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1.続開始。〉台l泌があるまで亨問題1111了̂， TW筏紙の中を見てはいけませ

2 問題i間利点 12ページあります〉

またけにはさみ込まれている 間 以 ほ 怪 か ら 固 ま で )

3 
3 ったら問題+111子のページ数と1541答紙の鈴汚 L， 

削除子のページり孫 f，乱rゃ解答紙の不足 Iこ気づいた場合

子会あげて l政佼おに均一;らせなさい

る前にヲ 千キ答 2iZ{a I:J i: tこ 月を記人しなざし九

5 月平%はすべて仏J?とγ紙のおもてに紀人Lなざし九

小1I円があるときは?小間の議 5fを明言として解答:しなさいニ

終結、紙のうらに角1~答を記入してはいけませんハ

ら このま文科Jム 21J1l点11協点ていずれなお，文学部及び医学'部保健'I'fl
Itj(攻:)につ， 'ではう 1()() )川15点にJ設鈴します〉
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[1] (配点 5M)

この問題の仰は ffJff~1(f<<d~ 習の定められた馴山\しなさい。

[ [1'dJill ] 

同fifjjf 、ド凶lにおいて，♂ ~IÙ .1:1こ 3点 (0，0).(n，O)， 0) (0く日くjJ)があり，

IlfJ長官仁 !J二 r::->十仏[;2十b，，;が :t告Iiとこの :3)，1ょで交わっているものとする。

ただし，仏 blま実数であるυ このとき，以下のtl¥Jいに答えよ。

(1) 1111線 C と ~r: J民I1で防|まれた 2つの部分のilrj僚の有lをSとする。，5を白と β

の式で表せ。

(2)グの伝[を限定して，。く白く βの範悦iで凸を動かすとき， 8を紋小とする

αを"すの式で表せ。

つω <> 1¥17 CC1;;---8 J ) 
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[ 2] (配点目。点)

この|問題(f)燃は，解棚田。刷られた場所に飢しなさい。

u古liIHJ 

tをOくtく 1を満たす実数とする心阿積が 1である二角形 ABCにおいて，

辺AB.BC、CAをそれぞれ 2:1./;:1-1.1::3に内分する点を D、E.F とす

る。また1 AEとBF.BFとCD処 CDとAEの交点、をそれそ、オLP，Q，Rとずる。

このとき，以 FのII¥Jしhに21;えよ ο

(1) :31白紙lAE. sF. CDが 1点でうどわるときの tのが[10を求めよ ο

以下1 L はりく fく10を満たすものとする。

(2) AP二 kAE. CR二 fCDを満たす実数九 tをそれぞれ求めよ。

(:3 )二二戸j)jラ BCQの出衡を求めよ。

(4)三角形 PQnの[白I績を求めよ。
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[3] (似点目)点)

この11¥1題岬引け川

[問題]

袋の'1'に，亦五が le，fi，';j 青]くが 11111;¥1， t'LIてがら1占i入っている。袋の:わから

王を 1ff[，IJI¥UJ :1 ¥ L ，絞り出した正の{:~に応じて，以ドの扶~Wで1守娘、'[I[fIiに[白い

たコイノを日助かすことを与える υ

(j~H午)コインがjfl(27/) にあるものとする泊;五をi以り LU したときにはコ

インを};\~ (♂+ 1. y)に移動，庁[，を取り 11¥したときには点 ，u+1) 

lこ{名手iJj，r:-[王をJ1えり jあしたときにはJfl(I lu-i)にF名動L，絞り

U\ した五ねまLミにち(-i~

絞(1)に原点(()， O)にコインをi泣き，この険汁を総り返して1"Jう行指定した jl1l数だ

けj栄作を繰り返した後，コイン/パ【!J吋tている点や主[J!主点、と1If-ぶことにー-F3L ご

のとき ，1J.トのrUJ1{、lこ?与えよ

( 1 ) Jri'汁を n11'1-1繰り;ιしたときヲ[-[]をい立だけ取り lilしたとす乙 このとき、

到達点となり得る}，!~(をすーベて求めよ、

(2)撚flをηI"H繰り返したとき，主iJj二E}去となり得る}.IJ、0)11司数を求めよ

( :l)照終判![LI二の 1点(1，[)内( 1¥)， (1 1). (1-1)をJU};'ょとする正h}杉J)

を考える.J'栄作を nJi"1繰り返したとき， 3'[1;'主点がひの内部または辺 iにあ

る!能不を Pnとする 1もを求めよ r

(幻自然数~に対して lも~を求めよ}
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[4] (配点5010

この|憾の解制，料紙困の定められた場所t:t~i}入しなさい。

[問題]

['1然数刊に対して， 10れを 1:3て切lった余りを叫ιとおく o o，nはoから l2ま

での柊数である。以 rcのiIiJv )に21;えよ ι

(1 )αμ+lは 10αnを1:3でi持った余りに等しいことを;J-¥せ。

(2)αl旬、 ，afjを求めよ。

(;3 )以ドの 3条件を満たす自然数 Nをすべて求めよ。

(i) 1vを i進法で'l<'Jえしたとき 6将Jとなる。

(ii) N を 1)立話、で炎ぶして設初とhを後の符Iの数'f:を取り除くと 2016と

なる。

(iii) Nは uで初り切れる。
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