
圃紗次を展開して整理せよ。

(黙1難稔太獣工D(%-y+D

毛)"熊1薪%+2×%'十%+2)

②次を因数分解せよ。

①(α一h)'-C仏一α)

(2) 3%2一幻,-10y2

(3)%2-9y2+8%+16

團(2ず一誕一1)(3%'-4+、歎脳製.開礁灸ど点拶...点め係数を求めよ。

(2011年度

團(2%+1)'-6%(%十D を展開して整理憲獣。

(2Q命紗無度瓢艦研篠獣.......'罪 7月)

俵靈灘年'燦ミ進耕模誠難鞠年 H 月)

團%3+27を因数分解せよ。

月

絢.、泳φ問艦に答えよ。

.N.'......^.

(2)乞五+h=4, ah= 2 のとき,4α2+h2 の値を求池.よ1霜

日

艶り.賊年度

藷粧霧無度

{加翻年度

進研模試

進研模試

進研模試

⑦

1年7月)

1年7月)

1年1月)

拓一央Σ

よ。このとき,ず十がと0.+がみ顎叢蒸ぬ焦。

α

Bの分母を有理化し,整数部分と小数鄭分襖蒸.嫉1!親求郷恥ぬ

(2013年度瓣進籍模試.'1灘年7月)

綛010年虜惑推研模試炉'2年7月)

2

(2000年度進研模試 1年11月)

進研模試 1年Ⅱ月)

鷺饗に,..慶瀞權欝デぢ'1とする。αの分母を有理化趙獄。

(騎澁年度

(2003年度進砥模試 1年11月)

とおく。 hの値を求め

進研模試 1年7月)



⑧実数%は%十牙=y石"を満たし<臆鍔'L 為紺L,.〆> 1轟仁する。このとき,%'十7,(%一牙),

%-1 %'ーーのそれぞれの債襲蔀6欝1

⑨次の各問いに答念よ'

(1)-2くχく1 の醇滋金

② 連立不尊弐

畷,・"'次蝉響澗、幾.に筏えよ。

襲調.4瓶1点迷1点謬1豆;..烹31 を簡単にせよ。 (2009年産繍滋^談1'.'癖牟黒謝')

で勢'翁塑篇難艶対稲'とχ一y巨、の絶対値が等しいとき,%の値を求めよ。

(1995年度進研樸試'誼'年'1鷲羽)

(誠梦不驚式憎元一41亘2 を解け。

囲次の各問いに答えよ。

(1)υ={1,2,3,4,5,6,フ,8,9}を全体集合とし,ι1の部分集合を A, B とする。

A ={1,2,4,5,6,8},吾={1,2,5,6,..、暴難掘....のとき,集合河'n召を求めよ。ただし,冱、は A

(2013年度進研模試 1年11月)の補集合, B はBの補集合とする。

②次の[ア][イ]にあてはまる滋捗を,.'瓢め①から⑧φうちからーつずつ選べ。

%, y を実数とする。

命題"%塗1 かつ y塗1才%y峯無.."み鵜磯鐙題.'学瀧如あり,対偶は命題[イ]である。

侮郵縦紗1 か無捗く1才%yく1①χ塗 1 かつ y茎 1→1.盛識く 1
測

③%塗 1 また1キ.1y..姦謬訓瓢.室 1 ④繍茂く 1'欝兇は yく 1⇔幻,< 1
・:1靴1....

⑥%y塗 1⇔%茎1 または y至1⑤%y竺1⇔%当灘力ゑ拶轟濯讐

⑦%yく霽斌%.驫灘灘1献"父紺1 ⑧%yく 1⇔%< 1 または yく 1

(2009年度進研模試 2年11.蹴ぎ

③.次@..[丁に霞蕪靴癖る..灘の.鳶ホの①から④のうちからーつ選べ。

だ汝難誕...驫綴.然数基靜麓翻,.挽が驫秒倍数であることは,積祝πが3の倍数であるだ染鰄↓瑞瓢"

餓灘優十分条件であ岩

建必黙築鱗捗あるが,十分条件でない

餓難分条徐懸渉谿が,必要条件でない

(2012年度.離研襟裁'郵峯瓢■)逸'婆条狩でも十分条件でもない

1・・・・・・・・ー・。

解柁X.ナ1の取り得る値の範囲を求めよ。

(2009年度進研模試 1年7月)

月 日

(2008年度進研模試 1年憐判)

繩
松一

撚

.
■
.
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騎紗次の各問いに答えよ。

(嘉難赦物線y=%'十肌十6 の頂点の座標が(1,2)のとき,定数α'紗ぬ値繍象ぬ瓢^

俵爆轟年麟ミ.進薪模諭難翻年Ⅱ見)

餓拶"放犠線 y=%'-2%-2 を%軸方向に一2, y軸方向に翻だけ平行移鯲鄭て.継男れ為数物線の
〆■■■■

(2012年度,進薪模試懸渉年11月)方慈弐を求めよ。

③放物線 y=(χ一1)'を%軸方向にっ, y軸方憾難叢鳶對'需灘膨動ず勢'と放物線 y=%'+4%

蛇飢側葬度進研模試 1年U月)となるとき,つ, q の値を求めよ。

④ 2次関数 y=j(%)のグラフは,3点(0,3)'鱗鰄惣)';'..(講鋤製灘蒸る....驫如'とき,メ(%)を求めよ。

ミ狐鱒年度進研模試 2年7月)

2点(-2,の,(1,の越漆^拶わ.、.州点(0,4灘桜麺.る放物懸をグラフにもっ 2次関数を求⑤%軸と

(勿U年度進研模試 1年1月)めよ。

を平篠膨鮒した艦が誕拶2゛劃'(-1,0),て3,のを通るとき,その放物線の方⑥放物線 y=2%'

(2008年度進研模試 1年11月)程式を求めよ。

圃次の各問いに答えよ。

(1) 2次関数 y=χ2-4+7 があ岩'6

(D 0三%各1における最小値を求め獣。

価) 0亘%亘t (t>0)で, yの最大値が7,最小値が3 となるとき, tの値の範囲を求めよ。

(詞 0茎%各t(t>のにおける最大値と最小値を求めよ。

a995年度進研模鱗燮撫.年1月改題)

解)αを定数とする。 2次関数メ(%)=α%'-4α%+2α'+3αがある。 aく儒櫛'とき潮 0'%室5 にお

繍る瓢翁の最大値,最小値とそのときのχの値を求めよ。(20.畷弊度'雑研榔試 k葬7月)

矧窯裁関数メ(%)=χ'-20%+30 (0は定剃がある。また,'癖物緤離灣j【点避黛愁蒲向に0,

梦軸茂絢に2αだけ平行移動した放物線を y=g(%)とする..。

(り.'灘睡2 のとき,0莟%各3 における j(%)の最大値姦叢ラト値を求めよ'L

価)α>2 とする。 0室%亘3 における関数g(%)拠鰯打)値競瀬.のとき嚇端の値を求めよ。

圃 0莟%宣3 における関数g(%)の最大値を求め築1誕瓢セ鱸材無漫川進研模試 2年1月改題)

月 日

⑭一1室%冬2 を満たすすべてのχに対して,・§膨+齢'需30+4巡鵜郷競'わ立つような定数αの値

逸畷鯵年度進研模試 1年11月)の範囲を求めよ。



鬮 2次関数 y=%'-2%+6α一1(αは黛薮).'露如の最小値を0 を用いて表せ。次に,関数①のグ

ラフが%軸から切り取る線分の長惑斑ミ迄戚芝き'灘淘値漣求めよ。

(2007年度進研模試 2年1月)

⑯次の各問いに答離擦ぢ

①%の2礎蓬笠威難亀痴1蕪難4幾1)<0.、を解け。ただし,0キーとする。
(2013年度進研模試 1年ル鍵ヲ

{2.},...2..旅不等式α%で鱗灘難渉多、瓣の解勿ミー3<%<2 のとき,定数α, h の値を求め'。

a996年度進研模.議熱灘繍難注月)

ι釘譲炎洛閣い妓答えよ。

ゑ"鵬α繍打..鱸鑓数.@.とき,%の 2次不等式%'-3α%+2α'室0 を解け。

鯲拶不瓢蹴゛竺'io%+21>0 と%'-30%+2ずS0 を同時に満たす%が存桜膨験W製う点淀薮覗

亜績の鵜朗.を求めよ。 (2012年度'1牲研糠詠郷迂牟雙淘)

゛

⑰次の各問いに答えよ。

(1)放物線 y=%'十α%+2α一3 が%軸と共有点をもつような定数αの値の範囲を求めよ。さら

に,放物線 y=%'+0%+20-3 が%軸Q磁澱..部分と負の部分で共有点をもつような定数αの

(2000年度進研模試 1年11月改題)値の範囲を求めよ。

② 2次関数メ(%)=ー%'一α%+α一刷饗五は嘉秒定数)・・・'Dがある。

y=/(%)のグラフが%軸と接瓢鶏蔓瓢紗をの.鱸端象繍獣。また,%塗0 における関数j(%)の最

大値をU とする。 U莟0 の製姦..,ず戦点捗鶚桑鑓峨難囲を求めよ。

(2013年度進研模試 2年1月)

③%の不等式%2、威2傭浮d惑義P0 がす徽郷め実数梦について成り立つような定数αの値の範囲を

(2008年度進研模試 1年1月)求めよ。

月 日

、



き'

騎抄次の各問いに答えよ。
.●.●.●.●■.'゛'●.●.●.●■..■..■■■..■■.■...■■......

縛難藤瓢惣Cにおいて, AB=2ル、,とA=60゜, COSC=^..感建爲誠夢薪C点籍鞭藩彰Cの長

題遜沿Cの長さを求め,△ABCの面積を求めよ。 a醐学年度靴逢薪榔就欝無Ⅱ月)

12),畷錚讐3,とA=60゜の△ABCがあり,△ABCQ罫讐姻.の半径は・'迭あ為鯵建のとき,
辺BCの長さを求め,辺ACの長さを求めよ。ま欝翻'駈属め驚吃求めよ。

t怨灘年度..進研模試 2年7月)

③四角形ABCDがあり, AB=2, BC= 1+"瀞共藤Q゛B'竺1蒸1艇無緯券で=60゜,とBCD=75゜

である。対角線ACの長さととAC巳如大きさを纖灘撚難.為ら確拶△ACDの面積を求めよ。

(触鮎年度進研模試 2年Ⅱ月)

⑲ AB=6, BC=5, C0ξ泛熊透江'兆鳶欝バ糞管でがある。辺ACの長さ, sinとABCの値を

求め,△ABCの外接円の半径を求驫武ム'次麟紗△ABCの外接円の周上に点Dを,辺ACに関

して点Bと反対側にAD=CD ど鞍る.議おにとる。線分ADの長さを求めよ。

(2008年度進研模試 2年11月)

遜瓢y、B=5, BC=8,とB=60゜である△ABC がある。このとき,△A章森1峨癒積と辺ACの

緑さを求めよ。さらに,この三角形を含む平面上にない点Pがあり,'1難巻Cの外接円の中心を

0.点する、'線分OPが△ABC を含む面に垂直で△PABが正三角.纛鑾なる郷巷,'郷面儒四ABC

捗律敬鰹象めよ。 (2鱒ず菓1瓢1拶進砥摸試1難瓣罪 11月)

月 日

甸△飴Cを底面とする三角錐OABCがあり, OA〒狸曝惑拶稔膨汝,、AB=4'轟建'=6, Z臨C=60゜

のとき,辺ACの長さを求めよ。さらに,三角錐σ灘瀛僻め.焦潰欝求めよ。

惣鑁翻年度'.進研模試 2年7月)



圈次の各問いに答えよ。

①数字1,2,3,4を用いて4極妙登数蠢粋り'1染の.黛拶'百の位,十の位,ーの位の数字をそれ

ぞれα, b, C, dとする。た裁殺,臓鷺数窯謄何臓熱Pてもよいものとする。

(り 4桁の整数は全部で何個できるか誠獄た'獣'h,槌裁 dの4つが互いに異なるような4桁の

整数は全部で何個驫ぎ之、か。

価) 0十h十0十d欝紺で鳶込織澱のうち郷を三h巨0三dであるような4桁の整数をすべて求めよ。

また,4辻h十C識疑器..雛炎.都喝.点・うな4桁の整数は全部で何個できるか。

(1999年度進研模試 1年71暴ま

(鯱1託..姦秒図のよう槻難澱督府右儀画に,赤,白,黄,緑,青,黒の

森縦灘懇お眞かぢ執色祭驚.用迭叱色を塗る。ただし,1つの区画を

1儀秒殺艇眞烝詮ることど膨;隣り合う区画は異なる色の絵の具で

塗岩瓢脚'為纎る."

渉べ黛搬区圃を異なる色の絵の具を用いて色を塗る方法は全部で

狗遜"あ筏黛私また,すべての区画をちょうど3色の絵の具を用い

綣色戀途本労法は全部で何通りあるか。

(3XD 大人4人,子ども 3人の計7人が一列に並ぶ。

6)並び方は全部で何通りあるか。また,大人が4人とも隣り合うような並ひ力は何通りあるか。

価)大人4人はどの2人も隣り合わなVぽ繊滅な並び方は何通りあるか。

(2000年度進研模試 1年7月)

② 6人の生徒を,4人,2人の2継難努け驫劣法は全部霄何通りあるか。また,3人,3人の2組

に分ける方法は全部で何通燃勢る触藩 (2008年度進研模試 2年11月)

月 日

A

(2008年度進研模斌嵐穿1'1'月)

軸拶

D

尋

'



厩捗次の各問いに答えよ。

(.黙繍滅無洲こ白球1個と赤球2個が入っている。この袋から球を.轟績取n'譜む,.'懇藤..確鑓して元

憐羨汝.。この試行を赤球が連続して2回出るまで行う。ただ灘1{....こ峨献行.鳶搭回.粂灘Kも赤球

捗ミ連続江て出ないときは,そこで試行をやめる。このとき、.試行をや識濁ま'瓢焚,識隷が5回

出霪灘率を求めよ。また,試行をやめるまでに白球が轟麹恵出ない確率敬象あよ'纒場に,白

球が2回以上出る確率と2回だけ出る確率をそ昶擦難求捗鯱^

稔脚#..無湊繍進研模試 1年1月改題)

AJ②右図のような,1辺の長さが1の正八面襟滅灘C"E讐鴻詠轟む

はじめに頂点Aにあった動点Pが,1つの鰹製遜途熊辺上な勤釈

て隣の頂点へ移動する。さらに瓢1驫i僻顎点にある鱗靴IP捻撚証惑

の辺を選び,辺上を動いて隣の.11蹴然膨動臂る。轡の移激を最援

4回繰り返す。ただし,軸点.熟は頂灘祥礁劉達嘉るか,頂点入に

戻ると移動をやめる。ま1戴1灘渉切翅熊男.嘉拶ぬ辺嚢.選ぶ確率は,

F

到達する確率を求めよ。また,鳶炉覆辺豊謄3回移動して,点Fに到達する確率を求めよ。

(2004年度進研模試 2年1月)

③ 1から4までの番号がつけられた玉がいずれも3個ずつ,合計12個の玉が袋に入っている。

この袋から3個の玉を同時に取り出すとき,3個とも番号1の玉が取り出される確率を求めよ。

また,番号1の玉が1個,番号2の玉が2個取り出される確率を求めよ。最絲に,取り出され

先3個の玉の番号の最大値が2となる確率を求めよ。 (2011年度'難研摸試 2年1月)

劉..'栽痘線難'に動点Pがあり,初め点Pは原点にある。 1個のさし.瓢瓣岩.を撚野て..然数の癖功ミ出た

ぢ,、.燕灘をその目の数だけ正の向きに,奇数の目が出たら,藤灘を卷纓凋戚薮だ麟義.の向きに

黙券す翻婆いころを2回投げた後,点Pの座標が4である,確率;妙5で誠灘確棄芽さ嚇奪,点P

め座標渉江である確率をそれぞれ求めよ。 (2007年度.'違糊模誠繍拶'年1月)

圈 A, Bの2人がそれぞれ1枚の硬貨を同時.に投げ難惑謬燦ぞ.鳶畿籍出ればAの勝ち,2枚とも

裏が出ればBの勝ち,表裏1枚ずつ出れば券熱.鴛拶迭劃毅鮒洲獣燐行驫無..このゲームを3回続

けてイテう。

① Aが2回勝ち,1回は引き分嫉熊慈勢確率を求灘雛ミ

② 2回以上勝った方を優勝者と生灘灘巡渉1浴が優燐す襟難率慈旅めよ。

③ 2回以上勝った方を優勝巻轟す衣拶聾回凋.に.胴.が勝っだ催きに, Aが優勝するという条件付

き確率を求めよ。 (2006年度進研模試 2年1月改題)

どれもーである。このとき鄭点驚舮辺翁龝曼迴移動して,'点Fに

月 日

D

B

E

C



岡 AC=7 の△ABC とその内接円力ゑ謝'り,..'購接円と辺BC,辺CA との

1妾J無^^才1^オ11) 1Ξ 1二、す、^、、'11鴛価;、'1工、^、轟難1今1)i謹1饗!、.(暴1沙1・1丑 3 て:二ι主)^、_

のとき,線分CE の長さと辺傑滋.の髭灘.を..鳶鰯よ点懲...らに,内接円の中

心を1とし,直線C1と辺卵とめ交点襖謄と.鳶勢'鰯めとき,線分AP

(2艇^海度艦建薪模試 1年1月)の長さを求めよ。

巨司 1、B = 5,褒蛇"='蹴..膨A.デ 4禦t秒1・11灘賀BC があり,辺 AC の中

点姥..誠芝す.る。圃瓣築瀞'τ鷲難辺購てのC を超える延長線上に

点戯灘謄埼ツ直線拶Mぎ義.AB妨交点をEとすると,

△A藤記'謝愈温M露、となった'Wまた,△ABCの面積をSとする。

迷狗'ぞ黛紗腺疹'A暴續長さを求め,△AMEの面積を Sで表せ。

乳

⑳次匪勢問いに答えよ。

(1)右の図のような AB=AC,とABC=72゜である二等辺三

角形ABCとその外接円がある。点Cにおけるこの外接円の接

線と直線ABの交点をD とするとき,ιB締熱ととBDCの大

きさを求めよ。また, AB=2 のとき'線分章Dの長さをχと

おいて"の値を求めよ。(2008矯廃難'進研摸試、.1年、11河)

月

A

日

②半径7の円0 と半径3の円...締場繍轟拶"'2窯砂襟籬炉心問の距籬をdとする。2つの円が内接

するときのdの値を求めよ。"'キ識太,浅漁僻甜が黒繍難交わるときのdの値の範囲を求めよ。

(2006年度進研模試 2年7月)

B

E

B C Q

さらに,'線籍灘捗め鼎迷を象あ

(2013年度鰹研模瓢炉.憲繍江庁)

E

A

D

磁

C

ノ

D

B 72

A

C



畷卦自然数πに対して,すべての正の約数の和を S(π)とする。例えば'澗'(2)瓢夢斗2=3 である。

海灘簿嘉梦ゞ(6)を求めよ。また,αが素数のとき, S(ωを0 名浦N.く製竜。点灘写.'翻"6は,

器>シ、轟灘満たす素数とするとき, S(舶)=舶十9 を満たすよう棚藤、..6'礎龜名雛あ瓢

(2σ13年虜難世砥瀧試蒸穿7月)

囲方程式 7%+3y=1 ・ーー(*)がある。

①(*)を満たす整数解(%, y)を 1組求めよ糠

②(*)を満たす整数解(%,y)をすべて求識

(%, y)を求めよ。

団 3桁の自然数Pがあり'襲灘潤め位.為叢,'瓣ぬ.症撚.h,ーの位をCとする。 Pの百の位とーの

位を入れかえて3桁の自然熱麹署河饗る'

① Pが々より99大きいどぎ,ざを1瓣菱用曝汝表せ。

② Pを9で割ったときの余りは燮!をゼ纏"Cを9で割ったときの余りと等しいことを示せ。

(2012年度進研模試 1年11月)

鰹翻1迅を整数とするとき,π("+D(2π十D が6の倍数であることを証明せよ。

月

'難メ知値が欝桁滅省然数で最大となるような

(2金貌年度進研模試 1年7見)

日

J



囲次の各問いに答えよ。

① 0-ーけ'。●叱、瓢'd瓢獅無艦磯嚢拶★拠,,咋誠駄。郎,(丘)
の値を求めよ。

② 2つの複素数2+oi.舗譜十2iの積が純虚製乞な.為欝き,実数0の値を求め,2つの複素数の

積を求めよ。

図次の各問磯熱怨禦鶏6

①整式%゜i鱗"4瓢む整式成灘淘1蒋織抄商が%+1,余りが2%-1であるとき,整式Aを求壊滕む

(1996年度進研模試、^1瓢年11月)

②簾愁集瓣肆砥十儀秒ゞ'筏瓢.1).煉御1り切れるときのαと hの値を求めよ。

(2000年度.'進薄摸試難'裳葬.、熱.月、■

赫瓢.燮'烹繍浬.'蔀1キ'の点゛,%.-2%と 2%'-3%'ー%-4 の値を求めよ。

(1996年度難る機誠對1麟江庁ヲ

鬨'嫌め饗澗洪1北答えよ。

①%'捗が実数のとき,%'+10y'塗6%y が成り立っことを証明し,さらに,等号が燐わ立っと

きの%, yの値を求めよ。

(2)α塗0, h塗0 のとき,不等式Υ石十ル亘1三て三干万)が成り立つことを証明せよ。

A十X塗2 であるこ点建海朋し,等号が成り立っときのA の値を求めよ。(3) A > 0 のとき,

月

つぎに,%'+2%'+3 を%'+1 で割僻売と.^義め商と余りを求めよ。

欝1汁鯱鼻1畔3

日

%2+1>0 であることを用いゑ1

鬮次の各問いに答えよ。

①(%-2yの展開貮繍欝.蟻糊Kの項の.無數を求めよ。

(2)二項定理を利庶鵬瓢拶'9無芽气'難iナ9C2+9C3+9C4+9C5+9C6+9C7+9C8+9C9の値を求めよ。

囲次の各問し液黛碧鷲1よ1葬

住.)&..%...畷玲次式 P伐鰄隷鵬熱億卦鑛梦十(3た+D"-3 (々は実数)がある。 P(3)の焦を叢め, P(%)

難麹数織禦せよ轟減だ熱3次戴澀式 P(%)=0 の解がすべて実数になるような傭難猿纏範囲を

求幾淡秒轟●蟻,このど懲抄 P(%)=0 の3つの解をα,β,γとする為き'艇"ず欝溌珍2.太〆属

(2006年度雛§覇瓢摸謎.隆群.黒櫛'を斑ゑ談せ1'
J

遡、'秒驫隷式難戸桜)=*'ー(0-Dゞ+3(0-2)%-20 (0 は実数の定数y力{谿鷲さ.'点裟)'類ン"ぞ

で翻渉'だ灘姦.の商と余りを求めよ。また,方程式 P(%)=0 の 1つの解郷1芋1就..鳶場る遜藩,

(2012年度進研模斌、11灘年学'河)都め憾姥求あよ。ただし,iは虚数単位とする。

③ 2.燐め整式 P(%)=(%-3)(2%十α)と Q(%)=%'-3%'+h%十C がある。 P(%)を慶謬1 で割っ

た余りは一6 であり,々(%)は%'+2 で御1り切れる。ただし,α,6, C は定数とする。αの値を

求めよ。また,々(%)をχ'+2で割った商を求め, h, Cの値をそれぞれ求めよ。

(2011年度進研模試 2年7月)

さらに,%が実数のとき

難嵯§霧拶迭あることを示せ。

都

1斗難



厩芽次の各問いに答えよ。

(.嘉繍癖^面上に,2点A(4,の, B(0,2)がある。直線ABの方幾弐を.擬捗よ,

餓槻6年欝ミ'進研模誠灘戦年11励

霜乎半復塗の円 0 は,点(ー,→で円 Cがχ'十ゞ-8%「艇"16=0 に殊独無建いる'知 C,の
翻006年廓難暹研模試' 2年1月)方程式を求めよ。

(3) 0 を原点とする座標平面上に点A(4,8)と円 d鷺'声、゛黒膨ミ.ア卯=0 がある。円 C,の中

心と半径を求めよ。さらに,円 G上の才織Ω難遜碧撚洩黛泌触繊に史編をもっ円の方程式を

贈鱒製葬撲'"進研模試 2年11月)求めよ。

囲円 C :%'十y'=5 上に点 A(α,俄擁き鐵繍^

①点Aにおける円 Cの接線@方程武鷺来如よ..'

②①で求めた接線が点(1、購欝裟麺岩と'凱.、黛籔.仏'力の値を求めよ。

③円Cの接線で点a,櫛樋麺鶏接線め或雜式婆栄めよ。

團原点0 と点A(2,4)を直径の両端を,繍渇呼tの中心と半径を求めよ。さらに,直線OA上に

点 P(t,2t)(ただし, t>2)をとる。'賓P を通り,傾きが生の直線ιの方程式を tを用いて表

せ。また,直線ιが円 C と接するとき, tの値を求めよ。 (2008年度進研模試 2年7月)

11

寄欝殘標平面上に,原点0を中心とし,点 A(3, D を通る円κがある。誕難1"灘Aにおける円

灘の接線をしとする。円κと接線ιの方程式を求めよ。さらに,点嘉ゑ斌 2)...懲通り直線OAに

悪疲毒連灘を接線1との交点をCとするとき,点Cの座標を求めよ紗ぼな鮮値繰総娩曝膨々点B

(癖齡隼議拶'進蘇摸試難黙年11励芝河蒸擬点Dの座標を求めよ。

鬮"'円"紗比'+y'-4%一卯一2=0 と直線ι:α%-y+3=無難五'..は定数)があ篇拶'円倫蝉鄭心と半
J

径を求めよ。さらに,円 Cが直線ιから切り取る鬻緩め.暴建蔆ゑ起..乃、で謂洛とき,0の値を求め

'劫.照,年度進研模試 2年7月)よ。

月 日

.」■



圈座標平面上に,円 C

件式を求めよ。さらに,

跡の方程式を求めよ。

團次の各問いに答離驚零

①直線%需ン=0.鷲癒繍膨諏拶美無1=0 の交点の座標を求めよ。次に,不等式χ一y塗0 で1豪さ

で表される領域を図示せよ。さら'雛

%'十y'= 1.凌ま謝る輔黛P(α,.h)が円 C 上を動くとき,α, hの満たす条

点 A(2,..轟膨とす驫芽'点暴簿§操'ず上を動くとき,線分APの中点Qの軌

れる領域を廟深讐よ瓢瑩洗鷲無癖藩騨甃{、- t 室
藻綴弐住「y)住黛拶欝郡竺都'鴎灘される領域を図示せよ。

(雛拶鱗猟準樹上に"h鳶難懇,"酬; B(0,2), C(0,-4)がある。 3点A, B, C..感撚灘哲お周お

よ.撚内部鰹表虜領域を表ず不等式を求めよ。 (2006年度゛灘1蒔模試欝乞"'鶚癖楚暴露

鬮.縛鑁懸等爽拶1 一の表す領域をDとする。ただし,tは0以嘱疹美数で靜勢。
まず,"杓κ:χ'十y'-4%-2y=0 の中心の座標を求めよ。また,直線1● 3χ一3y十が禦治t=0 が

tの値に関係なく通る点の座標を求めよ。つぎに, t=-6 とするとき,点(%, y)が領域P 内を

動くときの, y-2%の最小値を求めよ。また,そのときの,%, yの値を求めよ。

(2013年度進研模試 2年1月)

月 日

孫



鱈'之、P0騨 N)ー.郎0,4の*.郎(研互)売.。バ石)の、艇ホ燦斜ミ.た,獅0(の
秒'グ灘謝が y=j(の

姦券1力峨題を求めよ。

極司θの方程式 2COS2θ一2再、COSθ十2Sin2θ=α(0 曇毅、、瓢1乞忽ま炉.'弼.t①がある。ただし,αは定数

とする。t=COSθとおくとき, COS2θを tだ瀧設.瀧袋ぜ灘泳鷲'纖如方鷲凌tを用いて表せ。さ

らに,α=ーのとき,①を満たすθの値を求諭上。 彫峨鞍牟度進研模試 2年7月)

のグラフをθ軸方向にα(一πSaくπ)惑難げ鶚郷彩動紗た聾燐であると

伐敵年僅灘推研樗獣燮湃7月)

圈 0茎%<2πで定義され痩麗瓢舞¥電艇幾、邪塔in郡やOS互+1(αは定数)があり,%=互のと
き, y=2 である。 0の値織求英繍拷'瓢^難病t とおくとき,

大値を求めよ。

四関数 y=sinθ十π、cose (0三θ三π)がある。θ=0 のとき, yの値を求めよ。また, y=0

のとき,θの値を求めよ。さらに, yの最大値とそのときのθの値を求めよ。

(2013年度'購磁摸試 2年1月)

月

睡拶ぴ峯誠災2πで定義された関数 y=sin2θ+2Sine-2COSθ十2惑がお熱繍准な郷亨讐懸難ヲーCose

と.、郷て饗鵜me0船θを tを用いて表せ。次に, yを tの式で表せ'燮鶏たゴ雙薫膨と鯱拶識瀧.き, tの

(2009年度剛進薙摸試.、練難 11月)ぞわ得轟縮の範囲を求めよ。

日

yを tの式で表せ。さらに, yの最

(2005年度進研模試 2年11月)

13



団次の各問いに答えよ。

①方程式何=2"を解け。次蝉学感鯵甃毎熟洲鍵解け。
② 0は定数で,0くαく1.とず観不讐渉IV五1点端"'饗辧け。

國関数 y=4チー'-3灘鬚群1轟北恭難工, t=2'とおくとき,

値とそのとぎ熱点澱犠だ象鄭縁'

図..,磨撫111熊貫梦辻10彫難一裂熱.10g共裁一2)がある。

を求幾淡諭、,熱ら婦、不等式学て力三3 を解け。

餌"亀鮫11Ⅸ.=.1隷玲g.%')'+910g'%+9 がある。 t= 10g蔀とおくとき, 10詰券を 1、"為窺&.)て叢赴。
●●●●●●●●●●■,●■■■■■■■■■■■■■■■■■.■■■..■..■■■■

また,.購をtを用いて表せ。次に,不等式 y亘0 を満たすχの値の範囲を求めよ。

(2010年度進研模試'2年1月)

厨 10g,。2=0.3010, 10g.。3 =0.4771 とす藤1芝ぎ拶 10g.06 の値を求めよ。次に,10゜冬 6"< 10'゜

を満たす自然数πの値を求めよ。さら●瓣こ..戚潤然数πに対して, axlo'室6"<(α+DXI0'を

満たす9以下の自然数αの値を求纎獣仲

月

yを tを用いて表せ。また, yの最小

(2005年度進研模試 2年鰄觀'

日

関数j(%)の定巽域を求めよ。誕鵜繍寧懇挙め値

(2013年度....進新模議ジ轡無羅・月.'

岡 10g玲2=0.3010 とす為建さ、..10即。5 の値嘉象め■耕建らに,5娩は何桁の整数か。また,5-'゜

は,小数第何位に初滅泛.練難.糠瀚'数が現競るか。

^

携



騎芽次の各問いに答えよ。

締熊輿疑ケω=がーーゞ十欧十3がある。 fωを求めよ。'纎洗熊惑瓶畷捗遜隷艇おける
蔀湛犬軸のグラフの接線が直線 y=2%に平行になるとき一驚拠の麟擦芝接線切媒灘式を求

めよ癖鄭兆だし,αは定数とする。

② y=%'ー%'+1 のグラフ上の点 G,ゞー゛十D 麟灘ずる鑁蕩競、の方程式を求めよ。また,接

線祝が点(0,t)を通るとする。 0亘S茎1、峨汝嘉ゑ.轍の畿太績轟捲如と、瓢のSの値を求めよ。

囲次の各問いに答えよ。

① 3次関数 j(%)=χ'-3掘%;'愈肱燦滞地誕1か姦る。ただ芯ず'αは定数とする。 j"(%)=0 を満

たす%の値を求めよ。さ鰯鷺繊羅建め.'轟識怨芝さ.'慧塗0におけるメ(%)の最小値を求めよ。

(2004年度進研模試 2年1月)

②α,6 を定数とする。関数メ(点製憲狩0券斗6%+16 があり,メ(2)=0, j'(2)=-12 を満た

している。α,6の値を求めよ。さら1愁,/(%)の極値とそのときの%の値を求めよ。

(2011年度進研模試 2年1月)

制関数メ(%)=χ'一詠+2 がある。関数j(%)の極値とそのときの%の値鳶瀬めよ。また,方

程式メ(%)=αが異なる3つの実数解をもつような定数αの値の範囲懲縦あよ'さ

月 日

15



四次の各問いに答えよ。

①メ(の=3 および j'(%)=3%;.繍滅辻21'避'と恕1撚識為捗関数j(%)を求めよ。

■ j ぽ"ー"心一j慨"郭一喰、、越隠拶熊-2 0・'・'・'・'・'・'・'・'・'・'・'・'・'

③ j l%+11d、宝武篤讐遍を

④メ(%)='1.(6tl..'難謡赫滅'亀鷲.とき,.. j①, j'②の値を求めよ。さらに, fωを求.驫よ。

⑤ j'①'建χ、鷺'幾.ゑ、区叢舞饗麺数メ(%) と定数αの値を求めよ。

^'怨炊秒谷窮欝、.1瓢碧え..よ。

潮...熊物.繍拶"難ヂ斗4χと%軸で囲まれた部分の面積を求めよ。次ば紗そ膨翻分姦遺繍捗→競

鄭ユ1膨秒都分に分けるとき,面積が大きい方の部分の面積を求めよ。

(2.嫉灣隻め旋物線 y=χ'ー%-3 と y=ー%'+3%-3 で囲まれた部分の面積を求瑚饗る

団放物線 C :y=ーー%'十%+4 と直線抗:y=χ十2 がある。放物線 C と直線魏の交点の座標

を求めよ。次に,0くtく1 とする。放物糠妙燮適線銃,および2直線χ=t,%=2t とで囲ま

れた部分の面積を S⑦とおく。 Sω..姦芽を展松て表せ。さらに, Sωの最大値とそのときのt

の値を求めよ。

月 日

囲 2つの放物線Cf y=蕪難元と Cが y"繋瓢ぢ%十.&'簿勘る。点(S,S'-S)における放物線Gの

接線祝と点(t,β畷澱拶司'ぞ灘廿る放物撰ヒ.の接線"をそれぞれ求めよ。さらに,2つの接線

抗,"が一致.するど幾'光轟接.線を*とする。接線たの方程式を求めよ。最後に,2つの放物線

0, Gと接糠撫瀧懇紺嵐類然藤券如面積洗求めよ。

締

■'



駆芽次の各問いに答えよ。

(蕪隷玲無難において,辺OAを 3辻に内分する点をC,辺A藤櫛、中..点聾M儀減風難また,
■'

Q癖鵜五', OB=万とする。 OC を石を用いて表し, CM 概黛.,淡灘用艦捲振繕恥汰に,直

線C醐章直線OBの交点を D とする。 OD=肋とおく,驫.き,実数だ峨猶な象あよd

綛005年度.、選薪模試難誉年11月)

②△OABがあり,辺OAを 2●1に内分する点を鷺紗鷲捗鳥膨鵜ゞ3 に丙汾する点をD とし,線

分CDの中点をM,直線OM と辺AB とQ棄点を...嚇鰹繍溜L'援裁籍OA〒石', OB=万とする。

OM を石,万を用いて表せ。次に, ON=互姦総1靴、は美薮鷲蕩嘉熱艦製えの値を求めよ。ま

た,線分の長さの比AN.NBを最も箇牟な整数匪澱議瓢煮d獄2Q鱒年度進研模試 2年7月)
D

^

0

③ ADずBC,BC=2ADであ饗識形'会轟CDが羨岩翻辺CⅨ拶 A

中点をM,線分ACと線分B醸功雛熱をEとする。

また, AB=万, AD"'礎1黛諭轟舗A蕪紗ン無難き菱それぞれ万', Z
を用いて表せ。次に,瓢ぞ:灘鶏痔1惑欝嘉籍だ聯灘塑端:(1-t)とす

るとき,実数., tの値を求纎な'廻伽撚罪燐瓢...進研模試 2年7月) B

図 0(0,の, A(3,-D, B(-2,訊 Cミ繍 y)とする。 BC の成分を%, yを用いて表せ。さらに,

OAIBCかっ OAJ_OCである'とき,%とyの値をそれぞれ求めよ。

A

tの値を求めよ。

進研模試 2年7月)

C

畷11.,,.平面上に 3 点 0, A, B があり, 10AI= 10BI= 1,とAOB= 150゜を満た1瓢Kいる。内積

CA・OB の値を求めよ。 OC=-20A一兆、OB とする。内積 OA・Q締郵稙審求めよ。また,

10C1 を求めよ。 (201雛縛度.遜薪模試 2無1月)

月 日

麹、姦櫛戦ような OA=3, OB=2,ιAOB=60゜の平行四辺形0答遊潟

難ある'麹BCの中点をD とし,辺AC上に点EをOE=Q織斗tAC

(0 ぐ'誉と 1)となるようにとる。また, OA=Z,@穀点薪11'惑翁る。

OC, OD をそれぞれ石,万を用いて表せ。さらは瓢燦籟藷1ι傑郵

値を求めよ。次に, OEをt,五',万'を用いて熟翻b、繍.飽ジ迎赫織撚知顎と誕

鵜哉撚1牟麓

17

C

膨



団 2点 A(4,0,5), B(0,4, D がある瓢覧A'妙χy平面に関する対称点Cの座標を求めよ。さら

に,%y平面上を動く点Pがある為1迷;.'、へ嘉浮B恥鱗裁4^鑓を求めよ。

岡 A(2,2, D, B(3,4,2),...ca,""'-2,上11欝嵐 R懲糾1, q難1)とする。 AB と CD の成分を求めよ。

次に, 1AB1 と内積..綿惑起Q11φ値を求め遍脚叢後確紗モAB と CDのなす角を求めよ。

岡 1辺の長諭潜2、四鵜鶴瓢葬締武嘉鯵において,辺OA上に点Pを内積 OA・PB=1 を瀧太す

ようにとる。麟掛絢A除誼'憾瓶繍難嫉波';次に, OP を OA を用いて表せ。

⑳1"雙栽太廟鉢OA或裁讐熱EGF凄ミ場り,辺DGのGの方への延長上に DG=G挟灘驫..驫黛うに

鴛や謄撫る、.. OR を OAi'峡1狩β, OC を用いて表せ。また,直線OP と平面卵秒孃炎瓶.を..Q と

惑踊趨誕紗り優建Qム, OB, OCを用いて表せ。

囲 4潤面葬U義瀛ρがあり, OA=OB=OC=5,

ζ.轟秒磯瀞ど膨りC=とCOA=90゜である。辺AB を 2:1 に内分

する点叢つ,辺OCの中点をE,線分DEの中点をFとする。また,

OA=Z, OB=万', OC=Z とする。内積石・万'の値を求めよ。

次に, OD をα, h を用いて表せ。また, OF をα,6, C を用い

て表せ。さらに,直線AFと平面OBCの交点鵜史とするとき, OP

(2009年度進研模試 2年1月)を 6, C を用いて表せ。

月

A

囲 2点 A(4,0,5), B(0,4, D'鑢蕩礎鰄鐙線'醤鑾鷲拶" AP =ι AB (t は実数)となる点P を

とる。 0を原点とするとき, opi油成残姦轟堤用艦捲饗冠。次に,点Pが%y平面上にあるとき,

点Pの座標を求めよ。ま.熊炉'OPJ.ABだ満慈野とき惑業Pの座標を求めよ。

を司 3 点 0(0,0,の,熊滅'拶1瓢魏'調..B(2,2,-D がある。平面OAB上に, OH=SOA十toB

(S, tは実薮灘鷺購処ず鴇瓢灘点嫌詫鳥驫.。さらに,点 C(1,2,3)とする。 CH の成分戀漁1'

を用いて表惣獅職裁繋蓮線C鳶懲燮澗もABが垂直となるとき,S,tの値を求めよ。

日

も

B

C

麹



厩や数列{0,}は等差数列であり,偽=一Ⅱ,山一偽=6 を満たしている1癖數列'瓣}の公差を求め,

嘉灘題..應拶菱"を用いて表せ。また, S,=の十の十偽十一・ー・十α,'ミ鞍念1.鍍戯" 3'轟熱、.・'■撚逕する。
雪,姦叢都にする"の値と, S,の最小値を求めよ。 ^灘13雫鷺憲薪模誌鷲^.年7月)

西*は正の定数とする。初項2,公比,の等比数列桜籍.凌fあ簾ミ を満たしている。また,
●■..^

初項8,公差dの等差数列仏,}があり,初墳類驫瀧涯わ'墳鶏繍ぬ潤灘21無緬ある。このとき,公

比,の値を求め,等比数列{α,}の一般項α,趨謬を鞠曝女表ぜ難建灘難学'等比数列{α,}の初項か

ら第"項までの和を求めよ。また必..等蓋数列仏,}嘩鱗懸墳坊'邉解蓋用いて表せ。

4鮒12年度進研模試 2年1月)

⑳初項α,公差dの等差薮列.翁談繊姦澗'滅斗靜讐ぎりを満たしている。ただし, dキ0 とする。

αをdで表せ。さらに,3孜戦,裟ミ.、疲炉勃ξ遂澱.順に等比数列になるとき,α, dの値をそれぞれ

(2011年度進研模試 2年7月)求めよ。

西数列仏,}は,初項から第π項までの和 S,が S,=ー"'+18π(π= 1,2,3,・・・・・)で表され

(2010年度進籍摸試 2年7月)菰数列であるとき,6,をπを用いて表せ。

月

囲'棚瀬、'難松差dの等差数列仏,}があり,の十山+0'=30 を満為拶為ぬ鰯拶公.羨秘羅値菱求め,
" "

4'勢発験用いて表せ。さらに,Σの,Σ加.をそれぞれπを購迷て表鷺^
・・・・・・・・・・・・々-1 ι一1 ・'・'・'・'・

(2012年度'、.鷺薪模誠1惑芽年7月)

日
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西数列{α,}は,

て表せ。次に,

岡実数の項からを隣簾批翻列滅g,}があ轟拶の=2,""山=16 である。また,数列仏,}があり,

6,=2, h,H-6,'熱.'曹"捲烹纓lt...2,3,・・・・)を満たしている。α,をπを用いて表せ。次に,

(2004年度進研模試 2年燮淘'b,をπを用嚇添煮渉"

α1= 1,α,+1=α,十.1

" 1

々=1 α2々-1α2之+1

翫=.'.■霧芽2,3,ーー・・)で定義されている。α,を%を用い

を惑勢戚縦

岡.懲鰍縫癖郷務ミあり;鞭h1磯坂、扉澗=2h,-3 (π= 1,2,3,

甫い鱗饗鮭'

屈'"を.'塑,. aミ鷲、=2-ー("= 1,2,3,・・・・)で定められる数列{0,}が謝る'蝉瓢建..0 '誕熱,
α""を蕊谿よ。次に,α,を推測し,α,をπを用いて表し,その推測肋ゞ正しいことを数嶺的帰納法

(2009年度進研模試'""2年1月)によって証明せよ。

月 日

・・・・)を満たしてしX蕩壁:蕪轟畷欝、、、・πを

(2005年度,..進薪模講芽1聟年鳳.月、)

郷


