＋ 4
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地区 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

数値（地区の平均値） 22 16 18 17 23 a
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番号  1  [　ａ　0  ｂ　1  ｃ　2  ｄ　3  ｅ　4  　]

番号  2  [　ａ　－4  ｂ　－2  ｃ　2  ｄ　4  ｅ　6  　]

番号  3  [　ａ　－2  ｂ　2  ｃ　2 　 －2  ｄ　2－2 　   ｅ　2 　   　]

番号  4  [　ａ　2  ｂ　5 a－8  ｃ　2 a－2  ｄ　－3 a＋8  ｅ　3 a－8 　]

番号  5  [　ａ　2  ｂ　5 a－8  ｃ　2 a－2  ｄ　－3 a＋8  ｅ　3 a－8 　]

番号  6  [　ａ　0  ｂ　1  ｃ　2  ｄ　3  ｅ　4  　]

番号  7  [　ａ　0  ｂ　1  ｃ　2  ｄ　3  ｅ　4  　]

番号  8  [　ａ　0  ｂ　1  ｃ　2  ｄ　3  ｅ　4  　]

番号  9  [　ａ　1  ｂ　2  ｃ　3  ｄ　4  ｅ　5  　]

番号 10 [　ａ　16  ｂ　17  ｃ　18  ｄ　22  ｅ　23  　]

番号 11 [　ａ　16  ｂ　17  ｃ　18  ｄ　22  ｅ　23  　]

番号 12 [　ａ　16  ｂ　17  ｃ　18  ｄ　22  ｅ　23  　]

番号 13 [　ａ　  ｂ　  ｃ　8  ｄ　  ｅ　40  　]

番号 14 [　ａ　4  ｂ　5  ｃ　6  ｄ　7  ｅ　8  　]
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第 2 問　 aを定数として， 2 次関数 y＝ x2 ＋ ax ＋ a ＋ 3 がある。解答番号 15 ～ 25  
に当てはまるものを，それぞれ 4ページのａ～ｅのうちから一つずつ選べ。

（ 1 ）　　 a＝ 2のとき yの最小値は 15 である。

（ 2 ）　　放物線 y＝ x2 ＋ ax ＋ a ＋ 3 が x 軸と異なる 2 点で交わるような aの値の範

囲は， a＜－ 16  ， 17 ＜ a である。

（ 3 ）　　放物線 y＝ x2 ＋ ax ＋ a ＋ 3 の頂点の y座標をPとする。aが変化するとき，

Pの最大値は 18 である。また，P＞ 3となるような aの値の範囲は

　　　 19 ＜ a ＜ 20 である。

（ 4 ）　　（ 2 ）のとき，放物線 y＝ x2 ＋ ax ＋ a ＋ 3 が x 軸から切り取る線分の長さが

　　である。このとき， aの値は a＝－ 21  ， 22 である。

（ 5 ）　　 yの－1 ≦ x ≦ 2 における最小値をmとするとき，m＝ 　a となる aの値は 

a ＝ 23  ， 24 － 25 である。
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番号 15 [　ａ　2  ｂ　3  ｃ　4  ｄ　5  ｅ　6  　]

番号 16 [　ａ　2  ｂ　3  ｃ　4  ｄ　5  ｅ　6  　]

番号 17 [　ａ　2  ｂ　3  ｃ　4  ｄ　5  ｅ　6  　]

番号 18 [　ａ　0  ｂ　2  ｃ　4  ｄ　6  ｅ　8  　]

番号 19 [　ａ　0  ｂ　2  ｃ　4  ｄ　6  ｅ　8  　]

番号 20 [　ａ　0  ｂ　2  ｃ　4  ｄ　6  ｅ　8  　]

番号 21 [　ａ　1  ｂ　3  ｃ　5  ｄ　7  ｅ　9  　]

番号 22 [　ａ　1  ｂ　3  ｃ　5  ｄ　7  ｅ　9  　]

番号 23 [　ａ　4  ｂ　8  ｃ　12  ｄ　16  ｅ　20  　]

番号 24 [　ａ　1  ｂ　3  ｃ　5  ｄ　7  ｅ　9  　]

番号 25 [　ａ　  ｂ　  ｃ　  ｄ　  ｅ　  　]14
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第 3問　AB ＝ 5 ，BC ＝ 6 ，cos∠ABC ＝ 　 の   ABC があり，   ABC の外接円の中心
を O とする。解答番号 26 ～ 42 に当てはまるものを，それぞれ 6ページのａ～ｅ

のうちから一つずつ選べ。

（ 1 ）　　sin∠ABC ＝ 　   ，AC ＝ 28 である。また，OA ＝ 　   ，   ABC の面積は 

31 である。

（ 2 ）　　直線 OB と   ABC の外接円の交点で点 B でないものを D とすると， 

AD ＝ 　   であり，cos∠AOD ＝ 　   である。   ABC の外接円の点 A におけ

る接線を引き，直線 BD との交点を E とするとき，ED ＝ 　   である。

（ 3 ）　　（ 2 ）のとき，線分 BD の両端を除く部分に動点 P をとり，BP ＝ x ，AP ＝ y，

∠APB ＝θとする。

（ⅰ）　θ＝ 120°のとき， x＝ 38 － 39 ， y ＝ 40 である。

（ⅱ）　 x ： y ＝ 1 ： 　  のとき， x＝ 41 － 42 である。
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番号 26 [　ａ　，  ｂ　1  ｃ　，  ｄ　3  ｅ　4  　]

番号 27 [　ａ　2  ｂ　5  ｃ　7  ｄ　11  ｅ　13  　]

番号 28 [　ａ　5  ｂ　6  ｃ　7  ｄ　8  ｅ　9  　]

番号 29 [　ａ　1  ｂ　5  ｃ　7  ｄ　25  ｅ　49  　]

番号 30 [　ａ　2  ｂ　3  ｃ　6  ｄ　4  ｅ　8  　]

番号 31 [　ａ　9  ｂ　12  ｃ　15  ｄ　18  ｅ　24  　]

番号 32 [　ａ　5  ｂ　13  ｃ　15  ｄ　25  ｅ　29  　]

番号 33 [　ａ　2  ｂ　3  ｃ　4  ｄ　6  ｅ　8  　]

番号 34 [　ａ　1  ｂ　3  ｃ　5  ｄ　7  ｅ　11  　]

番号 35 [　ａ　2  ｂ　5  ｃ　7  ｄ　25  ｅ　49  　]

番号 36 [　ａ　7  ｂ　49  ｃ　147  ｄ　225  ｅ　625  　]

番号 37 [　ａ　8  ｂ　16  ｃ　28  ｄ　32  ｅ　56  　]

番号 38 [　ａ　3  ｂ　  ｃ　4  ｄ　5  ｅ　　  　]

番号 39 [　ａ　  ｂ　  ｃ　2   ｄ　2   ｅ　3 　  　]

番号 40 [　ａ　  ｂ　  ｃ　2   ｄ　2   ｅ　3 　  　]

番号 41 [　ａ　  ｂ　  ｃ　  ｄ　  ｅ　　  　]

番号 42 [　ａ　1  ｂ　2  ｃ　3  ｄ　4  ｅ　5  　]
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