
⑩ C 2022年度 数 学

問題冊子(1~ 2ページ)

;主 品
四
叫 事 工貰

(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T'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。

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。

5え7. 思案 系 事充

人文科学系統，社会科学系統，

スポーツ科学系統， 1ページ

塵療・保健系統(底学部看護学科，薬学部)

型宇子学 系統 2ページ

く>M19 (549-]56) 



人文科学系統9 社会科学系統9 スポーツ科学系統p

麗嬢@保健茶統(麗学部看護学科9 薬学部)

[1] :!Xo [二コをうめよ。答は解答用紙の議捕に記入せよ。

(i) α=175!二三ーのとし3 去十ご 口日である。ま批たヲ!山♂一ベ2引叶1+十(や♂トぺ一寸--~)台か)ト(いト山Zト一」十3
の欄解僻は比まヲ 戸 「口(2)J である。

(ii) 2直線ド 22 59Ffけのなす角を e(0 < eづ)とするとき， ω=[玉工]
でありヲまたラ山+叫=ヨユ]である。

(iii) A とBが続けて試合を行い，先に 2勝した方を優勝とする。各試合でAが Bに勝つ確率

斗で引き分けはないものとするo Ais優勝する確率は[(5 )Jであるo また， Aが

優勝したという条件のもとでう 2四回目が勝つ確率を求めると日日である。

[11]次の仁コをうめよo 問答用紙の舗に記入せよO

I 2Y = 5X 

(i) 連立方程式{ 刊 の解(民y)= (αぅα2α)(α 寺町を求めるとヲ αの値は loglO2 
ly=r-x 

を間用臥L川ラ α= 口三 と表戸せ甘る O ま杭たた .T川a 叩室町式引却(ρ2町;r;つ叩Eつγゲy:-ド:1'-ι~一」九1」立 2b

解齢をも約つと日き，bの値を loglO2を用いて表すと I (2) ]である。

(ii) 3つの数パ一一一一時比数山るときパニ日目で

ある。またラ初項 17， 公差 -3の等差数列においてラ初項から第 η 項までの和ぬが

最大になるのは n=[EJのときである。

[111] (記述問題)

曲線 C:ドト3ーれ討について，次の間に答えよ。

(i)車線 υ=αx (αキ3)が曲線 Cの接線であるとき， αの値を求めよ。

(ii)曲線 Cと(i)で求めた直線で固まれた部分の面積を求めよ。

く>M19(549-157)



理学@工学系統

仁二コをうめよo 答は解答用紙のi当時に記入せよO次の[1 ] 

α3寸=[三日であ り，実数αが α2-3α+1=0をみたすときヲ

α5十 I(2)]である。
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このとき，空き部屋がちょうど
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n→∞ 九守万字τ ~ニムJ

十戸川和がはなわの値は I(6) I またう 0<♂ <1とするとき，無限級数芝;

である O

仁三をうめよ。答L榔用紙の挺欄に記入せよ。次の[11] 

C(2， -2)とする。

Pの座標は I(1) I 

B(7ぅ1，-3)， 点 Oを原点とする座標空間の 3点を A(4う4う-6)ラ、、‘，，
o
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このときラBを通る直線に垂線OPを下ろす。点。から 2点A，

このとき，Cを通る平面に垂線OQを下ろす。B
 

また点Oから 3)点A，

るあで日「
し

中ホ標座のnwv 
占川

である。

である(ii)第 η項がαn 土-+-i-+-J-十 十一一 1
n. (n十 1).十 2)

数手山一てラ 旬舗を求めるとα10=[(3)J でありヲ

根町村第四♂叫仁三]である。

(記述問題)[111] 

関数 f(x)= (一.ρ÷3)♂(広三-4)について 9 次の間に答えよ。ただい εは自然対数の底

とする。

関数 f(x)の極値を求めよ。

。M19(549-158)

曲線 y= f(x)とZ軸で囲まれた部分の面積を求めよ。
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曜静M C 2022年度 数 学

鹿療・保健系統(罷学部区学科受験者用)

問題冊

j主 且思 事 Z翼

(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c

カ5し〉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(549-]59) 



震嬢@保健系統(~学部監学科)

[1 ]次の L二つをうめよ。答は解答用紙の長崎こ記入せよ。

(i) 実数 α が α2-3叶 1=0 をみたすときラム ~=I (1) Iであり，
α2 一一一一一一~

ム士山口で払

(ii)点Oを原点とする座標空閣の 3点を A(4ぅ4ぅ-6)，B(7う1，-3)， C(2う4，-2)とする。

点。から 2点A，日通る直線に垂線OPを下ろすo このときラ点Pの産標は[(3 )J 
である。また，点。から 3点A，B， Cを通る平聞に垂線OQを下ろす。このとき，点Q

の座制巳E である。

(iii) 3人でじゃんけんを 1人だけが勝ち残るまで続ける。あいこの場合ラじゃんけんを行った

全員が勝ち残るとする o 3回目のじゃんけんで 1人だけ勝ち残る酔は I(5) ]で

ある。また， 3回目のじゃんけんで 1人だけ勝ち残ったとき， 1回自のじゃんけんで 3人

が勝ち残州、た確率は巴1であるo ただし， 3人とも，どの手印かは同様に

確からしいものとする O

[11] 次の仁二コをうめよ。答は解答用紙のi妥当欄に記入せよ。

(i) 楕円C:4x2 +ポ=4と直線ぜ 2x十九/玄y十2ゾ玄司=0は2点A(O令 -2)とBで交わるとき，

点Bの座標は(1 ) ]である c また，楕円 C上の点を Pとするとき，点Pと車舶の

距離が最大となるときの点Pの座標は I(2) Iである。

(ii)実数x，yが不等式 logy(l一川口をみたすとき，y叩得る四国は I(3) I 

であり xの取り得る値崎囲は E日である。

[111] (記述問題)

αを正の定数とし，媒介変数tによって

x = e-2 - eαtぅ y= -2t十 e2αt

で表されている曲線Cが x軸と接しているとする。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)α の値を求めよ。

(ii) x軸，y軸および曲線Cで閉まれた部分の面積を求めよ。

<) M20 (549-160) 



⑫ C 2022年度 数 ゑ豆島

ず

問題冊子(1~ 2ページ)

j主 品恩 事 工震

(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 c

(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。

f j  受験学部@学科

理学部(応用数学科，ナノサイエンス・インスアイアユート)I 1ページ

理学部(地球圏科学科)
2ページ

薬学部

<>M21 (549-161) 



理学部(路用数学科9

ナノサイエンス@インスチイテュート)

河川の亡ゴをうめよo 答は解答用紙の議論に記入せよ。

(i) 3辺の長さが 4，5， 6である三角形について， 3つの内角のうち最も大きな内角の大きさ

れとするとき， siu e = I (1) Iである。

またラこの三角形の内接円の半径の長さは ITDつである。

(ii)点Oを原点とする座標平面において点CをC(2ぅ2♂)とする。点Pはヲ日1=2バを

一+一+一→→〉→
みたしラベクトノレ α=(0，-1)， b = (1ぅ0)に対して， CP.α= -3， CP. b < 0を

みたす。このとき?点Pの座標は[(3口でありうムOCPの面積は I(4) Iである。

(iii)関数 y= gx + g-x _ 2 (3X + 3-X) について，X =3x十とおくとき，yをXを用いて

おとドロ三であり， υの最/鵬(6) Iである。

[11] 次の仁二コをうめよo 答は解答用紙のi妥当欄に記入せよ。

(i) 町 bを実数とする。 5個の値2，3ラα，b， 10からなるデータの平均値が 5であるとき，

bをαの式でおり=巨ヨでありラこのデータの分散の最小値は巳日

ある。

(ii) f(x) = x2 - 2とする。方程式 f(x)= xの解は戸川日であり，

方程式 f(f(山欄む=日E である。

[111] (記述問題)

1. - smx f 7r 7了¥
関数 f(x)= I~'. . ¥2 一一一 <x三一一)についてラ次の間に答えよ。

(1 + sin x)三 ¥2 .. - 2) 

(i) 曲線 ν= f(;r)上の点 (0，f(O))における接線の方程式を求めよ。

。i)t=dE出くこと山定積分 f=ffMの値を求めよ。

く>M21(549-162) 



理学部(地球菌科学科ド薬学部

[1] *0)仁二]をうめよo 答は解答用紙の議論に記入せよO

(i) 3辺の長さが 4，5司 6である三角形について， 3つの内角のうち最も大きな内角の大きさ

れとするとき， sine = [三日である。

また，この三角形の内接円の半径の長さはじ;日である。

(ii)点。を原点とする鹿標平面において点 CをC ，2V3)とする。点Pはラ|昂1=2V3を

一+ 一十 一→-→-→
みたし，ベクト Jレα=(0ぅ-l)ラ b =c: (1ぅ0)に対してラ CP.α ニー3ヲ CP.b' < 0を

み たす。こ山点Pの座標は[(3)コ""C2OIJ，別問面積は E である。

(iii )関数 y= gx + g-x _ 2 (3X 十 3つについて，x = 3x + 3-:rとおくとき， νをXを用い

表すと Y=I(5) Iであり， νの最怖は[玉刀である。

[11] 次の仁7をうめよo 答は解答用紙の誕欄に記入せよc

(i) α， bを実数とする。 5個の値2，3，αラbラ10からなるデータの平均値が5であるとき，

山の式で表すと b=日 目 で あ り ラ こ ふ タ の 分 散 の 最小値は [(-2)Iで

ある。

(ii) f(日 2-2とする。方程式 f(いの解はzz三日であり，

方程式 f(.f(山の解は Z二日日で払

[111] (記述問題)

αを正の定数とするとき，関数 f(x)= - 3(α -1)x2→3α(α -2)x α3 _ 2a2十3α についてラ

次の間に答えよ。

(i) 関数f(x)の極小値を αを用いて表せ。

(ii) xの3次方程式f(x)ニ Oが異なる 2つの正の解と 1つの負の解をもっとき，正の定数αの

値の範囲を求めよ。

-2- 。M21(549-]63) 



⑫ C 2022年度 数 学

問題冊子(1~ 2ページ)

;主 .:.:.:. 
忠、 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。

工真

(2) 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落T.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(物理科学科) 1ページ

|理学部(社会数理・情報インスアイアユート，化学科) 2ページ

<>M22 (549-164) 



理学部(物理科学科)

[1] !Jc0) [二をうめよ。答は解答用紙の嗣に記入札

(ωiO ) f去ヤz〆沖(σ2+村+X2叩2

よ云-(糾2糾+め叩川1叩町0町(2+ x吋)問の展開式における日川の崎項の雌係鰍数如は口E三|である。

(ii)ムABCにおいて， AB = 6， BC = 4， CA = bとし，どA，どB，どCの大きさをそれぞれ

A， B， Cで表す。等式 sinA cos B sin C が成り立っているとき，ムABCの面積は

I (3) Iであり，b =巴コである。

(iii)実数民 yが方程式 log3(3-2x) -210g9(ν+26) =-2をみたすとき，yをzの式で表すと

y=巳日である。また，連立方程式

(ioh(3-k)-210…)  =-2 

(tY-392=3 

の解を叫を用いて表すというυ)=[(6) Iである。

[11]次の仁ゴをうめよo 答は解答用紙の誕欄に記入せよo

(i) ムOABにおいて，辺ABを2:1に内分する点、を P，辺OBを2:3に内分する点を Qヲ

線分OPと線分AQの交点を R，2点B，Rを通る直線と辺OAの交点を Sとする。

2=日， L 誌とするときラ誌をすとすを用いて表すと δR=I(1) Iである。

また， 08: SA =口日である。

(ii)点Pはp 数直線上の原点Oから出発し 9 さいころの出る自が2以下ならば+2だけ，

3以上ならば-1だ飢さいころを 3回樹九 Pの座標が正となる確率は巴日

である。また，さいころを G回投げて， Pがちょうど原点にきたとき，その 3回目でPの

座標が正で、あった確率は I(4) Iである。

[111] (記述問題)

/π ¥  
曲線 C: y = 2x -1 + 2 cos2 X (0三x< ~)についてラ次の間に答えよ。

¥2  ) 

(i) 曲線Cの変曲点の座標を求めよ。

(ii) 曲線Cの変曲点における接線，y軸および曲線Cで閤まれた部分の面積を求めよ。

1- く>M22(549-165) 



理学部(社会数理@情報インステイデニヱート9化学科)

[1 ]次の亡つをうめよ。答は解答用紙のiU欄に記入せよ O

(i) JT(2十 X2)10の展開式における定数項の値は I(1) Iでありラ

去(2刊行町村)の展開式に制る日の項の械はロヨである。

(ii)ムABCにおいて， AB = 6ラBC= 4， CA = bとし， ζA，どB，どCの大きさをそれぞれ

A， B， Cで表す。等式 sinA cos B sin C が成り立っているとき，ムABCの面積は

I (3) ]であり，b=[ (4) Iである。

(iii)実数民 υが方程式 log3(3-2x) -21ogg(y十 26)= -2をみたすとき，yをZの式で表すと

y=巨日である。ま扶た，連立方程式

( 叶お判山一)ト円山一斗-21引叩l

(~げ)Y\一♂伊ιz」=3
の腕川を用目表すと(川)=[]日である。

[11] ~O) 仁二コをうめよo 答は解答用紙の組欄に記入せよ。

(i) ムOABにおいてラ辺ABを2:1に内分する点を P，辺 OBを2:3に内分する点を Q，

線分OPと線分AQの交点を Rラ2点B，Rを通る直線と辺 OAの交点を Sとする O

一今 一一今 一う ー→ 一一今 一今 〉 一一今 「一一一一一一一寸a =OAラb =OBとするとき， ORを αと bを用いて表すと OR= 1 (1) I である。

またラ 08:8A =巴日である。

(ii)点Pは，数直線上の原点Oから出発し，さいころの出る自治リ以下ならば+2だけ，

3以上ならば lだけ動く。さいころを 3回投げてヲ Pの座標が正となる確率は I(3) I 

である。またヲさいころを 6回投げてヲ Pがちょうど原点にきたとき，その 3回目でPの

座標妊であった確率は三日である。

[111] (記述問題)

1 1 _ .. d' .~ ~. 1 n 1 
直線白川 =-=-X +ーと放物線 C:yt d--z-1について，放物線Cと直線凸の2 4 -" -. -. - 4 2 

共有点のうち第3象限にあるものを Aとする。また，直線んに平行で，放物線Cに接する

直線をんとし 9 放物線Cと直線んとの共有点を Pとする O このときラ次の間に答えよ。

(i) 点Pの座擦を求めよ。

(ii)点Pを通り u軸に平行な直線と産線ムとの交点を Qとする。 2つの線分AQ，PQおよび

曲線Cで閤まれた部分の面積を求めよ。

-2- く>M22(549-166) 



⑫ C 2022年度 数 学

問題冊子(1ページ)

;主 .-. 
患、

(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。

事 エ翼

(2) 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落[，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。

<>~23(549--167) 



工学部

[1 ]次の仁コをうめよ。答は解答用紙の議論こ記入せよ。

(i) kを定数としラ Zの2次方程式 x2- kx -2(k + 1) = 0は異なる 2つの実数解α，sをもっ

とする。このときう kの値の範囲は目玉]である。ま絞た，山=16-c付vで吋で

kOの値齢は [( 2 )互 (2 ) ]であ抗る O

(ii) 0三0壬πとする。関数 y= 2 sin e -cos eの最大値を Jv1ヲ最小値を m とするときラ

A1-m=[I3)]であるo また，eの方程式 2ω 一 cos8= k is 2つの異なる解を

もっときラ定数kの値の範囲は[ID]である。

。ii)市浦数一然数η のうちラ最小のものは[DJJで払

またl 7で害りると 2余り， 9 で割ると 3 余る 3桁の自然数のう江小のものは[~

である O

[11]次の亡コをうめよ。答は解答用紙の議論に記入せよ。

(i) 等差数列 {αn}は α1十 α4ート α7十 α10= 116ヲα2十 α5+α8十 α11= 100をみたすとする。

このときヲ 一般項 an~ nの式で表すとい I(1) Iである o またヲ土日最大値は

EEである。

(ii) iを患数単位とし， α=5十 Jむとする。複素数平田J:Jこおいて，点A(α)を原点を中心

として叫だけ回転した点を即)とする。このとき， s=I (3) である o また歩

的山仲むとして日明叫がC(6+4V3けであるときラ。=日日

である。ただし， π<8三汁とする。

[111] (記述問題)

曲線 C:ド JL(z日)について，次の間に答えよ。
x“十 1 ¥ 

(i) x > 0の範囲で，曲線Cの変曲点の座標を求めよ。

(ii) (i)で求めた変曲点と原点を通る霞線を fとする。曲線Cと直線fで屈まれた部分の面積

を求めよ。

く>M23(549-168) 



⑫ C 2022年度 数 学

問題冊子(1ページ)

注 意 事 工貫

(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。

<> M24(549-169) 



工学部

[1 ]次のにコをうめよ。答は解答用紙の議論に記入せよO

(i) 実数α，bisa-b=丸山2_凶みたすとき， αb=日互]であり，

dーが=巳日 である。

(ii) さいころを 3回投げるとき，出る自の積が偶数となる確率は(3 )コであり，出る自

の和が一

(iii)円x2+ y2 = 4と直線3y-2x + 4 = 0の2つの共有点と点 (1ぅ-1)の3点を通る円の中心

の座標は[ (5) [である。

また，x， yが4つの不等式z亙0，y丞0，y三x+4，υ三-3x+ 12を同時にみたすとき，

x+yの最大値引直の手日目玉口である。

[11]次の仁二コをうめよo 答は解答用紙議論に記入せよO

(i) iを慶数単位とする。複素数 z=(l+i)(.;3ーのを極形式で z= r ( cos e + i sin e)と

表すとき，(r， D) = [豆刀である。ただし， 0三D<川する。

ま九 dニ 4-2与をみたす隙数MLULi斗叩o

「

(ii)四面体OABCにおいて，辺ABを1: 2に内分する点を Dヲ線分CDを2:3に内分する点

をE，線分OEを1:4に内分する点を Fとしう直線AFと3点0，B， Cを通る平商との

一ート 一一一与 一+ 一一+ 一争 一一ート

交点を GとするO α=  OA. b = OB. c = OCとするとき OEを α b，cを

用門表すと ι[(3) である。また， AF 昨

[111] (記述問題)

1 x+3 ( 1 ¥ 
2つの関数 .f(x)= --~ x十 3，g(x) =一一一=':;-(x > 一~ )について，次の間に答えよ 0

2 ' .J ¥ I 2x十l ¥ 2J 

(i) 不等式 .f(x)> g(吋をみたすzの値の範囲を求めよ。

(ii)産線 y=f(x)と曲線 y=g(x)で固まれた部分の面積を求めよ。

OM24 (549-170) 



⑮ C 2022年度 数 学

問題冊子(1~ 2ページ)

}王
:.a:. 
居、 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。

Z貫

(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。

受験学部蘭学科 問 題

自(応用問物理問

ナノサイエンス・インスァイアユート 1ページ

工学部

酔 部 ( 社会数理即応イアユート)

化学科，地球間科学科 2ページ

薬学部

く>M25(549-171) 



理学部(応用数学科 9 物理科学科9

ナノサイエンス@インステイテュートわ工学部

[I]次のじ二コをうめよo 答は解答用紙晶玉欄に記入せよ。

(i) 3つの直線l¥，f2ラんを f1: x + 2y -7 = 0，ん :2x十 y-8=O，ん :x十 y=Oとする。

このとき，直線肘んの交点と直線んの闘は I(1) Iであり，

3つの直線んらんで囲まれた三角形の面積は I(2) Iである。

(ii)方程式 iogdz-3H岡 山)=-Hlogdz-1)の解は x=L0lJである。

また，不等式 logi(z-3)十 logj(z+l)>-1+logdz-1)をみたす zの値の範囲は

日正であるo

(iii)座標空間の4点A(lぅOぅ0)，B(Oぅ2ぅ0)，C(OぅOぅ1)，D(2tぅtぅ2t)が同一平面上にある。このとき，

t=巴刀である。また， 2点C，Dをお直線と l:y平面との交点の座標は I(6) I 

であるO

[II]次の仁三をうめよo 答は解答用紙品欄に記入せよ。

(i) 4個の実数α，b， c， dの平均値を m，分散を 82とする。これに5個自の実数zが加わると，

平均値はm+3'C'，分散は同じ 82であった。このとき，x'i:'mの式で表すれ=I (1) I 

でありヲ付値を求めると 82土日Eである。

(ii) Aの袋に赤玉3個，白玉2個が入っており， Bの袋に赤玉 1{民白玉4個が入っている。

Aの袋から 3{I障の玉を取り出し Bの袋に入れ次にBの袋から 1{I間の玉を取り出すことを

行う。このとき， Bの袋から取り出した 1個の玉が赤玉である確率は三日である。

また， Bの袋から取り出した 1個の玉が白玉であるとき，先にAの袋から取り出した 3個

の玉が，赤玉2個と白玉 l個である確率は I(4) Iである。

[III] (記述問題)

7r ，.， _ ， __~ ， _  

曲線 C1 : Y = 2 cos 2x (0三Z 豆π)をZ軸方向に 6だけ平行移動した曲線を C2とするO

このとき，次の間に答えよ。

(i) 2つの曲線C1，C2およびυ軸で固まれた図形の面積Sを求めよ。

(ii) (i)の図形のうち， υ三0の部分を z軸のまわりに 1回転してできる立体の体積Vを求めよ。

<> M25 (549-172) 



理学部(社会数理@構報インスティテュート9

化学科9 地球菌科学科ド薬学部

[1] Y;(o仁J をうめよ。答は解答用紙の説明に記入せよO

(i) 3つの直線i¥，ん，f3をぜ1: x + 2y -7 = 0，ん :2x + y -8 = 0，ら万十 y=Oとするの

このとき，直線はんの交点と直線んの距離は I(1) Iであり，

3勾線九九ヲんで固まれ同形の面積はロ日である。

(ii)方程式 logi(z-3)十川叶ト 410guz-1)の解はx=1(3) Iである。

また，不等式 logi(Z 3)+logj(z十1)> -1 + log ~ (x -1)をみたす Zの値の範囲は

E立]である。

(iii)座標空間の4点A(l，Oぅ0)，B(Oぅ2ぅ0)，C(OぅOぅ1)，D(2tぅtぅ2t)が同一平面上にある。このときラ

t=日 Eつである。またラ 2点C，Dを通る直線と xy平面との交点の座標は区日

である。

[11] YXo仁コをうめよ。答は解答用紙の錨欄に記入せよ。

(i) 4個の実数α，b， c， dの平均値を m，分散を S2とする。これに5個自の実数zが加わると，

平均f直はm十代分散閉じ，，2であった。このとき，x7d::mの式で表すれ=日互]

でありラ d舗を求めると 82=口日である。

(ii) Aの袋に赤玉 3{民白玉2個が入っており， Bの袋に赤玉 1{!風白玉4個が入っている。

Aの袋から 3個の玉を取り出し Bの袋に入れ，次に Bの袋から 1個の玉を取り出すことを

行う。このときラ Bの袋から取り出した 1個の玉が赤玉である確朝日日である。

また， Bの袋から取り出した 1個の玉が白玉であるとき，先にAの袋から取り出した 3個

の玉が，赤玉 2{聞と白玉 1{I鴎である確率は日目である。

題同
t
J:
 

同「
l述寸巳コ一一口T

i
 

y
i
 

y
i
 

m を正の定数とする。放物線 C:y=x(x-1)について，放物線Cと直線 y= -m(x -1)で

囲まれた部分の面積を 81とし，放物線C，直線 x=-mおよび Z軸で固まれた部分の面積を

ぬとする O このときヲ次の間に答えよ。

(i) ふと 82をm の式で表せ。

(ii) 81 - 82の最大値を求めよ。また，そのときの m の値を求めよ。

-2- <> M25 (549-173) 


