
⑩ C 2020年度 数 学

問 題 冊 子 ( 1~ 2ページ)

注 意 事 I頁

(1) 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見ないこと。

(2) 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁および、解答用紙の汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて監督者に申し出

ること。

がいとう

(3) 解答は別に配付する解答用紙の該当欄に正しく記入すること。裏面には解答を書かないこと。また，解答に関係のない語句・

記号・落書き等は解答用紙に書かないこと。

(4) 解答用紙上部に印刷しである受験系統コード，受験番号，氏名(カタカナ)を確認し，氏名欄に氏名(漢字)を記入すること。

もし，印刷に間違いがあった場合は，手を挙げて監督者に申し出ること。

(5) 受験する系統により問題が異なるので，指定されたページの問題を解答すること。

sえ2 験 系 事充 問題

人文科学系統，社会科学系統，

スポーツ科学系統 1ページ

医療・保健系統(医学部看護学科，薬学部)

理学・工学系統 2ページ

<)M19 (319-162) 



人文科学系統，社会科学系統，スポーツ科学系統
医療・保健系統(医学部看護学科，薬学部)

[1 ]次の仁コをうめよ。答は解答用紙の挺欄に記入せよ。

(i)α +b+c=5，αb+bc+cα=3 であるとき ，a2 + b2 + C2の値は I(1) Iである。

-3y -z 4x -Z ¥ f"¥ ""  L -"- 5y+3z "" JO# l--l- Itτてつ
また，2x十 3y= 一一ーキ 0 のとき， の値は I(2) Iで

x-2y ~ーι」

ある。

(ii) 800以間然数の中で， 5で割引 2余り， 7で割引 1余る自然数の個数は I(3) I 

個である。また，それらの自然数の中で山割ると 3余るものをすべて求めると I(4) I 

である。

。ii) 山一α=3のとき， 2山 7一αの値は I(5) Iである。

また方程式 log3X - 210gx 2 

[11] 次の仁コをうめよ。答は解答用紙の組欄に記入せよ。

(i) 直線上 -5x+ 12ド 1に関して，原点Oと対称な点Pの座標は I(1) I である。

また，原点Oを中心とする円 C と直線 tが2点 AうBで交わり， AB = 1であるとき，

円Cの半径は I(2) Iである。

(ii)条件 α1= 2，αn+1 = 4an + 3 (η ニ 1，2ヲ3f・・)によって定められる数列 {αn}の一般項は

い I(3) Iであり，初項から第k項までの和は I(4) Iである。

[111] (記述問題)

点、A(2，2)から放物線 c y = x2 + 2に引いた 2本の接線のうち，傾きが大きい方を f1と

するとき，次の間に答えよ。

(i) 接線 Aの方程式を求めよ。

(ii) 点 (4，0) と点 (0う4)を結ぶ線分をんとする。このとき，直線ムと線分らおよび

放物線 Cで固まれる部分の面積を求めよ。

1- く>M19(319-163) 



理学・工学系統

[1 ]次の Lコをうめよo 答は解答用紙の挺欄に記入せよ。

(i) 不等式Ix一山をみたす整数zの個数は川日個である。また，a fli正の整数

であり，Ix-α-11壬同みたす整数zの個数が 17個であるとき， αの値は区日

である。

(ii)袋Aには lから 10までの数字が 1つずつ書かれた 10個の玉が入っている。また，袋B

には 2から 6までの数字が 1つずつ書かれた 5個の玉が入っている。袋Aと袋Bから

それぞれ 1個ずつ玉を取り出すとき，取り出した 2個の玉の数字の積が3の倍数となる

確率は I(3) Iで机取り出山個の玉の数字の和が3の倍数となる確率は日引

である。

(iii)放物線01: y = x2 - 2x十 1の頂点と放物線O2:υ= -x2 -14x -50の頂点は点Pに関し

て対称である。このとき，点Pの座標は I(5) Iであるo また，01上の点Qにおける

接線と直線PQが直交するは点Qの座標は巨日である。

[11] 次の仁Jをうめよo 答は解答用紙の議論lこ記入せよO

(i) 点 Oを原点とする座標空間において，点 p，Q， A， Bの座標を， P(Oぅ0，1)，Q(l，O，O)， 

A(川 z)，B(x， -y， z)とするO ただし， υ>0とするoOA =2¥1"3，どAOP=f，AOQ=?

のとき， (川z)= I (1) Iである。このとき， 2点A，Bを直径の両端とする球面と

平面戸手が交わる部分は円であり，その円の半径は I(2) Iであるo

(ii)純虚数zが方程式Iz-11 =批みたすとき zの絶対値Izlの値は日日である。

また，複素数 wが方程式 |ω-1 + il =ゾ三をみたすとき wの絶対値 |ω|の最大値は

I (4) Iである。ただいは虚数単位とする。

[111] (記述問題)

3 
直線f!:υ=-x+4と曲線O:y=一 (x> 0)について，次の聞に答えよo

Z 

(i) 直線tと曲線Cで、固まれた部分の面積を求めよ。

(ii )直線ぜと曲線Cで固まれた部分を Z軸のまわりに l回転してできる回転体の体積を求めよ。

一 2- く>M19 (319-164) 



eM C 2020年度 数 学

医療・保健系統(医学部医学科)

問題冊子(1ページ)

;主 意 事 項

(1) 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見ないこと。

(2) 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁および解答用紙の汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて監督者に申し出

ること。

がいとう

(3) 解答は別に配付する解答用紙の該当欄に正しく記入すること。裏面には解答を書かないこと。また，解答に関係のない語句・

記号・落書き等は解答用紙に書かないこと。

(4) 解答用紙上部に印刷しである受験系統コード，受験番号，氏名(カタカナ)を確認し，氏名欄に氏名(漢字)を記入すること。

もし，印刷に間違いがあった場合は，手を挙げて監督者に申し出ること。

<>M20(319-165) 



医療・保健系統(医学部医学科)

[1 ]次の「コをうめよo 答は解答用紙の鉛欄に記入せよO

(i) 方程式21z-il = Iz十日|をみたす複素数Z全体をCとおくとき， Cは複素数平面上の円

問。このとき，円Cの中心は E である。また，円山複素数zの絶対値

をγとし，偏角れとするとき， γれで表すとr=1(2) Iである。

ただし zは虚数単位とする。

(ii)ηmを正の整数とする。 20!は2nで割り切れるが 2n+lで割り切れない。このとき nの

値は I(3) Iである。 (1十2X)50の展開式に知山0の項の係数一、割り切れるが

2附 1で割り切れない。このとき mの即日Eである。

(iii)曲線υ=が-3V2x十2V2+1をZ軸方向にゾ三だけ平行移動して得られる曲線の方程式

はロ日である。また， 3次方程式x3- 3V2x十M 十1=0の実数解は I(6) I 

である。

[11]次のし三をうめよo 答は解答用紙の議論lこ記入せよO

(i) 下の表は， 4人の生徒A，B， C， Dの100点満点の数学と英語のテストの得点である。

ただし単位は点とする。このとき，数学のテストの得点の分散は I(1) Iである。

Z 
また，英語のテストの得点の中央値が 100-ーであるとき，数学と英語のテストの得点

3 

の共分散は日Eである口

数学のテストの得点

英語のテストの得点

(ii) 0三Z 壬Lのとき，関数υ1 の最小値は I(3川である。
sin(2x + ~) い二ム」

また，定積分 l吉 〆dz の値は I(4) Iである。
ん sin(2x+干 しムニム」

[111] (記述問題)

媒介変数tで表される次の曲線をCとする。

x(t) = e-t(t + 2)， υ(t) = (e-t-1 - 1)(et-1 - 1) (-1壬t壬1)

このとき，次の聞に答えよ。ただし eは自然対数の底とする。

(i)υ(t)の最大値と最小値を求めよ。

(ii) 曲線CとZ軸とで固まれた部分の面積を求めよ。

1 <>1120(319--166) 



⑫ C 2020年度 数 学

問 題 冊 子 ( 1~ 2ページ)

注
.=z:. 
思 事 I頁

(1) 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見ないこと。

(2) 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁および、解答用紙の汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて監督者に申し出

ること。

がいとう

(3) 解答は別に配付する解答用紙の該当欄に正しく記入すること。裏面には解答を書かないこと。また，解答に関係のない語句・

記号・落書き等は解答用紙に書かないこと。

(4) 解答用紙上部に印刷しである受験学部・学科コード，受験番号，氏名(カタカナ)を確認し，氏名欄に氏名(漢字)を記入すること。

もし，印刷に間違いがあった場合は，手を挙げて監督者に申し出ること。

(5) 受験する学部・学科により問題が異なるので，指定されたページの問題を解答すること。

受験学部・学科 問題!

理学部(応用数学科，ナノサイエンス・インスァイアユート) 1ページ

理学部(地球圏科学科)
2ページ

薬学部

OM21 (319-167) 



理学部(応用数学科，
ナノサイエンス・インスティテュート)

[1 ]次の仁コをうめよo 答は解答用紙の挺欄に記入せよO

(ωi) (仕t←トα叶十イ1うヴ)5の展開式におω の伺仰項恥の係数は仁E であり， (作t←←α叶+b糾山叶+刊寸1う)
展閥開式均北にこお鮒けるωαdの2刊bが向5の項恥の係鰍委数文は I (2) I である。

(ii) 1， 2， 3， 4， 5の数字が1つずつ書かれたカードが7枚ある。ただし， 1， 3， 4のカードは

それぞれ 1枚ずつあり， 2と5のカードはそれぞれ2枚ずつある。 7枚のカードを横 1列

に並べるとき， 3のカードが両端にこなし、並べ方の総数は I(3) I通りあるo また，

1のカードより左側に 3のカードがあり， 1のカードより右側に 4のカードがある並べ方

の総数は I(4) I通りある。

側関数υ=tsi山 +siMcosz-tcohを，定数Aミ0，α三0，0壬臼b<吋用いて

υド円=寸=Asμ刷刷S幻sm阻刷n叫(αZ十 M 形紛航に岐こ変郡形抑す扮る批と凶(μA川う，a，α仏?

のとき， υの最大値を M，最小値をm とすると (M刈)=目白 である。

[11] 次の仁コをうめよo 答は解答用紙の鎚欄に記入せよO

(i) 正方形ABCDにおいて，辺ABを3:2に内分する点を E，辺CDの中点をF，線分EFを

3:5に内分する点をPとおく。このとき， A均五五と訪を用いて表すと話=I (1) I 

である。また，辺BCの中点を Gとし， 2点 G，Pを通る直線と 2点A，Dを通る直線の

交点を Hとするo このとき，AIiを話を用いて表すと五五=I (2) Iである。

n 
(ii)条件α1 よ， αn+1 一一αn(η=l，i--)によって定められる数列 {αn}の一般項は

n+2 

αn=[Bつであるo また，数列{an}の初項から第k項までの和SkはSk=日目
である。

[111] (記述問題)

次の間に答えよ。

(i) 不定積分 r~ を求めよ。
J x(x + 1) 

fx2 dt 
(ii) x > 0のとき，関数f(x)= I一一一一の最大値を求めよ。

Jx t(t+l) 

-1- <>M21 (319-168) 



理学部(地球圏科学科)，薬学部

[1 ]次の仁ゴをうめよo 答は解答用紙の鉛欄に記入せよ。

ω(七十 1)' の展開式にお仰の項の係数は仁日であり (~α+b+I)~
展開式における N の項の係数は 1 (2) 1 である。

(u) 1， 2. 3， 4， 5の数字が1つずつ書かれたカードが7枚ある。ただし， 1， 3， 4のカードは

それぞれ 1枚ずつあり 2と5のカードはそれぞれ2枚ずつある。 7枚のカードを横 1列

に並べるとき， 3のカードが両端にこなし1並べ方の総数は日目通りある。また，

lのカードより左側に 3のカードがあり 1のカードより右側に 4のカードがある並べ方

の総数は区日通りある。

同関 数ド ト山十一osz-tcoれを，定数Aミ0，α三0，0 ~ b <日用いて

ド Asin(α川)の形に変形すると (A川 )=1 (5) 1である。また， 0 ~ x寸
のとき， υの最大値を M，最小値をm とすると (M，m) = 1 (6) 1である。

[11]次のしゴをうめよo 答は解答用紙の議論に記入せよO

(i) 正方形ABCDにおいて，辺ABを3:2に内分する点をE，辺CDの中点をF，線分EFを

3:5に内分する点をPとおしこのとき，五を互主と訪を用いて表すとAP=I(1) 1 

である。また，辺BCの中点を Gとし， 2点G，Pを通る直線と 2点A，Dを通る直線の

交点在Hとする。このとき， E段取用いて表すと誼=1 (2) 1であるo

(u)条件α 土， αη+1 一竺-;:;-an (n = 1，2，'" )によって定められる数列 {αn}の一般項は
n十 2

αn=1 (3) 1である。また，妻女子仰n}の初項から第k項までの和SkはSk= 1 (4) 1 

である。

[111] (記述問題)

曲線01:υ=が -xと放物線O2:υ=αx2十bx+cは共に原点在通り，原点において同じ接線

をもっ。ただし， α>1とする。このとき，次の聞に答えよ。

(i) 曲線 01と放物線 O2によって閉まれた図形を D とおくとき，図形 Dの面積を αの式で

表せ。

(u) 曲線01と放物線O2の原点と異なる交点を Pとし，点Pにおける放物線O2の接線をEと

する。 (i)の図形Dのうち，直線Eの下側にある部分の面積をαの式で表せ。

2 く>M21(319-169) 



⑫ C 2020年度 数 学

問題冊子(1-2ページ)

;主
.:a:. 

息 事

(1) 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見ないこと。

項

(2) 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁および解答用紙の汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて監督者に申し出

ること。

カ叫3とう

(3) 解答は別に配付する解答用紙の該当欄に正しく記入すること。裏面には解答を書かないこと。また，解答に関係のない語句・

記号・落書き等は解答用紙に書かないこと。

性)解答用紙上部に印刷しである受験学部・学科コード，受験番号，氏名(カタカナ)を確認し，氏名欄に氏名(漢字)を記入すること。

もし，印刷に間違いがあった場合は，手を挙げて監督者に申し出ること。

(5) 受験する学部・学科により問題が異なるので，指定されたページの問題を解答すること。

受験学部・学科 問題

理学部(物理科学科) 1ページ

理学部(社会数理・情報インスァイアユート，化学科) 2ページ

<>1122(319--170) 



理学部(物理科学科)

[1 ]次の仁ゴをうめよ。答は解答用紙の挺欄に記入せよ。

(i) 方程式7x-5y =-2の整数解の中で xの値が正樹仰(川)=1(1) 1 
である。また， 7で割ると 3余り， 5で割ると 1余る 2桁の正の整数の中で最大の整数は

日日である。

(ii)点Oを原点とする座標平面上の2点をA(x-1，1)， B( -3， x + 1)とする。このとき，

砿，前垂直と なる zの値は 1 (3) 1である。また，ムOABの面積が最小となる

zの値は 1 (4) 1である。

(抗i)附 + 日 と 直線円+2の交点的， Bとおくとき，線分ABの長さは 1 (5) 1 

である。また，点 (-1，3)を通り，傾きが正で，円 x2十 y2= 5に接する直線の方程式は

口E である。

[11]次の仁ゴをうめよ。答は解答用紙の議論に記入せよ。

(i) 6個の数字0，1， 2， 3， 4， 5から異なる 3つの数字を取り出して作ることのできる 3桁の

正の整数の中で，偶数の個数は 1 (1) 1， 4の倍数の個数は I (2) Iである。

(ii) 00<?とする。 C∞山O侃dめS4れι4Xト 一 SI加山n

また， 0 < 0 <πのとき，ゾ3cos40-8cos2Osin20 -V3sin40 -1 = 0をみたす8の値は

日目である。

[111] (記述問題)

次の聞に答えよ。

(i) 曲線y=で」の変曲点の座標を求めよ。
生十 x“

r2ゾ3" À~ 

(ii)定積分Jo4王子の値を求めよ。

-1- <>1122(319-171) 



理学部(社会数理・情報インスティテユート，化学科)

[1 ]次の仁コをうめよ。答は解答用紙の挺欄に記入せよ。

(i)方程式7x-5y =ー2の整数解の中で xの値が正で最小の解は(川)=1(1) I 
である。また， 7で割ると 3余り， 5で割ると 1余る 2桁の正の整数の中で最大の整数は

口日である。

(ii)点Oを原点とする座標平面上の2点をA(x-1， 1)， B(-3，x + 1)とする。このとき，

δ丈誌が垂直となる zの値は I(3) Iである。また，ムOABの面積が最小となる

zの値は I(4) Iである。

(iii)円円=5と直線一2の交点をA，Bとおくとき，線分ABの長さは E
である。また，点 (-1，3)を通り，傾きが正で，円 x2+ y2 = 5に接する直線の方程式は

I (6) Iである。

[11]次の仁コをうめよ。答は解答用紙の誕欄に記入せよ。

(i) 6個の数字0，1， 2， 3， 4， 5から異なる 3つの数字を取り出して作ることのできる 3桁の

正の整数の中で，偶数の個数は 1 (1) 1， 4の倍数の個数は日目である。

1 r--;-で?っ
(ii) 0 < x < ~とする。 COS4z-sitz=15 をみたす Z の値は 1(3 川である。

また， 0 < (} <π のとき，ゾ"3coe (} -8 cos2 (} sin 2 (} - v'3 sin 4 (} -1 = 0をみたす0の値は

1 (4) Iであるo

[111] (記述問題)

曲線C1:y=土x2上の点 (1土)における接線をtとする。また，曲線C1をZ軸方向に 2，
~ 2¥'2)  

u軸方向に 2だけ平行移動して得られる曲線を C2とする。このとき，次の聞に答えよ。

(i) 直線tの方程式と曲線C2の方程式を求めよ。

(ii)曲線Clo 曲線C2および直線Eで固まれた部分の面積を求めよ。

2 - <>M22 (319-172) 



⑫ C 2020年度 数 学

問 題 冊 子 ( 1 ペ ー ジ )

;主 畠思 事 項

(1) 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見ないこと。

(2) 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁および解答用紙の汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて監督者に申し出

ること。

がいとう

(3) 解答は別に配付する解答用紙の該当欄に正しく記入すること。裏面には解答を書かないこと。また，解答に関係のない語句・

記号・落書き等は解答用紙に書かないこと。

(4) 解答用紙上部に印刷しである受験学部・学科コード，受験番号，氏名(カタカナ)を確認し，氏名欄に氏名(漢字)を記入すること。

もし，印刷に間違いがあった場合は，手を挙げて監督者に申し出ること。

く>M23(319-173) 



工学部

[1 ]次の仁ゴをうめよo 答は解答用紙の錨榔こ記入せよO

(i) 1個のさいころを2回続けて投げるとき，出た日の積が 10の倍数になる確率は日目

であり，出た日の積が6の倍数になる確率は I(2) Iである。

(ii)γを正の定数とし nを3以上の整数とする。半径γの円に外接する正n角形の面積を Sn

とするとき，Sn ~γ， n~用いて表すと匹目である。また，極限J込Mγを用

いて表すと I(4) Iである。

(iii)座標平面上において，連立不等式υ三一3x十3，υ三旦z-15の表す領域を Dとする。
一 -4 2 

点(川)が領域防動くとき，y十2xの最小値は巨日であり，れがの最小値は

区日である。

[11]次の仁二コをうめよ。答は解答用紙の議論に記入せよO

(i) 平面上に 3点0，P， Qがあるo oP=す，ぬ=ずとおくと|す1=2，Iず1=1，

→ 「ー十一一寸
|才ーす1=2vI2をみたしている。このとき，内積す・ bの値は 1(1川である。また，

|す十tτ|を最小にする実数t~to とし，点 Rは司=才+t07 をみたす点とする。この

とき，線分OPと線分ORれ辺とする平行四辺形の面積は I(2) Iである。

制条件α1=青山 =αn+(会Y+IMぅ2ヲ )によって定められる数列{川の

一般項は日日であるo また，Sn む k (戸川 )は って定められ捌

{ぬ}の一般項は E であるo

[111] (記述問題)

次の聞に答えよ。ただし，対数は自然対数とし eは自然対数の底とする。

ω定積分11
山 zの値を求めよo

同定積分le
x(logx) 

-1- く>M23 (319-174) 



⑫ C 2020年度 数 学

問題冊子(1ページ)

;主 阜息 事 項

(1) 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見ないこと。

(2) 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁および、解答用紙の汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて監督者に申し出

ること。

(3) 解答は別に配付する解答用紙のi娼欄に正しく記入すること。裏面には解答を書かないこと。また，解答に関係のない語句・

記号・落書き等は解答用紙に書かないこと。

(4) 解答用紙上部に印刷しである受験学部・学科コード，受験番号，氏名(カタカナ)を確認し，氏名欄に氏名(漢字)を記入すること。

もし，印刷に間違いがあった場合は，手を挙げて監督者に申し出ること。

OM24(319-175) 



工学部

[1 ]次の「コをうめよ。答は解答用紙の挺榔こ記入せよ口

(i) 5人を3人， 2人の 2つのグループに分ける方法は I(1) I通りある。また， 10人を

4人， 3人， 3ω人Mの3ωつ切のグ仰ルト円一イプ允防叩分ける紡方法制は巳E日口通りあるO

(ii)凶は区日桁の数であり，付の最高位の数字は日目である。ただし，

loglO 2 = 0.3010， loglO 3 = 0.4771とする。

(iii )実数α，sは， 0 <α<70<F<十∞ss=去，州α+β)=去をみたして

いるとする。このとき， tan s = I (5) Iであり，川(α ー ト 巨 日である。

[11]次のじ二をうめ よo 答は解答用紙の挺欄に記入せよ。

(i) ムOABに対して，泣=才，話=τ とする。辺OAを2:3に内分する点を Pとし，

線分 PB の中点を Q とするとき，ベクトル δQ~7，ずで表すと日Eコであるo

また，辺 OBの中点を Rとし，線分PBと線分RAの交点を Hとするとき，誌をすと

すを用いて表すと日目である。

(ii) 3点(4，1)，(川， (2ぅ-3)を通る円を Cとするとき，円 Cの半径は日日である。

また， α>0に対して 2点(αぅ0)，(-αぅ2)を通る直線が円Cと共有点をもたないときの

αの範囲は I(4) Iであるo

[111] (記述問題)

関数f(x)= -sin2 x + sinx十 1について，次の聞に答えよ。

(i) 0自寸のとき，f(x)の最小値を求めよ。

π 
(ii )曲線υ=f(x)， x軸， υ軸および直線x=ーで固まれた部分の面積を求めよ。

2 

1 <>1124(319-176) 



⑧ C 2020年度 数 学

問 題 冊 子 ( 1~ 2ページ)

注 意 事 I頁

(1) 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見ないこと。

(2) 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁および解答用紙の汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて監督者に申し出

ること。

カさいとう

(3) 解答は別に配付する解答用紙の該当欄に正しく記入すること。裏面には解答を書かないこと。また，解答に関係のない語句・

記号・落書き等は解答用紙に書かないこと。

(4) 解答用紙上部に印刷しである受験学部・学科コード，受験番号，氏名(カタカナ)を確認し，氏名欄に氏名(漢字)を記入すること。

もし，印刷に間違いがあった場合は，手を挙げて監督者に申し出ること。

(5) 受験する学部・学科により問題が異なるので，指定されたページの問題を解答すること。

受験学部・学科 問 題

ナノサイエンス・インスァイアユート 1ページ

工学部

群部(社会数理情報イ山イアユート)

化学科，地球圏科学科 2ページ

薬学部

<>1125(319--177) 



理学部(応用数学科，物理科学科， 一-

ナノサイエンス・インスティテユート)，工学部

[1 ] 次の仁Jをうめよo 答は解答用紙の錨欄に記入せよO

(i)川-2) (J)整数部分は区日である。また， VTf + v3の整数部分は I(2) Iで

ある。

π 
(ii)ムABCにおいて， AB = 6， AC = 5，どBAC=すとする。どBACの二等分線と辺BCと

の交点をDとするとき，線分BDの長さは I(3) Iであり，線分ADの長さは日E
である。

(iii)整式P(x)=計十ジ十αz十bをx2- 4で、害IJったときの余りが 2x+2である。このとき， α

とbの値は (a，b) = I (5) Iである。また，方程式 P(←oのすべての解は I(6) I 

である。

[11]次の仁ゴをうめよo 答は解答用紙の部欄に記入せよ。

(i) 点 Oを原点とする座標平面上の点 A(-y'5ぅ1)，点 B(V6， 0)，点 C(-V3うV3)に対して，

c叫

(ii)条件α8，αan+刊1一 2μαn 2n叶+叫2(伊η=1，2ヲい...寸)によつて定められる数列{いα叫}において，

b丸いn「=i手?(n一n=lはう

委数紡文妙矧子担|仰n}の棚初項肋かMら明第ηd項ま灯でで、の和は I (4) I である。

[111] (記述問題)

関数f(x) = x2 log xについて，次の聞に答えよ。ただし，対数は自然対数とする。

(i) 曲線C:y = f(x)上の点 (1ぅf(l))における接線の方程式を υ=g(x)とするとき，g(x)を

求めよ。

例(げ求めた抑)に対して定積分l¥f(x)一的))dxの値を求めよ口

く>M25(319-178) 



理学部(社会数理・情報インスティテュー卜，
化学科，地球圏科学科)，薬学部

[1 ]次の仁コをうめよo 答は解答用紙の鎚欄に記入せよ。

(i) 2( y7 -2)の整数部分は 1 (1) 1である。また， V'TI + v3の整数部分は巨刀で

ある。

1f 
(ii)ムABCにおいて， AB=6， AC=5，どBAC=τ とする。どBACの二等分線と辺BCと

倒的とするとは分BDの長さは日日であり，線分ADの長さは 1 (4) 1 

である。

(iii)整式P(x)=が+X2+αx+bをx2-4で、割ったときの余りが2x+2である。このとき， α

とbの値は(川)=1 (5) 1である。また，方程式P(り=0のすべての解は 1(6) 1 

である。

[11]次の仁コをうめよ。答は解答用紙の嗣こ記入せよ。

(i) 点Oを原点とする座標平面上の点 A(-V5， l)，点 B(V6， 0)，点 C(-V3， V3)に対して，

cos LAOB = 1 (1) であるo また，ムOACの面積は 1(2) 1である。

(ii)条件α1= 8，αn+1 - 2αn = 2n十2(n = 1，2ぃ・・)によって定められる数列 {αη}において，

ぃ??(…，• • • )と札このとき，数列 {bn}の一般項は bn=口日であり，

数安川の概

[111] (記述問題)

正の定数αに対して，曲線C: y = x3 - 3x + 4と直線e:y = 9x +αは2個の共有点をもっと

する。このとき，次の間に答えよ。

(i) 定数αの値を求めよ。

(ii)曲線Cと直線tで固まれた部分の面積を求めよ。

-2- <>1125(319--179) 


